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平成２８年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会会議録 

 

 

開催日時  平成２８年１１月２２日(火) 午後１時３０分から午後２時２５分 

出 席 者  管理会会長、委員６名 

      キンキパートナーズ㈱ 有馬、大橋 

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 

定刻には少し時間がございますけれど、お揃いでございますので、管理会を開催

させていただきます。皆様方には任期間際というなかでお集まりいただきました、

おそらく皆様方にお世話になる委員会としてはこれが最後になろうかと思うとこ

ろです。今日は議事といたしまして議案事項は３項、報告事項１項ということでご

協議をお願いしたいと思います、ご承認いただけたらと存じますのでよろしくお願

いします。それでは開会にあたりまして風隼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、一雨ごとに秋の深まりを感じる季節となってまいりました、

本日は平成２８年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会にご出席賜り誠にありがと

うございます。 

ただいまから会議をはじめますので、ご審議の程よろしくお願いを申し上げます。 

 

(事務局) ありがとうございました。それでは以降の進行につきましては、会長に

お願いしたいと思います、よろしくお願い申し上げます。 

 

(会長) それでは会議を進めたいと思います。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お願いしたいと存じます。 

本日の出席委員は７名全員でありますので会議は成立をいたしております。 

 

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、議事録に署名いただく

お二人を私から指名させていただきます。たいへん恐縮でございますけれども今回

は、奥永委員と菊岡委員にお願いしたいと存じます、よろしいでしょうか。 

(委員) はい。 

(会長) それでは、お二人には後日会議録に署名をお願いしたいと存じます。 

 

４.  議事 
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(報告事項) 

(会長) それでは、会議次第の４議事に入ります。議案第１号 キンキパートナー 

ズ島ヶ原工場における事業計画の同意についてを議題とします、キンキパートナ 

ーズさん説明をお願いします。 

 

(１)議案第１号 キンキパートナーズ島ヶ原工場における事業計画の同意につい  

 て 

(有馬) 失礼いたします、私キンキパートナーズ㈱代表取締役の有馬と申します、

どうぞよろしくお願いします。平素は私ども島ヶ原リサイクル工場の運営におき

まして皆様方の多大なるご理解とご協力を賜わっておりますこと、この場をかり

まして厚く御礼申し上げます、ありがとうございます。 

  先ほど議長からご紹介をいただきましたとおり、産業廃棄物の中間処理をやっ

ている業者でございます。そのなかで島ヶ原リサイクル工場で木くず、木質の積

替保管の新しい事業を開始させていただきたく、本日ご説明にあがらせていただ

きました、詳しい内容に関しましては、後程、事前にお配りさせていただいてま

す資料をもとにご説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。 

(大橋) 代わりまして、私大橋ですよろしくお願いします。 

今回島ヶ原工場での新たな事業の許可の取得に向けて同意をお願いしたいの 

が積替保管業にあたります。積替保管業というのは基本的に工場内で中間処理を

せずに一時的に工場内で保管をして一定量が貯まった後に別の回収車で指定の

処理会社に運ぶという流れの許可になります。  

今回木くずを項目として追加させていただきたいと思います。取扱うものは運

搬用具で使用する木パレットになります。木パレットに関しましては運搬用具で

使用しているものに限っていますので、物としては皆さんご覧なられてると思う

んですけれども、変な有害物質等も含まれているものでもありませんし、単純な

木の素材ですので、工場内で保管するにあたっても有害物質周辺に付加がかかる

というものはまずないということを先に説明させていただきます。 

今回項目を追加させていただくにあたりまして、積替保管に関しては工場の敷

地境界から２０ｍ以内は全件の同意が必要であります、境界から１００ｍ以内に

関しましては周辺の生活環境に関連していますので区域内に居住されている方

の同意を取る必要があるのですが、島ヶ原財産区の地番が２０ｍ以内に４件、２

１ｍから１００ｍの間に７件ありますので上げさせてもらってあります。今回事

業を開始するにあたって同意をお願いしたく依頼させていただいております。 

３枚目のキンキパートナーズ㈱島ヶ原工場における木パレットの産業廃棄物 

 処理事業計画に関して、以下の項目を纏めています。項目が大きく４件に分かれ   

 ております。１番目、木くず処理事業を行う経緯。２番目、木パレット等を保管

する施設の場所・構造。３番目、積替保管を行うに当たっての手順。４番目、有

害物質等の発生の有無についてを上げさせてもらっております。 
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１番目木くず処理事業を行う経緯ですが、弊社が工場を稼動して１５年以上経

