
1 

 

平成 28年度第２回伊賀市大山田財産区管理会 会議録（概要） 

 

日 時：平成 28年 11月 1日（火）13:30～15:50 

場 所：大山田農村環境改善センター 2階小会議室 

出席者：（管理委員）中森会長、辻副会長、豆本委員、村井委員、西尾委員、松本委員、福田委員 

     (管理人) 廣島氏、福川氏 

    伊賀森林組合 増田 

    （事務局）大山田支所 池本課長、増岡係長、岡本 

    

財産区管理会 議事録（概要） 

課長 ただいまから、平成 28年度第 2回伊賀市大山田財産区管理会を始めさせていただきま

す。それでは開会にあたりまして、中森会長よりご挨拶宜しくお願いします。 

会長 皆さんこんにちは、秋が深まり一週間前には北海道で初雪があったと聞きまして、非

常に寒い時期が近づき体調不良になったりしていますが、皆さん元気に顔を見せてい

ただきました。財産区も終盤に入ってきましたが、事業が全部出来ていない状況でご

ざいます。今年度中に事業を終えたいのですが、なかなか事業に取り掛かれない状況

でございます。本日審議いただきまして、来年には１つでも事業を取り掛かれるよう

にしたいと思います。本日の議事につきまして、平成２８年度予算執行状況について、

平成２９年度予算要求について、森林整備計画についてでございます。あと報告事項

として風車事業敷地内入退場の覚書他１件です。森林組合がお見えになっているので、

まず森林整備計画についてご審議をよろしくお願いします。挨拶についてこれで終わ

ります。 

課長 ありがとうございました。次に会議録署名委員の指名についてですが、今回は松本委

員様、西尾委員様の方でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それでは

議事のほうに入らさせていただきます。協議事項につきましては、先程会長より挨拶

の中で申し上げましたが、まず森林整備計画についてを１番にさせて頂きますのでよ

ろしくお願いします。議事の進行につきましては、会長様のほうで進行いただきます

のでよろしくお願いします。 

会長 それでは森林組合さん説明願います。 

森林組合 いつもお世話になっています。伊賀森林組合の増田と申します。どうぞよろしくお願

いします。財産区様より委託を受けて作成させていただいております、大山田財産区

有林整備計画について、このたび叩き台となります案を作成しました。今日皆様のご

意見、訂正とかお伺いいたしまして最終仕上げていきたいと思います。お手元の伊賀

市大山田財産区有林整備計画の資料を見ていただきたいのですが、表紙が平成２８年

○月と月を空けさせていただいております。平成２８年度から始まる計画でございま

すので、出来るだけ早い時期に月をいれて完成させたいのでご協力よろしくお願いし

ます。それでは中身についてご説明させていただきます。冒頭ですが大山田財産区有

林は、平成１６年１１月の伊賀市合併時に財産区を設置し、財産区が管理することに

なった旧大山田村有林である。総面積は約３００ha であり、およそ７割が人工林とな

っている。昭和の大造林期に旧村民によって植林された広大な人工林は、旧大山田村
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有林として長らく整備してきたことから、当地に対する畏敬や愛着の深い財産区が管

