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平成２８年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会会議録 

 

 

開催日時  平成２８年７月１９日(火) 午後１時３０分から午後２時５０分 

出 席 者  管理会会長、委員５名 

三重県伊賀農林事務所 森林保全課 南課長、近藤 

農村整備課 中森、秋元 

風早島ヶ原支所長、森岡主幹、杣井嘱託職員、山本臨時職員 

 

 

１.   開会 支所長 

大変お待たせをいたしました。皆様方こんにちは、梅雨明けと言ったとたんにこ

のような好い天気で暑い中、またお忙しい中第１回財産区管理会にご出席いただき

ありがとうございます。ただいまから会議次第に沿いまして進めてまいりたいと思

います、それでは会長からごあいさつを賜ります。 

 

２. 会長あいさつ  

皆さんこんにちは、本日は平成２８年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会にご出

席賜りまして誠にありがとうございます。 

さて、ご承知のように九州地方をはじめ各地で土砂災害や家屋の浸水等の被害を

もたらした梅雨も昨日で明けたようでありまして、明日から土用の入りということ

で例年のように本格的な酷暑のシーズンが到来します、熱中症等予防されまして健

康管理に充分ご留意賜りたいと思います。 

なお、私どもの管理会委員の任期は１２月１６日までとなっております、平成２

４年拝命以来４年近い財産区管理会の運営に特段のご協力を賜り心から感謝を申

し上げる次第です。 

本日の議事は報告事項３件、同意事項２件が提案されますので、ご審議賜ります

ようよろしくお願いを申し上げあいさつといたします。 

 

(事務局) ありがとうございました。それでは次第３以降会長議長で進めていただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

(会長) これより会議を進めてまいります。委員の皆様には議事の円滑な進行につ

きましてご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

本日の出席委員は６名でありますので条例により会議は成立をしております。 

 

３.  会議録署名委員の指名について 

(会長) 会議次第の３、会議録署名委員の指名につきまして、私から指名させてい
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ただきます。たいへん恐縮でございますけれども今回は、西中委員さんと十代委

員さんにお願いしたいと思います、よろしいでしょうか。 

(委員) はい。 

(会長) それでは、お二人の方には後日会議録の署名をよろしくお願いします。 

 

４.  議事 

(報告事項) 

(会長) それでは、会議次第の４、議事に入ります。報告事項、報告第１号大谷地 

内民有林補助治山事業の進捗について、三重県農林事務所森林林業室から資料の 

説明をお願いいたします。 

 

(１)報告第１号 大谷地内民有林補助治山事業の進捗について 

(県森林保全課)  三重県農林事務所森林林業室森林保全課長の南です、よろしくお

願いします。お手許資料１の治山事業の用紙をめくっていただいて大谷の次に位

置図がございます。この地図の中で、何年かに亘りまして治山事業の堰堤を設け

てきまして緑の△が堰堤のある場所です、おかげさまで昨年度の事業も無事に完

成することができました。この地図のほぼ真ん中へんですね、縦に点線がありま

すが青い下線の筋に緑の△がございます、その△の回りに①②③④これは写真の

番号ですが、そこに№4 谷止工(H27)と書いてあります、昨年度はここに施工さ

せていただきまして無事にこの４月に完成しております。今年度につきましては、

右下の赤い囲いの中の線上になりますが、赤い△印で№１谷止工(H28)として今

年度の事業として場所を示させていただいております。 

それでは次をお願いします。さらに拡大した地図がございますが同じようなこ

とが書いてあります、真ん中の下の方に今年度の位置が書いてあります、そこか

ら左上に上がっていただきますと H２４年から書いてありますけれども H２７

№4 が昨年度の事業です。１枚めくってください、昨年度完成しました№4 谷止

工の写真です、このように完成しております、同じように次のページにもござい

まして下流側から見たり、上流側から見たり、左岸から撮ったりしております、

この事業に関しましては、現場が山の深いところにありまして重機が入るのに困

難な場所でしたのでケーブルを張りまして施工いたしました、次の写真ですが今

は撤去しておりますのでこのように赤い線で書かせていただきました、下の写真

は撤去後の普通の写真です。次の大きな写真ですが今年度施工予定場所の写真で

す。赤い線が今年度施工する形のダムでして普通でしたら先ほどのようなコンク

リートになるのですがこの場所は下流に施工するということで、上流から流れて

くる流木を捉えまして下流に流れないように捕捉したいと思います、捉えるにあ

たりましては赤い太い線ですがここに金属製で支柱を建てまして隙間があるよ

うな構造になりまして、水が流れるけれども、木はここで支えて捉えることがで

きるというかたちになっています。下の説明ですが⑦H28№1治山ダム(スリット
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ダム)隙間が空いているということでスリットダムという言い方をします、の計