っています。その中で家電メーカーから排出されるＯＡ機器を手分解、手解体し

て発生するプラスチック等を中間処理して有価物化するというかたちのリサイ

クル事業を行っています。また長年経過する中で各メーカーからＯＡ機器を回収

する際に木パレットも回収してもらえないかという要望をいただいております。

弊社工場では木パレット木くずに関しては、中間処理の機械をもっておりません。

各事業所に直接回らせていただきまして、専用の回収車で木パレットのみを回収

して別の工場へ持っていくという流れを取っていたのですが、こういうかたちを

した場合以下の問題点が発生してしまいます。排出事業者で回収車満杯になるよ

うな木パレットを溜めるとなりますと１００枚単位で溜める必要がありますの

で置場が乱雑になる、いっぱい溜めることによって木パレットが崩れてしまって

倒壊事故を起こしてしまうと作業環境の悪化を起してしまうことがあります。ま

た木パレットを溜めすぎることで一度で回収する量をオーバーしてしまうとい

うことがありますので、そのため工場で専用の積替作業のスペースができればこ

の問題が解消されます。説明では分かりにくいかと思いますので次のページにフ

ロー図で示めさせていただいております。１枚目が現在のフロー、２枚目が計画

するフローですが、こちらを見ていただければ話が早いかと思います。現在です

が、排出事業者のほうで木パレットを溜めてもらって、許可を持った回収車で運

搬をして、指定の処理工場に直接搬出するかたちをとっております。赤字で書い

ておりますが先に説明したとおりで木パレットをいっぱい溜めることで木パレ

ットの倒壊によって事故が起こる可能性があります。で、今後計画させていただ

くフローとして２枚目ですが、キンキパートナーズ島ヶ原工場で専用の木くずの

保管をするスペースを設けて、一括して受け入れをする。排出業者によっては少

量ずつしか発生しませんので、少量ずつこの場所に溜めていく。回収するトラッ

クに一定量溜まった時点で処理会社に運ぶという流れになります。今回に関しま

してはどこが変わるかと申しますと、工場の敷地内に積替保管する専用の場所を

作らせていただいて保管させてくださいということになります。 

２番目に弊社工場に木パレット等を保管する施設の場所・構造になります。図

面を付けているのですが、まず１枚目が事業計画地の地形の状況で工場を真上か

らみた写真になります。場所に関しては今の処理事業を行っている工場敷地内で

行わせていただきます。次に工場風景で青い写真を付けさせていただいておりま

す、この黄色い場所、計画場所と書いてあるんですがこの箇所に専用の場所を造

って作業を行いたいと思います。次のページに施設の構造を付けさせていただい

ております。構造に関しては分かりにくいかと思いますが、囲いには一定間隔で

支柱を立てた上でアンカーボルトで固定、柱と柱の間には鉄板を挟んで倒壊しな

い構造とさせていただいております。形はコの字形の構造で、地面に関しては、

不浸透性のアスファルトを敷いていますので、万が一水が木から染み出すとかま

ずないのですが地下に浸透する恐れはない構造となっております、積替保管スペ
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ースとして３５㎡延べ床面積を計画しております、大きさで言いますと木パレッ

