
伊賀市大山田財産区管理会および管理人会合同会議 会議録（概要） 

 

日 時：平成 25年 9月 12日（木）13:30～16:30 

場 所：山田地区市民センター 2階会議室 

出席者：（管理委員）中森会長、豆本、村井、福田、西尾  （欠席者 辻、松本） 

    （伊賀森林組合）増田課長、遠藤 

    （事務局）大山田支所 西崎、土田   

 

財産区管理会 議事録（概要） 

事務局 本日は刈り取り等でお忙しい中、第３回財産区管理会にお集まりいただき、ありがと

うございます。本日は辻副会長、松本委員の２名につきまして欠席の連絡をいただい

ております。財産区管理会条例により４名以上の出席を有することとなっており、５

名の出席をいただいておりますので会議を開催いたします。本日の報告事項で事業説

明をしていただくため伊賀森林組合の方に来ていただいておりますので、後ほど事業

内容の説明をいただきます。それから本日支所長は議会に出席しておりますので管理

会は欠席させていただき、事務局２名で進めさせていただきますのでよろしくお願い

します。では会長よろしくお願いします。 

会長 改めましてこんにちは。先ほどもありましたとおり秋の刈入れ真っ最中という中、お

集まりいただきありがとうございます。ご承知のように２０２０年東京でオリンピッ

クが誘致されます。経済的にも２０２０年に向けて成長し、また当財産区もそれに乗

っていければいいのですが東京ですのでそんなこともないとは思いますが、世間の景

気がよくなれば山もよくなっていくのではなかろうかと思っています。 

今日は２名の欠席がありますが事項に基づいて進めて行きたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

事務局 ありがとうございました。では会議に入ります前に議事録の署名人ですが、順番から

行きますと辻副会長様になるのですが今日は欠席ですので西尾委員さんと豆本委員さ

んにお願いします。 

委員 はい、わかりました。 

事務局 本日は決済事項がたくさんありますのでその都度、書類を回させていただきますので

見ていただいて決済をお願いします。本日欠席の両名につきましては後日来庁いただ

くよう連絡をしていますので申し添えます。 

事務局 前回の管理会の中で宿題をいくつか頂いてありました中で、西教と剣谷を結ぶ作業道

設置の事業説明について伊賀森林組合の増田課長に依頼して、本日来ていただきまし

たので、後で説明をいただきます。 

それでは会長、議事をお願いします。 

会長 それでは議事に入らせていただきます。５項目にあるのですが、伊賀森林組合さんが

お見えですので、先にその事業説明を聞いてから後の項目に入りますのでよろしいで

すか。 

事務局 はい。 

会長 それでは資料４番から説明願います。 

事務局 こちらからお配りさせてもらっている資料４の地図を見ていただき、赤線が今回のル



ートで提案を頂いています 

会長 これは伊賀森林組合さんに説明してもらいましょうか。 

事務局 はい。 

森林組合 みなさん今日は。伊賀森林組合からお邪魔しました増田と遠藤です。平素は当組合の

事業運営に格別のご協力・ご理解を頂きましてありがとうございます。そして何より

本日ここにお招きいただきましてありがとうございます。 

早速説明に入らせていただきます。今日お配りしました資料、封筒に入れている資料

を見てください。最後のページに、事務局よりお話をいただきました資料を作成しま

した。皆さんご存知の西教からのルートが鳳凰寺線を緑色、剣谷からのルートが旧の

緑資源で付けた線を青色でしるし尾根まで行っています。今回双方をつなぐルート約

800ｍを赤でお示ししております。これにつきましては財産区さんの負担なしで付けら

れる事業ということで説明をさせていただきます。資料の最初の提案型集約化施業の

説明資料を見ていただいて説明いたします。 

簡単に申しますと木を出して木の売り上げと補助金とで道を付ける事業をするという

ことです。 

②の提案型施業の流れですが、まず森林組合から施業提案をさせていただきます。木