画位置です。長さこれは赤い線の右から左まで 20.5ｍ、高さ 4ｍ、ボリュームは

146.0㎥になります、洪水時に上流から流下する流木を捕捉する構造になってお

ります。次めくっていただきますと構造図が書いてあります、おおむねダムの形

をしておりますが真ん中に流木を捉えるための鋼鉄製でできたスリットがある

構造になっております。 

もう一箇所治山事業を計画しております、観節ですが三国越林道の真ん中位の 

下流側下斜面に大きな崩壊地がございまして、次めくっていただきますと航空写

真がございます、点線が三国越林道になりますがその下流側に赤く囲んだ区域が

土砂崩れで崩壊した場所です。１枚めくってください。先ほどの写真よりは下か

らとった近景のものです、白くもやもやしたところが崩壊した場所です、山腹上

部から表層崩壊が発生し、斜面上に崩土が堆積している状態で現場がかなり急な

斜面で非常に危ない状況になっています。もう１枚めくっていただくと横断図で

ほぼきれいな４５度位の斜めになっていますが現場へ行くと相当な急斜面で上

るのも下りるのも大変な斜面です、斜めで５２ｍの長さの斜面です、幅が１０ｍ

位あります、次の図面を見てください、崩壊を直す工法の図面になっています、

これで５００㎡位ありますが、右の図のように格子状に長い図が描いてあります、

格子状の長い縦横にコンクリートで枠をしまして、法枠工といいますが、その間

の正方形のところには種子を吹き付けいたしまして緑に戻すという方法を考え

ています、だいたい白い格子があって真ん中が緑なり、茶色になっているような

工事を法面で見ると思うのですが、ものによっては全面コンクリートというのも

ありますが、今回はそこまでは危険性がないということで吹き付けで行いたいと

思います。以上の２点で今年度事業を実施したいとおもいますのでよろしくお願

いいたします。大谷の方につきましては測量関係が終わりまして今設計を組んで

おります、見積期間が結構ありますので８月末か９月位の発注、着工になると考

えております、観節につきましてはすでに契約をいたしましたところです、とい

うことで大谷につきましては年度内位、観節につきましては１２月末位までを予

定しております、という状況ですのでよろしくお願いいたします。以上で説明を

終わります。 

(会長) はい、ありがとうございました。ただいまの説明報告に対して委員の皆さ 

ん質問ございますか。 

(県森林保全課) 観節につきましては三和工務店、津市が本社になっていますが、 

青山の業者がやってくれます。 

(会長) 私から１点、治山ダムのスリットダムですが流木を捕捉するためのダムと 

いうご説明ですね、ということは土砂そのものはスリットになっていますから下 

流へ流れるという理解でよろしいでしょうか。 

(県森林保全課) そういうことですが、その上流にもすぐに土砂止めのダムが何基 

かございますので充分捉えているかと思います、土砂はおおむねそれらの前後の 
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ダムで捉えることになっていますので、ここで流木を捉えようというダムの設置

になっています。 

(会長) かねて、何年かに亘ってダムの設置工事をしていただいてますが、それ以 

降現在まで土砂災害の大したものが起こっておりませんが、幾らか堆積している 

のではないですか。 

(県森林保全課) 溜まっていないです、完成時と殆んどかわってないです。 

(会長) その間は目的としたダムの設置以上の土石流が発生していないというこ 

とですね。 

われわれが一番懸念するのは昭和２８年の災害の大土石流で、あのクラスがあ 

るのかわかりませんが歴史的に安政の大地震も発生しております、そういったこ

とのために重要なことだと理解しております。今のところは堆積していなく余裕

があるということですね。はい、わかりました。 

皆さんございませんか。それでは、ないようですのでありがとうございました。 

続きまして報告第２号林道「三国塚線」開設工事の進捗について伊賀市農村整

備課より資料の説明をお願いします。 

 