ト約３００枚ほど集められる位の大きさとなっております。 

次に３番目、積替保管を行うに当たっての手順。これも先ほどのフロー図と内

容は一緒になります。少し省かせていただいて、工場で積替保管して搬出した後

に関しては許可を持つ処理会社で処理委託を行います。処理委託に関しましては

木材開発株式会社でチップを処理する会社です。こちらでボイラー用の燃料・紙

資源原料・畜産敷料として再資源化される予定です。 

次に４番目、有害物質等の発生の有無について。今回ですがこの事業に関して 

 は工場での中間処理、機械を使って等の処理は行いません。指定の場所に溜めた

後、一定量が溜まったら搬出するので木パレットには何も手を加えることはしま

せん。そこで何かをして木くずが飛散することはまずありません。先ほども言い

ましたとおり建屋に関してはコの字形に鉄板で周囲を囲いますので、そこから何

か飛び出す等周辺への影響はありません。地面に関しても不浸透のアスファルト

構造のため地面への浸透もありません。最初に説明させていただいたとおり木パ

レットに関してはそもそも有害物質等が含んでおりませんのでそれが周囲に流

出するということはまずありません。また定期的に工場より搬出する体制は整え

てありますので、木パレットを長期間放置することによって腐食する等の環境影

響も発生しません。この４件含めて有害物質は発生しないと考えております。以

上により環境上、周辺に多大な影響を与える物ではありません。また、木パレッ

ト専用のスペースを新たに設けますので、今現在回収しているＯＡ機器類と産廃

物の混載することはなく、キレイな保管ができるため、産廃処理特有の乱雑な保

管になることはありません、まず問題なく作業をおこなえるかと思います。以上

で説明を終わらせていただきます。 

(有馬) たいへん資料が多く分かりにくいかと思います。掻い摘んでご説明申し上

げますと、後ろに工場レイアウトを付けさせていただいております、左下部分に

青く塗りつぶした部分が今回私どもが積替保管業として木パレットを保管する

スペースを設けたいと思っている所です。この部分にお客様から解体するＯＡ機

器類と合わせて木パレットも回収し、回収した木パレットはこの青色の部分に保

管し一定量溜まった後にトラック１台に積み合わせて、しっかりとリサイクルで

きる木くず処理会社に搬入させていただくというのが私ども今回計画している

内容でございます、その上で今大橋からも説明申しあげたとおりでございまして、

囲い等を設ける、長期間溜めることなく定期的にきれいに積んだものを排出して

いく形で考えております、周囲への環境影響も問題はないということで計画をし

ていますのでご理解をいただきご高配を賜われれば幸いでございます、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

(会長) はい、ただいまの説明に対しまして質問等ございましたらお願いします。 

私から質問を、１ページの中に、近隣住民の皆様の同意取得が必要という文言

がございますが、現地を認識しておりまして、あそこで住居をもって生活を営ん
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でいる方はいらっしゃいませんね。２１ｍさらには１００ｍ離れた所にはいらっ

しゃらない。ただ近隣の地権者の同意取得は必要なのかどうか、それはどうです

か。 

(有馬) 今現在取得に対しての説明を行っているところです。 

(会長) 何件ぐらいおられます。財産区はここに明示されておりますが。 

(有馬) 財産区以外で４件です。 

(会長) そうですか。それは説明中ですか、終わられたんですか。 

(有馬) 説明中です。元々私ども今の事業をさせていただいているリサイクル工場

で扱っているのは産業廃棄物の中間処理で、処分業の許可を得て工場を運営して

います。２０００年にオープンをさせていただく際にまったく同じ地権者の許可

の範囲で同意が必要であったのでそこで同意をいただいておりますので、それと

合わせて今回これを追加することでご説明に上がらせていただいているところ

です。 

(会長) ということですね、委員の皆さんご質問ございませんか。 

それでは特にないようですので、キンキパートナーズ島ヶ原工場における事業計

画については同意したいと思います。 

(有馬) ありがとうございます。 

(会長) 事務局の方で事務処理をよろしく、ぬかりのないようにお願いします。 

(事務局) わかりました。 

(会長) 次に、議案第２号平成２９年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算につ

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。 

 