理をおこなっている。１現況で大山田財産区有林は、下表及び別図に示すとおりであ

る。ということでまず現況についてご説明します。Ａ３の１３ページ１４ページです

が森林簿に基づきまして、財産区事務局からお預かりしました管理図面及び明細票に

基づいて、適時修正を加えてあります。財産区の明細票と合致する形で作り変えたの

が１３ページ１４ページでございます。それに基づく図面が１５ページから付いてお

りまして、１５ページが全体図となっております。便宜上９つの林班に分けさせてい

ただき、それぞれ色分けをして分布しているということになっています。非常に小さ

な林班もございますので見にくい部分もありますが、１６ページ以降にそれぞれの林

班の拡大図面が９枚ついております。修正がございまして、１７ページの剣谷林班を

見ていただきたいのですが、黄色に塗ってあるところが剣谷林班ということになって

いますが、これが間違えていまして、左隣に村有林と書いた大きな山が正解でして、

黄色は中村の区有林でした。申し訳ございません。また塗り替えて修正させていただ

きます。それぞれの林班に人工林と天然林と森林総合研究所の分収林がございますの

で、３色に色分けをしてそれぞれの林班に拡大図面をつけさせていただいています。

１ページに戻りまして、大山田財産区有林は、おおむね７箇所に分布しており、流域

別に９林班に区分する。そのうち、西教林班については、森林総合研究所の水源林が

約半分を占めており、残りの半分については、伊賀森林組合が森林経営計画書に基づ

き提案型集約化施業が行われている。また、高良城林班及び柳谷林班については、三

重県の保安林整備により計画的に本数調整伐が行われている。以上現況でございます。

次に２の計画の概要に入らせていただきます。本計画期間（Ｈ２８～Ｈ３３）におい

て、全ての林班の境界明示、測量、図化を行い、森林財産の保全につとめる。また、

布引林班において、森林総合研究所と共同で森林経営計画を策定し、提案型集約化施

業を導入する。これは西教林班と同じ整備手法になります。下の表に簡単にまとめて

ありますが、全ての山に境界明示と測量調査それに図面、ここには書いていませんが

ペンキ塗り等を全山にわたり５年間で行う。さらに布引林班に関しましては、経営計

画を策定して森林総合研究所の分収林と合わせて整備するという計画にしておりま

す。なお、計画には乗っておりませんが、先程申し上げた三重県による保安林整備、

これに関しまして今年度高良城林班で行います。それでは計画の中身について入らせ

ていただきます。２ページ以降が計画の中身になっているのですが、森林経営計画制

度に基づきまして、森林経営計画書の様式で作成しています。大山田財産区全ての山

の計画になります。計画期間が間違っておりまして、平成２９年４月１日からとなっ

ておりますが、平成２８年１１月、１２月その辺になる予定です。２８年度も含めた

計画になっています。２が対象森林を含む小流域が３０２．６３ha です。３ページ目

が、森林経営に関する長期の方針ということで２つございます。アとして森林の多面

的機能を高度に発揮しうる森林経営。森林の多面的機能について、国民の意識が高ま

り、森林は従来の木材生産だけを目的とした機能だけでなく、水土保全、土砂流失防

止、レクリエーションなどの多様な公益的機能が求められるようになりました。その

時代背景に応じて、従来の木材生産のみに固持するのではなく、多様な森林機能が発

揮され、地域発展に寄与出来るような開かれた森林づくりを目指し、今後の施業の実
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施に努力します。次に、目標とする森林の姿とそれに向けた森林施業の保護。人工林