を切る計画、切った木を出す計画など見積書を提示させていただきます。これにより

契約が成立しますと森林組合が実施します。 

③の図ですが収入は切った木の売り上げと補助金で道を付ける作業をするということ

です。うまくいけば木の売り上げで残った分は所有者にお戻しできる場合があります。

また、マイナスが出た場合でも所有者の負担はなしで出来る事業であり、所有者さん

にとってはとてもいい事業だと思います。ポイントは木を切って売るのですが、間伐

はあくまでも保育にこだわっています。基本的には良い山を作るための間伐ですので、

良い木は残していきますが、所有者様のご要望があればどのようにでもいたします。 

道の事は、どの木を切って売るのか十分立会いをしてきっちりと決めていきます。そ

れから開設した道は軽トラックの通れる道を想定しています。最低限ですが、もっと

広い道がほしいとなれば沢山の木を切ることになるので、確実に間伐する木を決めて

いきます。急な勾配の道はつけません。 

前年度事業についての資料を付けておりますが、確実に良い道がついていきます。 

前年度の提案書・写真を付けておりますので担当からご説明申し上げます。 

森林組合 森林組合の遠藤といいます。３ページ目になりますが見積もりをこのような形で作成

します。木材売り上げ、補助金の収入、保育これは切り捨ての分ですが、このように 

提案し事業を進めていきます。想定収入 9,496,813 円に対しまして想定事業費が

10,052,056 円となり想定精算額がマイナス 555,243 円となりますが、所有者様からの

負担額は 0円で実施ということになります。4ページ目の写真をご覧ください。西教の

森林の現状になります。手入れがされておりますので明るく木もある程度大きくなっ

ています。例ですが次のページ施工前、その次が間伐完成、次が開設状況で９ページ

目が完成となっています。路面の敷き砂利につきましては現状の状況によります。 

森林組合 いずれにいたしましても所有者様も負担はございません。搬出間伐をして森林整備を

していただいて補助をもらう手厚い事業ですので是非考えていただきますようお願い

いたします。 



会長 要は切って出さないといけないので、どの辺の木が切れるのか見てもらわなければな

らない。今、道をつけるために木を切るというと災害を目的とした事業と同じですか。 

森林組合 どんな事業でしたか。 

委員 災害対策を目的とした、国からの予算を付けてあるということですか。 

森林組合 元は森林造林事業というのがあったのですが、それが大きな山を集約するという今回

の事業になり、補助金を集中させるという事になった事業です。 

委員 復興税の関係もあるのか。 

森林組合 今年度までは復興事業税が入っていましたが、来年度から本来の補助事業に戻ったと

いうことです。 

会長 いったん見積もりをしないといけないと思います。 

森林組合 そうです。提案書を提出させていただきます。 

会長 今つけようとしているところは、間伐をしてあるので私たちが行っても良くわからな

いので、管理人に立ち会ってもらってどのくらいの木を切るか決めてもらわないとい

けない。 

森林組合 それは所有者様のご希望のとおりにさせていただきます。 

会長 この事業の目的は災害とかがあった時、西教からも剣谷からも上れるようにしたいと

の思いがあります。 

委員 これはほぼ等高線に沿ってのルートですか。 

委員 少し剣谷に下がるのですか。 

森林組合 若干下がります。 

委員 切らなくて良いところは残せばいい。 

委員 道路について、コンクリート敷きはしないのですか。 

森林組合 コンクリート敷きはありません。別事業で舗装を検討してもらって頂きたいです。 

委員 それは同時期に財産区でコンクリートを買って現場対応したらいいのでは。 

委員 するのなら現場の動いてるときにするほうがいいと思う。 

森林組合 基本的に舗装しなくてもいいような道がつきます。 

森林組合 もう少し広い道をつけるなら林業機械を入れます。 

委員 どっちの道使うのですか。 

森林組合 どちらも使います。近いほうが効率が良いのでどちらも利用します。 