(２)議案第２号 平成２９年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算について 

(事務局) 失礼いたします、お手許の資料に基づきまして説明をさせていただきま

す。まず歳入の方からご説明申し上げます。 

１款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入 27,148,000 円を計上し

ております。これは今年度より 92,000 円減額となっております、原因といたし

ましては㈱道山に貸付していた分が新年度は土地譲渡によりなくなります。２目

利子及び配当金では 422,000 円を計上しております。今年度と比較して 72,000

円の減額で、原因といたしましては定期金利のダウンによる減です。次年度につ

きましては財産収入の中の立木売払収入は現在伐採の予定はないために計上は

しておりません。２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 100,000 円を想定してい

ます、これは顔出し予算となっております。３款諸収入、１項預金利子、１目預

金利子 65,000 円を計上しております、今年度と比較して 10,000円の減で、先ほ

どと同じように金利が下がる傾向のなかでの減です。歳入合計といたしましては

27,735,000 円でございまして今年度予算に対して 174,000 円の減となっており

ます。ちなみに現在の基金残高でございますが、この９月末現在で 198,822 千円

となっております。 
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次に、歳出についてご説明申し上げます。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、一般管理費総合計としましては

16,538,000 円で今年度と比較して 5,032,000 円の増となっております。１節報酬

では 1,478,000 円計上しております、管理会委員報酬 230,000 円、業務嘱託員報

酬１名分 1,248,000 円でございます、今年度と比較して 17,000 円の減となって

おります。４節共済費といたしましては 479,000 円を計上しております、今年度

と比較して 459,000 円と大幅に増額しております、これにつきましては次の欄に

も出てきますが、作業員、臨時職員の社会保険料の扱いが変わっております、現

在国民健康保険にみなさん加入されておりますが勤務先の社会保険に加入する

ことができるようになったことから雇い主の負担額が発生しております。次に７

節賃金 2,925,000 円今年度と比較して 578,000 円の増額となっております、先ほ

ど共済費の方でも触れましたがもう少し説明をさせていただきますと作業員、臨

時職員は短時間労働者になるのですが、この健康保険の扱いが拡大になったとい

うことで、今まで労働時間が週何時間という決めがあったのですが、それがとり

払われてもっと作業に従事できるようになったということから賃金も最大限見

込んでいるところです。この保険を適用する条件が３つございます、所定の労働

時間が２０時間以上、月額の賃金が 88,000 円以上、雇用期間が継続して１年以

上見込まれること。がございまして、これをすべてクリアする方については、社

会保険に加入できるということになりました。今お世話になっております皆様方

この３つの条件をクリアされておりまして賃金と共済費を満額予算として見込

んでいるところです。続きまして８節報償費 246,000 円これは法律相談の謝礼と

いたしまして年１２回お世話になっております弁護士への謝礼です。９節旅費

12,000円、今年度と変わりはありません。１１節需用費 89,000円今年度と比較

して 1,000 円の増です、消耗品の 1,000 円増です。12 節役務費 9,000 円郵便料

ですが今年度と変わりません。14 節使用料及び賃借料は 0 円でございます。25

節積立金 7,653,000 円を見込んでおります、今年度と比較して 3,952,000 円の増

でございます。28 節繰出金でございますが 3,647,000 円を見込んでおります、

今年度と比較して 59,000 円の増です。この内訳といたしまして記載のとおり三

国塚林道開設工事負担金また三国塚林道事業償還金として来年度も見込んでお

りますが、地域福祉負担金として 420,400 円を計上させていただいております。

この地域福祉負担金と申しますのは清流の運営費用として、１階部分については

社会福祉協議会に貸付、２階部分は地域で活用するという中で、２階部分の必要

経費を社会福祉協議会で負担する分又地域で負担する分ということで費用を案

分しております、それの地域負担分として 420,400 円を計上させていただきまし

た。これにつきましては一般会計に一旦入った後社会福祉協議会の方に施設の維

持管理委託として一般会計から繰出すものでございます。次に２款財産費、１項

財産造成費、１目財産区有林造成費でございます。合計で 11,087,000 円計上し

ております。今年度と比較して 5,206,000 円の減でございます。内訳といたしま
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して4節共済費822,000円これは先ほどご説明申しあげました作業員社会保険料