(２)報告第２号 林道「三国塚線」開設工事の進捗について 

(農村整備課) それでは、報告第２号林道三国塚線開設工事の進捗について説明さ 

せていただきます。１枚めくっていただいて三国塚林道開設工事計画書を見てい 

ただきたいと思います、平成２１年度からの実施状況を書いておりまして、下か 

ら３番目平成２７年度までが実績でございます。平成２８年度でございますが当 

初国への申請が 2,700万円要望させてもらっていたのですが、1,200 万円しか付 

きませんでしたので平成２８年度としましては 1,200万円の工事発注をして平 

成２９年度以降 1,500万円の工事が残ってきます。平成２８年度の工事ですが工 

事発注済みでございまして工期としましては平成２８年７月から平成２８年１1 

月の予定でございます。１枚めくっていただいて施工計画図年度割です。平成 

２１年度からの実施状況を色分けしておりまして一番右の赤色と水色の部分が 

平成２８年度以降実施予定の箇所です。その次のページからはＡ３の用紙で平面 

図に色分けをしています、青色が実施箇所です。４枚目の№８０までが昨年まで 

に実施しています、№８０からＥＰまでＬ＝１８０ｍで工事が完了することにな 

ります。以上で三国塚林道の説明を終わらせていただきます。 

平成２８年度工事の受注業者ですが対馬建設が落札されまして７月から入る

予定です。 

(会長) ただいまの報告について質問ございませんか。 

(西中委員) 最終的にどこまで延びるのか分からないんですが、滋賀県の林道へつ 

なげるのかな。 

(農村整備課) 今の予定としてはこの箇所までです。 

(会長) 事務局にお聞きしますが、今の質問の関連で池というのはどの池ですか、 
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大沢池ですか。 

(事務局) 桧尾之池です。 

今、工事を平成２９年度で終わろうとしているところあたりに猪ノ谷池があり

ます、その先が桧尾之池になります。 

(会長) 平成２９年度以降の計画については、計画についての議論が必要になって 

くると思います。 

(事務局) 県境の尾根で島ヶ原の方は急竣ですので、道をつけるのは怖いと事務局

では思っています、また、甲賀市とも協議が必要になってきます。 

(西中委員) 甲賀市の林道の高低差はどのくらいでしょうか、隣接してますね。 

(事務局) ３０ｍから５０ｍ近くはあると思うんですが、距離的には１００ｍ位で

着くのかなとそれぐらいの近さかなと。 

(西中委員) そこにつなげさせてもらってと。 

(事務局) 協議させてもらわないと、こちらの思惑で進まないと思いますし、桧尾

之池のところは、壁１枚で林道とこちらの管理道が接していますのでそこをぶち

抜いたらすぐに入れる状態なんですが、勝手にぶち抜くわけには行きませんので

甲賀市と協議しなければなりません。そういうことで滋賀県側の林道を利用して

桧尾之池へ行けて又作業道もありますので大沢池へ向けても簡単に行けるとい

うのも可能になってくると思います、出来るだけ道は少ない方が安全かなと考え

ます。 

(西中委員) 高いところで急峻で大丈夫かなと思うこともあります。 

(事務局) 崩れるのは怖いので、今付けていただいている三国塚林道もかなり直壁

で工事してくれているので怖いなと。今後充分協議した上で確定していけたらと

思っています。 

(会長) ほかにございませんか、よろしいでしょうか。 

(農村整備課) 大変申し訳ございませんが、平面図の最終の図面なんですけれど平

成２７年度実施箇所を赤で着色しているんですが完成しておりますので№８０

までは青色となります。着色が間違っていました。 

(会長) №８０までは青色ですか、はい、わかりました。これで報告第２号を終わ 

りたいと思います。ご苦労さまでした。 

続いて報告第３号財産区管理会委員の改選について事務局から報告をお願い

します。 

 

(３)報告第３号 財産区管理会委員の改選について 

(事務局) 失礼します、資料３を見ていただきたいと思います、財産区管理会委員

の改選についてということで、まちづくり協議会に改選依頼をさせていただいて

います。３枚目に別紙で委員名、伊賀市島ヶ原財産区管理会委員ということでま

ちづくり協議会の方に依頼しました。まちづくり協議会から奥村区を除く各区長

さんに委員を選出してくださいということをお願いしてあります、報告期日が 9
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月９日という段取りになっていますのでご了解をお願いします。 