は大径材の生産を目標とし、①主伐の時期をスギについては７０年以上、ヒノキにつ

いては８０年以上として循環する生産林（間伐、植林、下刈り、保育）と、②生産効

率や獣害を考慮し、間伐を繰り返し、非皆伐による針広混交林を目指す森林のいずれ

かの手法により整備を進める。広葉樹に関してはレクリエーションとして用いること

が容易であることから、それを目的とした利用法に取り組む。材価低迷の時代、今後

より一層造林・伐採搬出コスト削減を求められることは必至である。コンテナ苗を活

用した再造林、高性能林業機械をより有効に活用する搬出の研究、努力に心掛け、ま

たその普及にも協力する。森林の価値は従来の木材生産のみだけでなくなってきてい

る。ＣＯ２吸収源、水土保全など新しい森林の価値を鑑み、森林の経済的効果を追求

する。という基本方針としております。２番目は公益的機能別施業森林区域の内外別

の長期の伐採立木材積及び造林面積なんですが、財産区様に関してここは該当ござい

ません。４ページ目にまいります。森林経営の規模の拡大に関する長期の方針、これ

は財産区の山をこれ以上増やす計画はないと思いますので、該当事項なしとしていま

す。次に森林の現況及び伐採計画等につきましては、別表で細かく書いておりますの

で、後程ご説明をさせていただきます。要整備森林又は要間伐森林は財産区の山には

ございませんので、該当事項なしとしています。森林の保護に関する事項。火災予防

のため、注意を喚起するため林内の目立つところに看板を提示する。火災、気象災害

の予防のため、定期的な巡回を行う。病虫害の早期発見に努める。境界木のペンキ塗

布と境界杭を設置し、その保全に努める。という事を明記しております。次に火入れ

を実施する森林に関する事項につきましては、該当事項なしとしています。今は火入

れをしている山は無いと思いますが、昔で言う焼畑みたいな感じで全部燃やして、後

で植林をするための地こしらえや、害虫駆除のための行為ですが、計画はございませ

ん。４番目森林経営に関する事項ですが、共同して行う森林経営の長期の方針といた

しまして、当該森林経営計画対象森林を含む小流域内の森林所有者または森林の経営

の委託を受けた者の申出に応じて共同して森林経営計画を作成する。又、森林総合研

究所による分収林に関しては当該森林に関して共同化を要請する。これは財産区の山

がかなりの規模の面積がございますので、その隣の小さな山をお持ちの方と一緒にな

り、森林経営計画の中に入ることによって有効な森林整備が出来る。そのような内容

でございます。森林総合研究所に関しては、西教方式と同じで一緒に山を経営してい

く。次に共同して行う森林の経営の種類及びその実施の方法についてですが、これも

別表２で示してございます。後はそれぞれ全体の森林経営計画の様式を使っておりま

すが、財産区全山の計画ですので、今立てている西教の森林経営計画とか、今後立て

る予定の布引の森林経営計画とか、それぞれ個別の森林経営計画によって謳っていき

たいと考えています。一番下の（３）その他の共同化に関する事項に関しても各森林

経営計画による。としています。続きまして６ページ、森林作業等の維持管理につき

ましても、各森林経営計画による。としています。森林の規模拡大の目標等でござい

ますが、経営の規模拡大の目標は、伊賀市大山田財産区管理会と伊賀森林組合が、財

産区有林と一体的に整備をすることが可能な近隣山林への集約化の拡大。という目標

を定めさせていただいています。作業路網及び作業システム等につきましては、各森
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林経営計画による。としています。その他森林の経営の規模拡大に関する事項といた

しまして、管理会と伊賀森林組合が中心となって森林経営計画に参画していない所有

者等への働きかけを行い、間伐材利用促進と施業効率化の向上を目指す。ということ

を謳っております。７ページ目が伐採計画の詳細になります。上から西教を含めてす

べての財産区有林につきまして計画を入れております。真ん中に施業履歴というのが

ありますが、これは直近で整備をした場合は数字を入れています。例えば上から３行

目から４行目のところ、これは西教の山の事なんですが、平成２６年度に伊賀森林組

合が間伐をしています。という事になっています。下のほうに治山事業というのがあ

りますが、これは県の平成２８年度の本数調整伐もここに入れさせてございます。一

番右側に森林総合研究所や、青年の山というのが備考のところに入っていますが、分

収林ということでわかりやすく入れてあります。なお、具体的に伐採計画の記載があ

るところと申しますと、１０ページ目を見ていただきたいのですが、上から７行目く

らいから、期間内の間伐ということで、先程表で説明させていただきました布引林班

になってございまして、森林総合研究所の分収林も合わせて期間内に整備しますとい

う計画で入れております。１２ページ目ですが、共同で実施する施業の種類というこ

とで、共同で施業するのは今のところないという事で、３０２．６３ha につきまして

それぞれの間伐の面積や㎥数を記載させております。以上ですが、最後に２５ページ

を見ていただけますか。今現在認定をいただいています、西教林班の経営計画になっ

ております。このような森林経営計画を、今年度布引林班で森林総合研究所と共同で

樹立をさせていきたいと思います。長々と説明してきましたが、ポイントとしては先

の５年間で実施内容として、全山の境界明示、測量調査、ペンキ塗り、図面作成、布

引林班の整備とまとめるとこういう計画をたてさせていただいています。説明は以上

でございます。 

会長 ありがとうございました。今森林組合から大山田財産区有林整備計画について概要を

説明いただきましたが、今後これで進めていく形でやっていけば良いと思います。近々

森林総合研究所の分収林において間伐を行う予定です。何かご質問はありますか。 

委員 間伐した木は搬出するのですか。 

森林組合 森林組合でする分は搬出を考えております。森林総合研究所の分収林については、搬

出する程の良い木ではないので、切ったまま放置します。 

委員 この計画は５年間ということですが、５年後にはまた計画を行うということですか。 

森林組合 基本的にはそうです。５年ずつ考えていきます。 

委員 それは施業計画ですか。 

森林組合 昔でいう施業計画制度が無くなりまして、現在森林経営計画制度になっております。

経営計画制度に則って５年計画を経てていますので、これは財産区の整備計画として

使っていただくのですが、本来事業を実施しようとすると、認定した森林経営計画が

必要となってきます。それは個別の林班ごとに建てていくということですので、この

５年間は布引林班で計画を建てて整備していくということです。 

会長 近隣の山も一緒に共有してやっていくという事ですが、区有林は行きやすいが、個人

の山となると、地権者がほとんどわからなくなっている。境界明示を打っていただく

時に立会をしなくてはならない。 
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森林組合 今年は奥間谷林班の境界明示を行っていますが、この前、加道管理人さんと立会をさ