として雇主負担分でございます。7節賃金でございます 5,620,000円今年度と比

較しまして 1,784,000 円の増でございます。8 節報償費 20,000 円境界確認立会

謝礼で今年度と変わりはございません。11 節需用費でございます 1,562,000 円

今年度と比較して 39,000 円の減でございます。12 節役務費 13,000 円今年度と

比較して 16,000 円の減です、これは自動車の任意保険料でございます。13節委

託料 2,700,000 円で今年度より 1,800,000 円の減となっております。これにつき

ましては財産区境界確定測量委託料で北部林につきましては今年度で終了する

ということから今度は山菅地内の財産区山林の境界確認に回っていこうという

ことで 1,200,000 円計上しております。15 節工事請負費につきましては 0 円で

今年度より 6,000,000 円減でございます。16 節原材料費 200,000 円砕石等の費

用で今年度と変わりございません。18 節備品購入費 150,000 円今年度より

50,000円の増を見込んでおります。27節公課費は 0円です。次に３款公債費で

ございます、一時借入金利子としまして予備的な費用ですが 10,000 円計上して

おります。４款予備費としまして 100,000 円を計上しております。歳出合計とい

たしましては27,735,000円今年度と比較しまして174,000円の減でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。 

(会長) はい、ただいまの説明に対してご質問等ございましたらお願いします。 

何かございませんか。 

よろしいですか、基金への積立金 7,653,000円になっていますね、今年度に比

べますと3,952,000円の増ということですが三国越林道の増設とかの工事費が要

らなくなっているとそういうことですか。 

(事務局) 一番大きいのは歳出の２ページにございます 15 節工事請負費、この分

が次年度は見込んでいないということです。これで 6,000,000 円減額していると

ころが基金積立金の増額になっています。 

(会長) 工事請負費 6,000,000 円というのは。 

(事務局) 平成２８年度に関しましては、奥田地内で奥田林道が崩れて車が通れな

い状態でその復旧工事が 4,000,000 円、三国塚林道で崩れがありまして

2,000,000 円計上させていただきました。奥田林道につきましては工事完了しま

した。農村整備課の方に工事依頼をさせていただいて行ってもらった工事です。    

平成２９年度につきましては今のところ工事請負費として計画できるものは

ありませんので 0円となっております。 

(委員) 予備費は取らないでいいの。 

(会長) 予備費として 100,000 円しか見てませんね。 

(事務局) 補正のタイミングもございますので、急きょそういうものが必要となっ

たときには、補正対応でいきたいと思っています。 

(会長) まあ、当初予算としてはこれですね。そうすると基金への積み増しは

7,653,000 円になって現在の積立金が 19,880 万円余りですから２億円余りにな
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りますね。 