(会長) ただいまの報告に対して質問ございませんか。 

推薦期日は平成２８年９月 9日ですね。 

(事務局) はい、その後で市議会で報告させていただいて了解を得て委員の決定と

なります。 

(会長) それでは、次に進めさせていただきます。同意事項議案第１号平成 27年 

度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算についてを議題といたします、事務 

局から説明をお願いします。 

 

(４) 議案第１号 平成 27年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算について 

(事務局) それでは、決算につきまして説明申し上げます、資料４をご覧ください。 

１款財産収入、第１項財産運用収入でございます、予算現額 27,697,000 円に対

しまして、収入済額 27,699,700 円となっております。第１目財産貸付収入につ

きましては、予算現額 27,240,000 円に対しまして、収入済額が 27,240,730 円で

ございます、この内訳につきましてはゴルフ場用地の貸付料、工場用地の貸付料

が主なものとなっております。第２目利子及び配当金つきましては、予算現額

457,000 円に対しまして、収入済額 458,970円でこれは財産区基金の利子でござ

います。次に第２項財産売払収入、第１目不動産売払収入につきましては予算現

額 235,000 円に対しまして、収入済額 235,806 円でこちらの方は堰堤を作った時

に伐採した立木を売払った収入でございます。次に第２款繰越金、第１項繰越金、

第１目繰越金につきましては予算現額 1,443,000 円に対しまして、収入済額

1,443,758 円でこちらは平成２６年度からの繰越でございます。次に第３款諸収

入第１項第１目預金利子につきましては予算現額 85,000 円に対しまして、収入

済額 85,000 円でございます。以上歳入合計といたしまして予算現額 29,460,000

円に対しまして収入済額 29,464,264 円でございます。 

続きまして歳出についてご説明申し上げますので次の頁をご覧ください、第１

款総務費につきましては、予算現額 20,604,000 円に対しまして、支出済額

20,336,408 円でございます。その内訳といたしましては第１項総務管理費、第

１目一般管理費、細目 102の一般管理費でございますがその支出の主なものは報

酬で、管理会委員報酬７名分と業務嘱託職員報酬１名分を合わせまして

1,478,000 円。賃金では事務補助員１名分と森林管守人１名分を合わせまして

1,950,400 円。報償費といたしまして 246,000 円。積立金では財産区基金への積

立金といたしまして 14,867,000 円。繰出金では三国塚線の開設工事の負担金と

区有林整備事業の償還分を合わせまして 1,717,537 円でございます。次に第２款

財産費につきましては予算現額 8,746,000 円に対しまして、支出済額 8,000,231

円でございます。その内訳といたしましては第１項財産造成費、第 1目財産区有

林造成費、細目 605財産区有林造成事業、支出の主なものとしましては作業員賃

金３名分等で 3,489,484 円。需用費では林道の修繕料といたしまして 1,404,000
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円を含みます 1,838,519 円。委託料といたしまして境界確定業務委託料