せてもらい、不明な箇所が無いのですんなり測量に入れると思いますが、今後むずか

しい所も出てくるかも知れません。 

会長 私が前に歩いた箇所では、剣谷林班の下の山について境界が明確ではない。谷が入り

組んでいるので、図面では真っ直ぐになっているが、実際はわからない。 

委員 図面化することになったら立会をすれば良いのでは。 

会長 財産区で勝手にするのではどうか。（隣接者から）言われやすい立場。 

委員 樹木があるのは昔からあるので、その時言ってきたのでは。 

森林組合 川北の下の民有林の所について、境界明確化事業により財産区の境までは、それぞれ

の所有者と立会を行い杭を打ってあるので明確になっている。 

管理人 長期の方針の中にある、コンテナ苗というのはどのような苗ですか。 

森林組合 ポット苗の根が細くて、穴も杭みたいに開いている、プラグのように刺すことが出来

る苗で、そういうのが今開発されている。 

管理人 ポットに入った挿し木の苗ですか。 

森林組合 普通の種からのです。 

委員 それは土が付いているのですか。 

森林組合 土が付いています。 

委員 それは重いのでは。 

森林組合 重いです。それでポット苗のようになっています。 

委員 運ぶのが大変になるのでは。 

森林組合 運ぶのは大変です。植林の話がそこまでいくのはむずかしいと思います。 

委員 シカの被害が大きい。網をしても１週間でだめになる。 

会長 森林総合研究所の間伐の跡地は植林をするのですか。分収林契約について。 

森林組合 当初の計画では、全部伐採して利益を折半するということですが。 

委員 道路がついたので搬出は容易になった。 

会長 青山高原ウィンドファームより検査完了等の話はありましたか。 

事務局 話はありませんが、来年には終了すると聞いています。 

会長 道路は完成していると思うが、検査が１０月か１１月にするのでは。 

事務局 検査は来年すると聞いています。 

会長 そうすると、２９年度しか作業道は出来ないのか。 

課長 今年度は工事出来ないと聞いていますので、２９年度予算で行うことにしています。 

会長 伐採して道を作る計画があるが、予算は挙げなければならないのか。 

森林組合 予算は０でいけます。搬出間伐を行う場合作業用道路もつけます。道路だけでは費用

がかかります。 

会長 来年度予算に、作業道の計画を挙げているということですが、予算を組んでおいても

損はしない。 

課長 聞いていますのが、最終の検査が平成２９年の３月に終了するので、財産区として取

り掛かれるのは２９年度ということで、予算に挙げてあります。 

会長 そういうことで、計画の内容はこれで良いです。 
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森林組合 ありがとうございます。 