(事務局) ２億円を越えます。 

(委員) 使い道を考えて。 

(会長) 地域住民の福祉に活用すべきです。基金にどんどん積んでいっても、使途

が現状としてはない訳です、率直に言って。 

(事務局) 財政当局といろんな話をする中で、地域住民のために使いたいと出して

も島ヶ原の中だけどうやと返ってくるんです。 

(会長) その論理はおかしいんじゃないですか。 

(事務局) そう言いながらも新年度予算の中では繰出金として、清流の運営につい

ては市の一般会計からは見込めない状況ですので 420,400 円上げさせていただ

いております。こういう形ででも少しずつ地域の皆さんに還元していく、これか

らどういう広がりをしていくのか未定ですが貯めるばかりではなくなんとか使

う方法はないかということです。 

(会長) 有効活用ですね。使うのが能ではなく有効に如何に活用していくかという

ことですね。 

(事務局) これは、私案ですけれど一般会計で伊賀市中で何かするというときに 

島ヶ原がいつになるかわからんとなったときに財産区の金で先にしてほしいと

いう方法もあるのかなと。何時できるかわからん状況だったら先に島ヶ原に恩恵

をということもできるのかなと思うんですが。 

(会長) 条例には明らかに地域住民の福祉に寄与するという文言がうたわれてい

るので、地域住民の福祉を充実させていくような使途というのは私は認められて

当然だと思いますので、一挙にいかなくても除々に増額していって地域住民の福

祉というものを考えていくべきではないかと思います。その一旦が今回の清流の

４２万円もその一つだと思うんです。 

(委員) これはすんなり通りそう。 

(会長) 通るやろう。 

(委員) 数字は別として項目的に通るのかなと議会で。 

(事務局) 少しもやもやしています。 

(委員) そうだと思うんですが、うまく通してもらえれば。 

(会長) 他に皆さんご意見ございませんか。 

(委員) 有効利用はいいと思うんですが、ただ今年の４月でしたか、まめの館のよ

うな使い方はちょっと控える方がよいのではと思います。リードは支所のほうで

してもらわないと、新しい委員さんがそのあたりが分からない点があると思いま

すのでよろしく。 

(会長) それでは、他にご意見、ご質問がないようですので平成２９年度伊賀市島  

ヶ原財産区特別会計当初予算について同意させていただくこととします。 

ありがとうございました。 

(事務局) すこしお断りさせていただきたいと思います。この予算ですけれど現在
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財政課のヒヤリングは済んでおりますがこれから年末にかけまして市長ヒャリ

ング、市長査定に入ります。そこで修正がかかる可能性がございますので、その

修正につきましては事務局の方で対応することでご了解をいただきたいなと思

うのですがよろしいでしょうか。 

(会長) 事務局で対応はいいのですが、今回の当初予算については今日の管理会で

同意をして議会に諮るということですね。 

(事務局) 今の段階ですとまだ市長査定が次にあります、そこでの修正ということ

も考えておかなければいけないのかなということです。今うちの事務局から要望

はしているということです。それについて皆様方のご了解をいただきたいという

段階ですので。 

(会長) それは同意させていただくのですが今日は、その後変わったら同意したこ

とと矛盾が発生してこないですか。 

(事務局) その可能性もあります。 

(会長) まあ、微々たることはともかくとして、大幅な修正とか金額の高額な修正

の場合は、同意したことが無効になってしまいます。 

(事務局) もちろん、この金額が倍になったとか半分になったとかのレベルになっ

てきたらまたご相談申し上げないとと思うんですが。 

(会長) それは同意したことと整合性がとれなくなりますね。微修正とかはともか

くとして、総額約２７百万円の予算ですが、それが１千万円変わるとか５百万円

変わるとかになってくると今日同意したことにはならないと思う。そのような大

きな修正が発生した場合はですよ、何万円とか十数万円とかの微修正はその範疇

だと思うんですが。 

(事務局) お願いしたいのはその範囲でございまして、会長さんがおっしゃってく

れた百万円単位とか１千万円単位の金額は私どもで判断はできないもので微調

整の範囲ほんとうに数万円レベルのことについては事務局に任せていただけな

いかと思うのですが。 

(委員) 財政レベルでのヒヤリングは終わって市長査定となったら微々たる変わ

る指摘事項があるのですか。 

(事務局) 最近、なんでこんな小さなところを削ってくるのかなというところが結

構あります。数千円行かないようなところでも調整がかかります。まだ財政のヒ

ヤリングが済んだというだけで内示も無い中で、燃料費で千円削ったりとか今の

査定の中で出てきていますのでそのレベルです。そのお願いです。 

(委員) 反対やね、財政レベルで千円、二千円削るのはいいけど、市長査定で削る

というのは。 

(事務局) 持っていったものをどう削ったかというのが今わからない。市長査定の

ときに削るとかいったものがあったりしますので。 

(会長) 私が申し上げたいのはその微調整何千円とか数万円は範疇の範囲で、懸念

することは何十万円とか何百万円単位で修正を求められるというのは今日の同
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意とは整合しないと思います。 