2,604,570 円でございます。次の頁をご覧いただきまして第４款予備費につきま

しては予算現額 100,000 円に対しまして、支出済額はございません。以上歳出合

計予算現額 29,460,000 円に対しまして、支出済額 28,336,639 円でございます。

先に申し上げました歳入合計から歳出合計を差し引きました1,127,625円は平成

２８年度へ繰越をするものです。以上で歳入歳出決算の説明を終わらせていただ

きます。なお、この場でご同意いただきました後は９月の市議会の方に上程をす

る予定になっております。以上でございますよろしくお願いします。 

基金ですが平成２７年度末で 19,882万円となります。 

(会長) 第２款財産費の需用費で 1,838,519円支出がありますね、これは三国塚線 

の補修料か何かですか。 

(事務局) 需用費の中に修繕料も含んでいますので、一般的な林道の小修繕、雨が 

降って道が荒れたとかそういうものがこの中に入っています。 

工事費ではなく、道を修繕するということです。 

(西中委員) 維持費みたいなもの。 

(事務局) そうです。 

(会長) かねて、中矢から三国塚の峠まで開設していますが、時たま走ると土砂が 

崩落していますね、この間撤去しているのに出会ったけれどもそういうのも含ま 

れるんですね。 

(事務局) それの一部も含まれます。それと財産区内の中で作業道を歩いて登って

くれるのですがロープを使って登らないような危険な所もありますので、階段状

にするような修繕を森林組合に作業をしてもらう費用も含んでいます。 

(増尾委員) 本来の需用費と工事用の修理料を分ける方がわかりやすいですね。 

(事務局) 分けられないです。 

(増尾委員) 根本的に。 

(事務局) 工事というと大きなもので、修繕工事ですので突発的に出てくるもの、

災害復旧は別ですが、たちまち砕石を入れなければならないとか、先ほどおっし

ゃってくれた崩落土を取り除かないといけないとか、そういう小さなものについ

てはこの需用費の中でやっていく、大きく崩れたものについては災害復旧費とし

てやっていく、小さな積み重ねがこの需用費の中に入ってきます。 

(会長) ちなみに、今の話では、報告第１号の三国越林道から少し下の崩落した箇 

所の補修費はどの位かかるの。 

(事務局) あれは県の方で工事をしてくれますので、財産区からの持ち出しはゼロ 

です。 

(会長) 全部県ですか。 

(増尾委員) 災害復旧で出してくれるのですか。 

(事務局) 治山事業で上がっています。 

(増尾委員) 治山事業になるわけですか。 
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(事務局) 災害復旧に該当しませんでした。 

(会長) あれは、雨続きのときに崩落したものです、でもならなかった。 

(事務局) 災害対応のものでもなかった、昨年は災害復旧に該当するものがなかっ 

た。 

(会長) と言うことは、治山事業になるわけか。償還もなしですか、将来。 

(西中委員) 償還なし。 

(事務局) ないです。 

(西中委員) １００％県の事業ということですね。 

(事務局) 一つ前のダムとか鋼製スリットとかも全然出していませんのでそれと 

同じです。 

(会長) はい、わかりました。 

それから、議会にかかる前は当然市の監査手続きは受けるんですね。 

(事務局) はい、監査につきましては、日は未定ですが８月中には受けて、それか 

ら議会になります。 

(会長) そういうことですね。 

(増尾委員) 去年も言いましたが、監査委員の監査を受けてなかったら単なる数字 

だけやからね、去年は会長が監査したようなことを言ってましたが。今年は監査 

委員の監査にはまだ明示していないと言うこと。 

(事務局) 監査の予定としては、７月５日に入っていたのですが急きょ延期になっ 

ています、まだ日程がはっきりしていないんですが８月中には済ます予定と聞い 

ています。 

(会長) まあ、当然その辺のことは協議会の中で議会の指摘もあろうかと思います 

が、クリアした中で決算をするという前提で同意しなければならないと思います。 

(増尾委員) 事務局を信用しなければならないということです。全面的にそうでな 

ければただの数字だけやから。 

(会長) それでは、そういう前提で同意をさせていただくことといたします。 

次に、議案第２号南部財産区内における貸付地についての説明をお願いします。 

 

(５) 議案第２号 南部財産区内の貸付地について 

(事務局) 資料５をお願いします。㈱道山への貸付地であったところの件でござい 

ます、先般の管理会におきまして、とりあえず売却ということでご同意をいただ 

いておりますが、売却の準備を進めている中で、現在㈲メルシーが所有となって

いるのですが、その代理人から一筆丸ごと購入したいという話がありました。調

べていく中で財産区として 8818-1 の地番を㈱道山の所有地であったところの外

周で所有しているんですが、その中に市道広沢線が含まれていることが判明しま

したので、その分だけ分筆登記をしておかないと、市道敷も含めて売却すること

となりますので、分筆作業を進めさせていただいているのが実情でございます。

その中で㈲メルシーと協議いたしますが、そこで一筆丸ごと売却になるのか、貸
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付地だけの売却ですむのか、ちょっと付属した部分まで必要とするのかというよ