会長 最低２トン車が通れるくらいの道をつけておかないといけない。 

委員 何年生くらいの木があるのですか。 

委員 60年生位と思う。いい木は切らないとの事だが、場所によっては分からない。 

委員 これは来年度の計画に入れようとするならいつまでに返事をしないといけませんか。 

森林組合 年内にいただければいいです。 

事務局 確認ですが、年内中に事業に取り組みたいことを電話連絡でいいですか。 

森林組合 それで結構です。連絡を頂いたら現場踏査の日程等調整しながら進めます。 

委員 同じところで補助金をもらうには何年空ければいいですか。 

森林組合 中 5年です。5年間は山を触らなくても良いように整備するということです。 

会長 はい。ありがとうございました。 

 森林組合退席。 

会長 では次に協議事項の公用車購入について、資料に基づいて事務局から説明願います。 



事務局 伊賀市の管財課・財政課に確認したところ、財産区予算で購入する公用車については

維持管理等も財産区で行っていただきたいとの見解でした。市では普通車は購入しな

い、購入してもらった車についても維持管理費は計上しないという返事です。それを

踏まえて調査・精査し日産エクストレール、ダイハツビーゴ、スズキエスクードの 3

社の比較をし、現場仕様で最も優れているということで日産の見積もりを添付してい

ます。それで維持経費も全て含めて財産区で購入いただけるのであれば事務を進めて

いきたいです。この車は 12月にモデルチェンジをするので 9月中に契約をすれば、こ

の金額で購入できるということです。 

委員 保険は財産区の予算で支払うのですか。 

事務局 管財・財政課とも島ヶ原と同じにしてほしいとの事です。全て財産区の予算で維持し

ていただくことになります。 

会長 どうしますか。これでよろしいですか。 

委員 それでいいです。進めてください。 

事務局 オプションは何も付けていないのでラジオのみです。 

委員 スタッドレスタイヤをホイル付で 4本買ってください。 

委員 工具は付いていない場合があるので確認してタイヤ交換ができるように工具をつけて

ください。それとサンバイザーをつけてもらわないと雨が降った時、困る。キャリー

は木で邪魔になるので付けない方がよい。 

事務局 最近はジープ型の車がないようです。スタッドレスタイヤ 4 本、サンバイザーを装着

し工具は確認をし、なければ付けてもらうということでよろしいでしょうか。 

委員 エアコンは付いているのですか 

事務局 標準装備なので付いています。 

委員 この 3台ではグレードはどのくらいですか。 

事務局 グレードは高い方です。 

会長 では購入ということでお願いします。次報告事項に入ります。 

長尾線改修工事請負契約について事務局から説明願います。 

事務局 長尾線改修工事については７７７，０００円で（株）マツザキに発注しておりますが

現場の状況等で変更が生じたため１５９，６００円の変更契約をいたしました。工事

の完成監査を９月３日に行いました。変更内容については主に３号箇所で敷砂利・５

号箇所で大型土嚢を４個使用しました。変更設計金額に落札率９３％を乗じて求めて

います。 

検査写真・出来高数量計算書等資料は回覧しますのでご覧ください。 

会長 はい、それでは次の東谷線改修工事について事務局説明願います。 

事務局 東谷線につきましては９月６日に入札を行い（株）マツザキが６１２，１５０円で落

札しました。現場につきましては位置図をつけており①～⑤まで修繕箇所を記してい

ますが今回は①②を入札しました。③につきましてはすでに対応済であり④につきま

しては倒木となっていますので、同業者に撤去依頼をしようと思っています。問題は

⑤之箇所ですが、これにつきましては写真を添付していますのでご覧ください。コン

クリート舗装の下部が約 1ｍ四方の空洞となっており、道から見ると空洞化がわからな

い状況です。橋板ではないので強度がなく車が通ると落下してしまうと思われとても

危険です。東谷線につきましては繰越予算で実施ですので流用や補正はできませんの