(事務局) それはもちろんでございます。 

(会長) それだけ踏まえてもらっておきたいと思います。 

(委員) 今回の作業員さんたちの業務の新しい対応、それと地域福祉負担金が一番

大きな問題かと思うんですね。これがすんなりいけば多少のものは別にかまわな

いのかなと思ったりするんですが。 

(事務局) この賃金につきましても年間作業日数を算出するにあたって、休日祭日

は除いていますが天候の方は加味しておりません、フルに業務をしていただいた

時を想定して賃金も共済費も計上しているところです。 

(委員) 最低これだけ出ないとこのレベルに達しないのでしょう、ほとんどフルに

出てこないと社会保険に移行できないのでは金額的には。 

(事務局) そうでもないです。 

(会長) 今言っていることはマックスで見ているということですね。 

(委員) 金額的には問題ないのですがせっかく社会保険に対応できるのであれば

それに移行してもらいたいなと思うんで、そういう形をできる範囲でしてもらっ

て、それがカットされることだったら添えてあげたいなと思うだけです。 

(事務局) わかりました。 

(委員) 予算ですから、これが最大であって減額するということですね。 

(会長) はい、そういうことで本件は同意することにいたしたいと思います。 

次に議案第３号奥田農道災害復旧工事に伴う受益者分担金の支出についてを

議題とします、事務局から説明をお願いします。 

 

(３)議案第３号 奥田農道災害復旧工事に伴う受益者分担金の支出について 

(事務局) 資料３の方でご同意いただきたい施工申請書を付けさせていただいて

おります。その次のページに位置図を付けさせてもらってます。先ほども申し上

げましたましたように、上の方に奥田林道と書いてあるところで平成２５年に災

害が起こって、それを今やっと治したというところです。台風１６号の時にそれ

のまだ南側入口に近い方でまた法面が崩落しました。ちょうど奥田林道の工事を

している業者がすぐに見つけてくれたこともありますし、私の方も巡回というこ

とでタイミング的には同じでしたが、災害復旧で農村整備課の方に依頼してあっ

たところ、一応災害対応可能ですと返事が返ってきたのですけれど、農道ですの

で地元負担金が発生します、以前にも山菅の松代の農道を直すときに出していた

だきましたように受益者としての負担が必要になってきます、今回につきまして

は奥は全て財産区有林になってきます、個人さんの田もありますけれども耕作放

棄地状態でありますのでその方に受益者分担金ということも言えない状況です

ので、今回につきまして概算工事費で 220 万円、負担金は 10％というように聞

いております。今回も激甚対応になってきますので、この 10％がかなり下がっ

てくるというふうに聞いておりますけれども、今日査定を受けている最中でして
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まだパーセントは決まっておりません。最大で 22万円位の負担金が必要になっ