うになってきますので、今回再度ご同意をいただきたいということについては市

道の分筆作業です。現在進行形になっているのですがご同意をいただきたいと思

いまして議案にさせていただきました。 

(会長) よろしいか、三光砿業と書いてある横に里道がありますね、その横に市道 

広沢線がありますね、赤で、この部分も当初は売却になっているのか。 

(事務局) 売却というか、道路部分は別登記ができているものと思っていたのです 

が公図等照らし合わせると、里道以上に市道があります。現場へ行きますと市道 

広沢線と書いてあります右側の青い線のところにブロック積がありまして、その 

天端のところにコンクリート杭があります、それが過去に㈱道山に売却した杭み 

たいで明示されていますので、完全に道路を含めての財産区の用地となっていま 

す。道路敷だけは財産区から外しておかないと管理の問題がでてくると考えられ 

るので分筆登記をさせていただきたい。 

(会長) 逆にいうたら、こんなんまで売却したら㈲メルシーが売却した先が敷地拡 

張したら三光砿業は入っていく道がない。 

(事務局) 三光砿業もですが市道も北の方で止まってしまいます。 

(会長) 必然的にそうしておかないといかんということやね。それを除外して財産 

区有地を売却するということですね。 

(西中委員) この水路あたりも全部ということ、8818-1の地番全部。 

(事務局) そうです、もともと 8818-1だった地番を㈱道山に売却するときに４と 

６をつけているのですが、外周が財産区の山林で残っています。 

(西中委員) ㈲メルシーはここで何かする予定をしているの。 

(事務局) 予定は聞いていません。管理は㈲メルシーかどうかわかりませんが、来 

て草刈と倉庫の中の片付けをしてくれています。 

(会長) 今現在㈲メルシーの所有地になってますね、広沢線道路の話。  

(事務局) 市道広沢線は今財産区の所有です。 

(西中委員) これだけは財産区からはずして市道にするわけやろ。 

(事務局) ㈲メルシーは青い部分だけです。 

(会長) ㈲メルシーと関係ないわけや。 

(事務局) 関係ないけれど、もう一度立ち会いだけしていただかないと。 

(西中委員) 全部売却してしまうとそこまで入ってしまうことになる。 

(会長) それを除外して売却するということやね。 

(事務局) そうです、市道敷を除外します。 

(会長) 財産区といえ法面になる、平地ではない。県道に接しているところはそう 

いう格好です。 

(西中委員) この端は田んぼになるのかな。 

(事務局) 水路の横が田んぼです。 

(会長) この間刈っていたのはこの端っこですか。 
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(事務局) この外周を刈っていたのです、水路と㈲メルシーの青い角のところを刈 

ってます。 

(会長) ３箇所か４箇所刈ってくれてますね。 

(事務局) ぐるっと刈ってます、杭を探さないといけないので。 

(会長) そうですか、奥へ入ってないので分からない。 

(事務局) ほぼ見つけて、測量していただいて多少のずれはおこっていると聞いて 

います。 

(会長) それは当然、しておかないといけません。 

それでは、南部財産区内における貸付地については、同意することにしたいと 

思います。 

(事務局) ありがとうございます。 

事務局から一点だけ、村主さんがお亡くなりになってから森林管守人が不在と

なっておりました、今の３名の森林作業員の中で相談させていただいて大川さん

に村主さんの後の管守人をお願いしたいと思っていますのでご了解をお願いし

ます。坂本さんでそのまま引き継いでというつもりでいましたが、期間が短くて

全然回れていない財産区有林もありますので、大川さんが一応すべて回ってくれ

てあって、だいたい場所的にも把握してくれていますので引継ぎもありますが大

川さんに森林管守人をお願いしたいと思っています。 

(会長) 今、坂本さんと、吉永さんと。 

(事務局) ３名体制です。 

(西中委員) もう一人作業員が必要になる。 

(事務局) できたらそうさせていただけたらと。 

(会長) 村主さんが管守人をしていたとき作業員さん３名おられたのではないで 

すか。 

(事務局) はい、４名で動いていました。 

(会長) 今度大川さんが管守人になったときには作業員２名になりますね。 

(事務局) 作業はしてくれます。 

(会長) ３名ですね、前は４名でしたね、１名減じた中で仕事の回りは出来るの。 

(事務局) それまでに、年間通じてこれだけの作業を行わないといけないと言うこ 

とを作ってから人が足るとか足らないとかをしないといけない。 

(会長) どんぶり勘定になってしまう。 

(事務局) 作業員にできる範囲の仕事になりますのでそこから話を詰めていかな 

いといけないです。 

(会長) ただ作業をしていただいている方の負荷が掛かりすぎているのであれば 

増員を考えてもいいかも、片一方では１千何百万も基金に積んでいく現実もあり 

ます、何に使うか分からない金を、それならば日常的に財産区を管理していく要 

員の確保が先にくるのではないかと。 

(事務局) どちらが先かという話ですね、基金が溜まっていくから今の財産区の作 



 

11 

 