で、随意契約にて改修を行いたいと思いますがいかがでしょうか。 

会長 ここには管が入ってなかったのですか。 

事務局 ヒューム管は隣にあり、詰まったのでこの部分を洗い出してしまったと思われます。 

委員 管を設置するとどうしても詰まってしまうので、こういうことになってしまう。水は

舗装の上を走らせるのが一番いい。 

委員 林道は市が管理する林道と作業道とがあるのでその辺きっちりと整備してほしい。 

会長 いずれにせよ治してもらわないと危険であるので治してください。 

委員 コンクリートは落とすのですか。 

事務局 コンクリートはカッターで切って空洞部分を埋めてから舗装の復旧をすることになり

ます。 

委員 上流側にコンクリートを貼ってもらって流れないようにしてもらわないといけない。 

せっかく治しても同じことになってしまう。 

委員 舗装部分には細かく水切りをつけてもらったほうがいい。 

会長 はい、治してもらってください。次の林道鳳凰寺線土砂撤去について事務局からお願

いします。 

事務局 林道鳳凰線について土砂撤去作業を依頼したのですが作業中で先日の雨で再度崩壊が

あり作業は遅れていますが、きれいにしてもらっています。森林組合に依頼し１０万

円までで実施してもらうこととなっています。 

会長 常に雨で流れてしまうのはどうすればいいでしょうか。 

事務局 この場所ですが土質が崩れやすいので、種子吹きつけ・コンクリート吹きつけ、ネッ

トなど森林組合や土木業者などに相談をしたのですが、種子であれば根付くまでに崩

れてしまう、コンクリート吹き付けであればコンクリートと共に崩れてしまうという

ような状況であろうとの見解でした。もし崩れないようにするのであれば砂防堰堤の

ような大掛かりな工事になってしまうので、崩れたら撤去する事を繰り返すのが一番

ではないかという結論になりました。 

会長 部分的な土砂崩壊なので、それは継続してその方向で行ってください。 

事務局 はい。 

会長 西教線と剣谷線の結ぶ林道について森林組合からの説明をもらったけれど進める方向

でよいですか。あと作業人さんに来てもらって一緒に現地を見に行ってもらうよう調

整をかけていきましょう。 

せっかく有利な事業があるのだから採択して行った方がいいのではないですか。財産

区のお金もあっての話ですが、補助がある事業なので無理に使わなくても良いですし。 

山の山頂で、山や林業に関するイベントをすることもできるのではないでしょうか。 

委員 鳳凰寺線と剣谷線を結ぶ道もあってもいいのでは。木を育てるという意味で作業道が

必要となります。 

事務局 前回の宿題で管理人の車両での保険関係ですが、あくまでも事故に対しての補償であ

るので同じ車に２種類の内容はかけられないとの事です。何かを補填しようとするな

らば車両保険の月額を出勤日数で割戻した金額を補填するしかありません。 

会長 保険料の補填では意味がない。 

事務局 これはＪＡ・損保ジャパン・東京海上の３社で確認しました 

車自体が個人のものなので、できないとの返事でした。 



会長 基本的には車を買うのであるからそれを乗ってもらうこととするのが一番いい。 

一応規定を作っておく必要がある。財産区としての作業に行く途中で事故があった場

合に個人の自由で個人の車を使ったら、自己責任としておかないと。今まで事故がな

かったので良かったけれど、今後、何もないとは限らない。仮に本人さんが亡くなっ

たとして、家族から補償問題があった時、何も規約がなければ困るのではないか。 

委員 そのとおりだと思います。そういう規則を考えておかないといけない。 

会長 車に対しての個人の保険は出るだろうけれど伊賀市としての財産区の仕事での事故に

関しての見舞い金のようなものが発生しないかと思う。今は便宜性をもって自分の車

を乗って行ってくれているので、私用と公用を分かるようにしないといけない。 

委員 支所まで来て車を乗り換えてもらうのが一番いいけど、わざわざ支所まで出てこない

のが現実である。 

委員 車を買った事を基本にこういう事を何らかの形で残しておかないと救済できないよう