会長 費用のことですが、計画が終了するまで支払いをしなくて良いのか。 

森林組合 整備計画の費用ですか。これは発注いただいておりますので、ここでの意見を聞き仕

上げて請求します。 

会長 これは案ですか。 

森林組合 これは案ですので、みなさんの了承があれば完成します。 

委員 区有林に道をつけて間伐をするのは。 

森林組合 別の話です。 

会長 境界明示はどうしているのか。 

森林組合 境界明示等は今年度奥間谷をしていますが、完成はまだ先になります。 

会長 整備計画はまだ仕上げをしなければならないですね。 

森林組合 今日修正箇所がありましたので、それを仕上げて完成させます。 

会長 いつまでに完成しますか。 

森林組合 今日帰ってから修正して完成します。 

会長 管理委員が今年で代わりますので、計画の承認についてしなくてはならないが、代わ

るまでに承認するのか。費用はどうなのか来年でも良いのか。 

森林組合 今年度にぜひお願いしたいのですが。 

会長 早急にお願いします。 

森林組合 わかりました。 

会長 計画の承認はどうするのですか。現委員で承認するのか、次の委員で承認するのか。 

委員 承認はどちらでも良いと思う。期間の限ったことではないので、これは山に対する計

画なのでそれで良いと思う。 

会長 計画なので変更もきく。 

委員 少々変更可能な文言にしてください。 

森林組合 そのようになっています。 

委員 森林経営計画というのは、三重県の制度で決まっているのか。 

森林組合 国で決められた制度です。 

委員 計画期間が平成２８年１１月となっているのは。 

森林組合 これは、経営計画制度の様式を使用した、財産区独自の計画書です。実際に県の認定

を受けて補助金の採択要件になる経営計画は、個別に作成して認定申請をしていきま

す。今のところ西教はこれで作成しています。すべてのベースになります。 

委員 団地化してある程度の規模にならないと、効率が悪いので無理に出しませんという事

で、小規模の隣地も一緒に見ましょうという話は、結局大きな財産区の山があるので、

その周辺なら入れましょうということ。一緒になればなるほど、規模が大きくなるの

で、その人達も出来る。民間だけで計画しても採択要件にかからないので、隣地も計

画に載せることが出来るということ。 

管理人 （計画の）該当する方の確認や両方の伝達は森林組合が主体になるのか。 

森林組合 組合員に対して毎年広報でお知らせをしているが、なかなかむずかしい。 

委員 自分で手を挙げて森林組合に言ってくれば、何か言い方法を考えてくれると思う。 
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森林組合 おかげさまで、大山田エリアに関しましては、阿波生産森林組合、布引生産森林組合、

今回財産区と提案型にのっていただいているので、割と周知している地区です。他へ

行くと誰も知りません。 

委員 山田は富岡や平田や畑村等、区山がたくさんある。それらがみんな財産区の隣地にな

っているところがあるが、ほとんど山に来ないので境界は知らないのでは。 

会長 自分のときは出合いで区山に出ているが、外に出ている人は山に入らない。 

委員 昔はよく下刈りに区山へ行った。今もたまに山へ入っている。 

会長 区山もいっしょに仲間に入れる方法もある。それは区長に判断してもらう。個人の山

について本人はわからないのでお任せになるのでは。 

委員 計画が出来たら、たちまち布引を５年間きちんとしましょうという事。４年くらい経

ったらまた次の計画をしましょうという事。布引の森林総合研究所の分収林はどうな

っていますか。 

会長 今年度間伐します。 

委員 西教にも森林総合研究所の分収林があるが、これもどうなっていますか。 

森林組合 西教は比較的整備が行き届いている判断です。 

委員 当分は良いのか。 

森林組合 はい。それよりも布引の方がえらいことになっている。布引は広く１年では予算が付

かないので、複数年で集中的に行います。 

会長 この間分収林の予算が付いたので、早いところ間伐をしたいと聞いている。 

森林組合 この間事務局と相談して、手を挙げさせてもらっています。 

会長 予算が付いているのなら、執行しないと相手が困る。それでは計画を進めてください。 

森林組合 ありがとうございます。また修正して仕上げます。 

会長 森林整備計画についてはこれで終わりました。平成２８年度予算執行状況について事

務局の方から説明をお願いします。 

事務局 失礼します。平成２８年度歳入予算の執行状況については、資料１の１ページから２

ページのとおりでございます。 

会長 ありがとうございます。雑入の過誤返納金は、誤記ということですか。 

課長 農協から２回違う科目で請求があり、支払いをした後返納金が発生したということで

す。 

会長 農協で修理したのは元々何ですか。 

事務局 チェーンソウだと思います。 

委員 請求が来たのを財産区であろうとして支払いをしたのか。 

事務局 農協が２回請求書を出したということです。 

会長 また調べておいてくれますか。 

課長 農協が２回請求したのを決算の時、気付いたので返納したということです。 

会長 それはわかりますが、チェーンソウの修理かどうかを知りたい。 

課長 また内容を確認して報告します。 

事務局 平成２８年度歳出予算の執行状況については、資料１の３ページから４ページのとお

りでございます。 
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会長 賃金の支払項目について、賃金はこの中から除外するのですか。 