業を拡大しょうかというのか。 

(西中委員) それもあるけれど、たとえば南部林はほとんどの山が荒廃してしまっ 

ている、それを更新しようと思えばものすごく経費が掛かってくる、人件費が 

掛かってくるその辺にもう少し手をいれていくのも考え方かもと思います。 

(会長) この間地区の環境セミナーで、昔炭を作っていたのが今はゼロではないで 

すかと。南部林で見られる雑木、しいたけの原木ぐらいのもので、ほとんど枯死、

枯れている状態になっている。倒木が農道や市道に発生している、われわれの保

全会が管理していかないといけない現実が起こっています。それぐらい山林が荒

廃しているのです、何も財産区の山だけではなくて国有林も民有林もしかりです。

そういうような現実で松食い虫で松の木の倒壊も発生してます。ナラ枯れも多く

発生してます。 

われわれ保全会の素人が切れない、チエンソーがあるのに。 

(事務局) 雑木の大きなものはこけ方がわからないんであぶないです、作業員さえ

最近切っていません。 

(西中委員) そういう人たちに働いてもらう機会を増やしていけば積み立てるこ

とはいらない。 

(会長) 将来の課題かもわかりませんね。 

(事務局) ２８災害の二の前にならないようにということで財産区の山を整備し 

ょうというのが、だんだん荒れてきていますので根本のところで何かしていかな 

いと雑木に押されて人工林が負けてしまうのかとおもえば、雑木まで悪くなって 

きています。 

(西中委員) 人工林は使い物にならないけれど広葉樹が負けてくるとどうしょう 

もない、山そのものが荒廃してしまう、それにかかる経費は惜しまなくてもいい 

のではないかと思います。そういう面に対しては市も理解してくれるのでは。 

(事務局) 山を整備したりするのはいけると思います。 

誰にしてもらうか、山の作業員でできるものなのか又森林組合のようなプロを

呼んできてするのか、それも一つの手であって、しなくてはいけないことはたし

かです。 

(会長) 次の課題でしょう、かなり荒廃が進んでいますから。 

(事務局) 議事進行いただいてるところなんですが、その他のところに入ってます 

がほかに何かございましたら出していただきたいと思います。 

(増尾委員) よろしいか、南山城村との県境での太陽光発電、当時説明受けました 

が現在分かっている範囲内で説明あればお願いしたい。 

(事務局) ファーストソーラー社はそのまま事業を行う予定で進めています、島ヶ 

原側はこの間図面を見せて頂いた中では進入路が伊賀の国という看板のところ 

から入る予定になっていたのですが、それが変更になっているくらいのものでし 

た。南山城村の方がニュータウンの反対が強いということで、パネルの設置場所 

を少し北にずらすような計画で進めると聞いていますし、現在ファーストソーラ 
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ー社の方も自主的な環境調査で現場の方に調査員が入ったり、土質のボーリング 