になってしまう。財産区の山へ行くときには事務局まで電話を入れるなりして連絡を

するように、何らかを考えないと。 

事務局 月報は提出してもらっていますが、月遅れですので実際に作業をしてもらっている日

は、その提出があるまで分かりません。 

委員 作業に出かけるルートを確認して、それを逸脱すると救済できないことになる。 

事務局 わかりました。では規約の素案を作成します。 

前回の宿題ですが 西教線は鉄塔までは林道でその上は作業道となります。 

猿野の高尾谷線ですが、これは市道ですが途中で作業道になっています。 

先日現場に行ってきました。材料支給をもらって舗装をした事を記してありました。 

その間が約 2キロ地道となっていました。 

上のほうは舗装をしてあるのですがかなり古いものでした。 

委員 市の管理道路として管理をしてもらわないといけない。 

事務局 しかし、市としては現在のところ補修をしていく予定はありません。 

事務局 この路線についてはかなり荒れていて、路肩部分が崩れているところがいくつかあっ

て、手で押さえるだけでボロボロと落ちていく状態の箇所もありました。路面につい

ても枯葉や土があって車はスリップするし結構危険であると感じました。 

会長 一度現地に行ければいい。 

事務局 あと、シデノ木原ですが本日設計書が送られてきまして、入札の準備を進める予定で

す。先日洗越し工法はどうかというご意見を頂いたのですが、勾配が急なため無理で

あるとの結論から当初のボックスカルバートで設計をしております。ただ上流に流木

止めを設置ということでＨ鋼を立てるようにしています。 

上のほうについては川底を下げて下のほうを底上げして勾配の補正し１０パーセント

にしてもらいました。２号箇所についても同様流木止めを設置での設計です 

搬入路はかなり痛んでいるので、工事になると今以上に痛んでくるのでそれを施工業

者に復旧させることは困難であるため、新年度に舗装修繕を見て行きたいと思います。 

会長 舗装は見積もりをもらわないといけない。 

事務局 当然、そのときは見積もりを取っての修繕となります。 

委員 上流で河床を下げたら又土がたまるのではないか。 

委員 同じことばかりしても無駄です。 



事務局 これは、業者にお願いをして施工中に出てきた大き目の石を布団かごのような形で階

段状に並べてもらおうと思っています。 

委員 水があたるところをコンクリートか何かで止めておかないと又同じことになってい

く。 

委員 水の流れはわからないけれどちょっと考えて、細かい水切りを入れてもらってほしい。 

軽トラックの底を擦る手前くらいまで深い水切りをして谷に逃がすようにするとかな

り違うと思う。 

会長 高尾谷線は一度現地を見に行くようにしましょう。 

委員 西教については管理人さんに見てもらうように調整をしましょう。 

会長 折角の機会ですので他に何かありましたらお願いします。 

委員 市の管理林道を図示してください。 

委員 図面はないのです。 

事務局 林道台帳はあるが、単独です。 

委員 全体を図面に落としてください。全体を見てみないと良くわからないので作ってくだ

さい。 

事務局 わかりました。次回までに作成します。 

委員 市の林道は市で修繕をして安全確保をしてもらわないと、修繕はしないでは困ります 

事務局 そうなのですが予算の関係や頻度からもなかなか修繕できないのが現実です。 

委員 生活道路であれば、そんなことも言ってはいられません。 

委員 川に砂が溜まっているのを採ってもらわないといけない。 

事務局 県の河川課で浚渫工事をしてもらわないといけないので区から要望してください。 

会長 では、今回はこれで終わりますが、管理人さんには連絡をして 10月に入ってから調整

してもらいます。 

事務局 では、次回 10月中ごろから末にかけて調整します。 

会長 はい、では長時間ありがとうございました 

事務局 ありがとうございました。これをもちまして第 3回管理会を終わらせていただきます。 
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