課長 以前は賃金で支払いをしていましたが、賃金で言いますと、作業が１週間に４日から

５日で１年間続いていくような形が賃金と言うのにふさわしいのですが、大山田財産

区の作業は単発が多いのでどちらかと言えば、報償費での支払いが適切であるという

事から、今回は賃金の予算を組替えさせていただき、報償費の方で支払いをさせてい

ただくという事です。２９年度についてこの後説明をさせていただきますが、賃金を

やめて報償費で要求をさせていただいています。 

会長 12,500,000 円の予算の中で、1,000,000 円しか執行していない。シデノ木原線を復旧

しなくてはならないが、その手前の橋を復旧していかないとシデノ木原林道が復旧出

来ないという状況です。財産区で全額出すことも出来ないので、市の方で取り掛かっ

ていけば、地元負担金と言うことで支出できるのでは。 

委員 その辺の話は進んでいるのか。前も同じ事を言ったが。 

課長 ２８年度について、シデノ木原線の復旧や作業道の開設については、橋を復旧しなけ

れば出来ないという事ですが、具体的に本課と協議していないので、２８年度予算で

は先程の説明にありましたが、組替えで作業道の改修をしていきたい。 

会長 予算要求をしてあるのに、現状進んでいかないとなると、本庁から支出しないのにな

ぜ予算を上げるのかと言われますし、その時はしっかりとした説明をしてもらわない

と、財産区は何をしているのかと。３年連続となるので、台風で林道まで上がれない

というのはありますが、財産区は予算を上げても執行しない。金だけ持って仕事しな

い。というのを言われても困りますし、２９年度予算要求をしたとき、組替をしたと

きもしっかりその辺の説明もしていただかないと、財産区としては金があるので違う

所に支出しろと言われても困る。それともう１つ橋が何回も台風が来て沈下している

状況で、大型の重機やトラックが通行した場合、落橋する危険があるのでその辺も考

えていただきたい。 

管理人 この間から話は何も進んでいないのか。 

事務局 シデノ木原の橋の件についてですが、本庁と話をしまして、奥馬野区に要望の回答書

を提出し、中身については災害では採択出来ないので、工事費用については支所振興

課と財産区で協議して行いたいとの事。市の補助については、材料支給で生コン５０

㎥程度であるとの事です。 

会長 コンクリートで５０㎥だけ。 

委員 そこの管理権限は誰が持っているのか。市の認定林道ではないのか。 

事務局 市の認定林道です。 

委員 市には林道維持管理規程というのがあり、それについては、補修は市が行うと書いて

ある。それで材料支給だけではおかしいのでは。維持管理規程３条で市長が維持管理

を行うと書いてある。考え方がおかしいのでは。財産区も協力しない事は無いが、地

元から要望が出てきたのに対して、市が勝手に財産区と協議してしますと言うのは違

うと思う。管理会の了解もなしに名前を出すのはおかしい。まずは本庁と話を詰めて

ほしい。回答書を出してあって放置したら財産区は何をしていたと言う事になる。 

会長 財産区がストップを掛けていることになる。財産区はストップを掛けている訳ではな

いが、市の出かた次第。市の管理道路であって財産区が全額出したというのは市も立
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つ瀬がない。 