調査等が行われている状態です。 

(西中委員) トラック解体工場の反対側に資材が置いてあるあれが入口ですか。 

(事務局) あれは別です、最初やりかけた時にファーストソーラー社に聞いたので 

すが違いますと言うので、岡久に所有地であり何かするのか念押ししたのですが、 

岡久の方からも私の土地ではないし、知りませんと返事が返ってきました。誰が 

やっているのかわかりません。 

(会長) 川南地区の一部の方から、太陽光発電の売電の送電線について国道１６３ 

号のバイパス沿いを通るんだと、これについて環境問題、生態系がどうなってい 

るのかという意見がでているですけど、財産区の事を私やっているのを知ってい 

るから聞いたんだと思うんですが、それ私一切聞いてないと、いつ完成してどう 

するというのか分からないと、今の状態がそうですね、高圧線がどうとか一切わ 

かりませんと回答しています、承知はしていないと。 

(事務局) ファーストソーラー社の事業説明の中で国道１６３号のバイパスに送 

電線が通ると説明してくれておりましたけれども。 

(会長) その話はしてますけれど進展してないじゃないですか。 

(事務局) はい、木津川を越すにしても、鉄塔を架けるなりして、橋梁添架は無理 

ですし。用地交渉をしているというのは、個人的には聞いたことがありますがど 

こまで進んでいるのかと言うのはわかりません。 

(会長) その程度にしておきます、そういう質問があったので、それは承知してい 

ないと、ハウスが設置されれば発電した電力を売電しなければならないから何処 

かへ引くんでしょうぐらいしかいえません、そう答えておきました。 

(事務局) 前に一回説明会をしただけで、そこでの質問も出してませんので、前に 

 聞いた話では６月の初めと言いながらも全然方針が決まってないと思いますけ 

れど又そこらへんからの話をしていきたいと思います。 

(増尾委員) 今、建設に対して反対しているのは南山城村のニュータウンだけです 

か、奥田地区が以前反対のようでしたが。 

(事務局) 奥田、今山、押原地区も地元同意されているように聞いています。 

(増尾委員) 直接反射的にはニュータウンが影響がでてくるような感じですが、で 

もないですか。 

(事務局) 影響はないと思います、あれだけ離れていたら、高い所に建っている家 

の場合直接視界にパネルが入るので道路沿いの木をそのままできるだけ残すよ 

うに機械をセットバックするような話をしています。 

(会長) 噂が噂を生んで、あれを設置されたら周辺の気温が上がるとか電磁波が体 

に悪影響を及ぼすとか。 

(増尾委員) どっちみち、反対があるから。 

それともう一つ、私たち４年間管理委員をさせてもらって、委員をさせてもら

ったから内容的にある程度わかってきてますが、まだまだ住民の人の管理委員会
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そのもの自身の認知度がものすごく低い、だからこの１２月で終わるのだから、

管理委員会とはどういうものとか、どういう事業をやっているのかとかそういっ

た広報的なものを出したらどうですか、たとえば三国塚林道が出来ましたとか。 

中矢地区の中でも財産区は何してますのとよく聞こえてきます。今一番関心あ

るのは基金が幾ら持ってますということ。 

(西中委員) 一番難しい問題で下手に広報するとその基金がどうこうと火をつけ 

てしまう、その基金の使い道を島ヶ原の住民に、はい使えますというようなもの 

でもないし。 

(増尾委員) 基金のことではなしに、こういう事業をやっていますということの周 

知広報をする必要があるのでは。 

(西中委員) その基金を使わしてほしいという話が来たときに返答に困るのでは。 

(増尾委員) 地方自治法によって決まり方があるので問題はない。 

三国塚林道完成しましたがああいったことを知らない人がたくさんいる、中矢地

区の人でさえ知らない、聞かれましたら説明はしていますが、将来的にはこうい

うかたちでの林道ということを。 

(事務局) どこまでするのか、どういう手段でするのかまたご相談させて頂きたい、 

こういう会ですので基金が幾らあるとかオープンにしていく、調べ方によればす 

ぐに出てきますので、ここから出すのかこれで良しとするのか、すぐにはいきま 

せんがそのようにさせていただきたいと思います。 

(増尾委員) 活動報告というのは必要やからね。 

(事務局) 管理会としてこういうことをしましたという宣伝というか、周知広報ま 

でいくのがいいのか悪いのか、先ほどおっしゃってましたが。 

(増尾委員) ちなみに前回の会長さんが広報出しましたね、事務局の方は知ってお

られると思いますが。 

(事務局) かなりの誤りが中に含まれているので。 

(増尾委員) これは事務局ではなくて会長さんみずからですか。 

(事務局) 財産区からは出てないです。 

(増尾委員) 以上、検討してください。 

(事務局) おおきな、宿題です。 

(会長) なかなかむずかしいところですな、ただ、市の広報を見ていると予算決算 

の中で島ヶ原財産区、大山田財産区の収支が出ていますね、わずかな金額ですけ 

れど、市全体の歳入歳出からみたらですが。広報にきちっと書かれているだから 

見ている人は見ている、それがどういう事業をしているという細分までは書いて 

ないけれど。 

(増尾委員) それは決算報告で事業報告ではないから、こういう事業をやってます 

よという報告はない。 

(会長) それは管理会がすべきことなのかどうかという問題があると思いますよ。 

もう一辺地方自治法なり管理会条例見てみます、したらあかんということは書い
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てないと思います。 

次期管理会のメンバーに引継ぎ事項として記録ではなく言葉で。 

(事務局) どうも長時間ありがとうございました、今回第１回ということで、本来 

ですとこの委員さんにおいでいただくのはこれで最後と思っていますが、今年度 

につきましては平成２９年度予算が一月前倒しで組むことになります、その時期 

的な動きは見えないんですがひょっとすれば新年度２９年度予算をご承認いた 

だくということでもう一度およびいただかないといけないかもしれませんので 

お心おきくださいますようお願いします。又いろいろご意見なりご質問等いただ 

けたら幸いでございます。 

本日はどうもありがとうございました。 
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