てきます。それにつきましては、最終補正で支払いの対応をしていかなければと

思っておりますので負担金の支出について今わかっている状態の金額になるん

ですが同意をしていただきましてこの申請書を提出させてもらいたいと考えて

おりますので議案にさせていただきました。 

(会長) はい、ただいまの奥田農道災害復旧工事に伴う受益者分担金の支出につい

ての説明について質問があればお願いします。 

(委員) 場所はどこらあたりですか、めったに通ったことはないけど、図面があり

ますが。 

(事務局) ここに出ている田んぼ自体がほとんど奥田地区、南山城村の奥田集落の

奥になります。 

(委員) 図面の下の方に住宅地がありますが奥田地区ですか。 

(事務局) そうです、その上に一点鎖線のようなひし形で囲ったような線が入って

いると思うんです、太いめの黒い線が京都府との境の線になってきます、島ヶ原

の西のはずれになります。 

(委員) 地元は三重県だけ。 

(事務局) そうです、工事施工場所が地元になりますので島ヶ原です。 

(委員) あそこから奥村区の方へ行く道がありますが場所が違うんですか。 

(事務局) 違います、奥村区から奥田地区へ抜けていくときに箱抜きをしてあると

ころがあるんですがその上の道を通って北の方へ行ったところです。 

(会長) かなり北ですね、奥田林道は。 

(事務局) 奥田林道は島ヶ原ですし、地図の 176.4という数字の入っている田んぼ

のところがあると思いますが、赤丸の少し上に二股に左向いて道がもう一本付い

てますがこれも小松原林道で島ヶ原の土地です。この小松原林道がけっこう西の

方へ延びて行ってますので奥田地区のまだ西の山をだかえるかっこうです。 

(会長) 奥田集落の奥を。 

(事務局) はい、裏側をだかえるように島ヶ原は山を持ってます。 

(委員) そんなとこまで入ってるの、すっと上へあがっとけばいいのに。 

(会長) まあ言うたら奥田の集落が京都府で、その北側上の山が島ヶ原で三重県で

かなり入り込んでるのやな。 

よろしいですか、異議がないようですので、同意いたしたいと思います。 

それでは続きまして報告第１号次期財産区管理委員について報告してくださ

い。 

 

(４)報告第１号 次期財産区管理委員について 

(事務局) 報告事項として資料４に次期管理委員予定者の表を付けさせていただ

いております、個人情報により生年月日、住所は省かせていただきました。まち

づくり協議会を通じまして各区長さんから新しい７名の方の推薦をいただいて
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おります。大道区岩井大行さん、中村区勝島清三さん、町区土山米徳さん、山菅

区山秀成さん、川南区川肇さん、中矢区松永寿久さん、不見上区浦谷健治さんの

委員さんを予定させていただいております。１２月１日の議会で承認いただけれ

ば決定されるということで報告させていただきます。 

(会長) ただいま紹介いただきました方々につきましては、各地区並びにまちづく

り協議会から推薦いただいた方々であられまして次の伊賀市議会で同意を得る

という予定です。 

その他事務局の方で何かございますか。 

 

５、その他 

(事務局) 先ほど予算報告のときに説明をしかけたのですが、工事の進捗状況を今

回県農林事務所、農村整備課にも依頼しておりませんでしたので、図面と現場写

真だけ付けさせていただきました、資料５の平面図を見ていただきたいと思いま

す。三国塚林道の開設工事の状況でございます、真ん中の赤で囲ってあるところ

は今年の工事で完了しました。59ｍにつきまして工事が終わりまして舗装する手

前の状態で止まっております。左側のＮｏ７６付近までがコンクリート舗装がで

きあがっております。今回工事が終わりましたＮｏ８２+８、０の地点から終点

のＮｏ９０までの区間が平成２９年度での工事予定になっておりますけれど国

からの予算の確保次第では短くなるかもというのは想定できます、三国塚林道に

ついては以上でございます。 

次のページの写真ですが先ほど申し上げました奥田林道復旧工事完了状況の

写真です。上の写真の木が生えているところから道自体が無くなっておりました。

そこへ下の写真のようにブロックを積み上げて法面を土羽として道路を確保し

た状態です。完了検査はまだ終わっていませんが通行は可能となっております。 

次のページが県に施工していただいております大谷地内での治山工事の状況

です、県からの説明ではスリットダム、鋼製の枠組みをして中に石を入れてとい

うようなことを伺っておりますが、今のところまだそれを入れるための基礎を堀

りあげたところの状態で止まっております。まだ工事も現在進行形ですので今の

状況だけ付けさせていただきました。以上です。 

(会長) 以上で本日予定しておりました事項について全て終了いたしました。議事

進行にご協力いただきまことにありがとうございました。 

又委員の皆様には４年間管理会の管理運営に大変ご苦労様でございました。こ

れをもって本日の会議を閉会とさせていただきます、ご苦労様でした。 

(事務局) どうもありがとうございました、議案３件につきましてご同意をいただ

きました、先ほども会長からもごあいさつがございましたが４年間という長い任

期の間ほんとうにお世話になりました、ありがとうございました、今年は特に太

陽光発電がもっと動くのかなと思っていたのですがなかなか今停滞している状

況でございますけれど、また次期委員さん方にもご協議を願って少しでも財産区
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の管理を進めてよい方向にもっていきたいと思います。本当に皆様方ありがとう

ございました。 
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