委員 事故があった場合の管理責任は、市の管理道路なので市が全面に責任を持つのでは。 

会長 一度本庁と協議をしてほしい。２９年度予算は本庁も立てるのではないか。 

課長 ２９年度予算につきましては、査定はまだですが一般会計も財産区も要求をさせても

らってある状況です。 

委員 財産区でこの橋を改修するのに、本庁で予算を見てもらわないと財産区でいくら予算

をしても工事が出来ないのではないか。そこを調整してもらわないといくらこちらで

予算をつけてもだめなのでは。 

課長 今年度もですが、枠配分という予算の配分になっていますので、その中で担当が農村

整備課と前回の話でシデノ木原の要望もあり協議をしましたが、枠配分の中で橋の橋

脚の部分についての工事経費は予算計上出来ないとの答えをもらった上で、回答書を

地区に出したという事です。そこでの見積を上限ですが財産区で予算を計上し、何ら

かの形で負担をする場合は対応出来るようにしてもらっています。 

会長 それは特別会計から一般会計に繰入れをするということか。 

課長 繰入れをする場合は、枠予算の中で工事費がいくらで、その内特別会計からいくらか

繰出す。 

会長 財産区が地元負担金という形になれば支出をするが、市は予算が無いから、財産区と

協議して特別会計から一般会計を繰入れて、一般会計での事業費にする。との内容を

地元と話をするということですか。 

課長 一般会計の方でシデノ木原の工事をする中で、仮に１千万円かかります。財産区から

は半額の５００万円繰出して下さい。それで実施しましょうと言う話が出来ていると、

繰出し金が発生します。 

会長 そうすると、市も５００万円の予算をみるという事ですか。 

課長 現在、農村整備課が枠配分の中で予算を計上することが出来ないと言うことです。 

会長 そうすると、事業は財産区でする事は出来ない。 

課長 何らかの形で話が進んだ場合、予算が無ければ困りますので、見積額の範囲で２９年

度は予算を計上しているという事です。 

委員 本庁と予算はリンクしていないという事。財産区で計上するなら、本庁も計上しなく

ては前へ進めない。 

会長 仮に市で予算が無いから財産区で１千万円支出する場合、一般会計に予算を繰入れな

ければならない。繰入れた中で予算を計上しなくては、財産区からそのまま業者に支

払いは出来ない。 

課長 ２９年度の予算の中で、農村整備課とそのような話をさせていただいて、負担すると

いう形で財産区が了承すれば、補正の中で繰出しをさせてもらうと話をします。 

会長 結局、市が予算は無いのに財産区だけが予算をする。同じような状況で財産区のお金

は、我々が管理をしているものの、実際に市の許可が無ければ物は作れない。財産区

が勝手に繰出しても一般会計に入れない事には事業が出来ない。 

課長 予算も計画が無ければ、繰出すことも出来ないので、話がついた場合２９年度の補正

対応で繰出しを行う。毎年予算を計上している中、流した状況になっているので、今
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回は作業道の改修に回していきたい。それで執行率も上がると思います。 

会長 市が管理している道路で事故が発生した場合、伊賀市として責任を負わなくてはなら

ないので、通行止をしてもらわないと金額の問題では済まないことになる。その事も

考えて本庁と協議してもらいたい。 

委員 考え方が短絡的である。財産区に金があるからと財産区でと言うのはどうか。市が管

理する道路なので、市が全面的に責任を持たなくてはならない。それなのに、改修す

る計画も無い。通行止もしない。どこかおかしいのでは。 

課長 農村整備課と協議します。 

会長 自分の任期内では、解決しませんが前向きに行くようお願いします。林道は民地もあ

るので、注意書きをするなどの対策をしてほしい。通行止をするなら地元への説明も

お願いしたい。 

課長 農村整備課で対応するように話をしていきたい。 

会長 それで進めてください。次に平成２９年度予算要求について説明してください。 

事務局 平成２９年度歳入予算要求状況については資料２のとおりでございます。 

会長 ありがとうございました。歳入と歳出について説明いただきましたが、皆さん何かご

質問はありますか。 

委員 シデノ木原改修の 14,122,080円は、橋だけの改修費ですか。 

事務局 そうです。 

会長 自動車の車検はいつですか。 

事務局 車検は２８年度ですでに受けまして、現在支払いの準備をしているところです。財産

管理経費から材料費を流用させていただき、車検費用に充てさせていただきます。費

用は１０数万円掛かりました。 

会長 事故の無いようにしていただきたい。車の管理経費も見ていただき十分管理をお願い

したい。 

課長 １件工事請負費の中の剣谷作業道について、597,240 円というのを計上してあります

が、作業道の奥が財産区有林、手前の両サイドは民地で区の管理とかであると聞いて

いまして、その辺財産区で全額見るのか、民地の方にも負担してもらうのか、という

事ですが。入口は修繕いただいたと聞いています。 

委員 市の管理道路までは修繕してあり、その上を修繕した。 

管理人 その横には富岡や中村の個人の山がある。 

委員 費用はどれくらいか。 

課長 工事費用は計上した金額です。 

会長 財産区が地元負担金を出せというのもおかしなものだが。 

課長 個人では使用頻度とか言うと細かい話になるので、了解いただけるのなら全額支払い

をさせていただきたいのですが、これでよろしいでしょうか。 

会長 これでよろしいですね。 

委員 了承します。 

課長 そのような形で対応させていただくということでお願いします。シデノ木原の方も基

金を取り崩した中で予算を確保しましたが、２９年度に入って農村整備課と話がつか
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なければ、予算を流してしまう事になり、予算が確保出来るまで３０年以降も予算計

上しないという事でよろしいでしょうか。 

会長 先程も言ったとおり、事故が起きてからは遅いので、直すべき所は直していかないと

予算が無いから直さないでは問題があるのでは。財産区としては問題があるから支出

しないとは言っていない。市の管理道路を全額持つのがどうか、仮に全額支出すると

して本庁にも予算をつけてもらわないと出来ない。 

委員 財産区の直営事業でする訳にはいかない。後々責任問題が出てくるので。農村整備課

で事業の枠を確保しなければ前へ進まない。 

課長 負担について１００％というのはむずかしいのですが、話の中で何割の負担ならよろ

しいでしょうか 

委員 災害復旧ならいくらの負担ですか。 

委員 普通の災害なら５０％負担。 

会長 災害の事業では出来ない。 

事務局 過年災害であるので出来ない。 

委員 来年でも台風が来れば、災害に乗せてもらいたい。 

会長 放置すれば、大雨で橋が無くなり災害の適用になる。 

管理人 作業班がかなり高齢になっているので、新たに３名作業班が各自治協より選んでくれ

て決まっていますか。 

事務局 決まっていません。問い合わせはあります。 

会長 公に公募しなければならないのでは。 

課長 本来はそうですが、特殊な作業や特殊な事情がある場合、その地域から推薦があれば

雇用が可能です。人事課で確認を行いましたら、それで良いという事です。 

会長 最初は公募ということでしたが。 

課長 通常は公募しなければなりませんが、特殊な事情に当たるとの確認をしています。年

齢の方もありますので、引継ぎをしていく形でないと山を守っていけません。それで

推薦をいただき雇用をしていきます。 

会長 各委員も心掛けていただき、希望者があれば自治協へ申し出ていただくようお願いし

ます。 

委員 自治協１名ずつという事ではないのか。 

事務局 事務局の希望です。 

会長 管理人に心当たりがあれば自治協へ推薦していただくようお願いします。これからは

見廻りが主になり、間伐等の作業は森林組合へ委託する形になると思います。 

管理人 リンロンテープも預かっていますが、新しい管理人へ渡していきたい。 

会長 山の事に関して、場所を見てもらわないといけないので、地図上だけではわからない。

予算要求に関してあわててお願いします。報告事項についてですけども、風車事業敷

地内入退場の覚書について他１件説明をお願いします。 

事務局 回覧でお願いします。 

会長 回覧の間に次の管理委員の改選について説明をお願いします。 

事務局 管理委員の改選についてということで、資料３をご覧ください。財産区管理委員の任
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期が今年の１２月２６日までですので、１２月２７日から新しい委員が就任しますが、

先日自治協を通じて、資料３のとおりの方に管理委員の推薦をいただきました。この

中では、松本、豆本、西尾委員が留任され、その他の方は新任という事で委員をして

いただきます。今度１２月議会で提案させていただき、承認をいただいたら正式に委

員に就任していただく事になります。現在議会に提案する手続きをしている所です。 

会長 ありがとうございました。私と副会長、福田さん、村井さんについては退任させてい

ただくことになりました。私については１２年間しましたので退任します。留任され

る委員については、新任の委員と共に問題の解決に向けて、進んでいただくようお願

いします。その他事項で１件ありますのでお願いします。 

課長 今日、奥間谷の所でシーテックが、風力発電の関係で風の調査を行いたいとの話があ

り、そこが財産区の山だという事です。調査の仕方については、ポールを建て上に風

量を計る器具を設置して測定するのですが、それプラス下に機械を設置し、２つのデ

ータを測定するということです。器具自体は移動可能であり測定後はすぐ撤去出来る

ものです。地番は奥間谷 3194の 1番地という事です。そこの尾根に１週間から２週間

設置させてほしいという話がありまして、それについて了解をお願いしたいとの事で

す。機械自体は全部で７箇所設置を考えておられます。津市側が２箇所、亀山市側が

１箇所、伊賀市側が４箇所を設置し、期間が１２月から１月の間に設置を行うという

事です。 

委員 この場所に風車を建てるのですか。 

課長 調査の結果によります。調査については怪しいと思われたらいけないので、目的を表

示する看板を立てるという事です。 

会長 わかりました。 

課長 了解したという事で返事をします。 

会長 何も無いようでしたらこれで終わります。委員さんありがとうございました。 

一同 ありがとうございました。 
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