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平成２８年度第３回伊賀市島ヶ原財産区管理会会議録 

 

 

開催日時  平成２９年２月１０日(金) 午後１時３０分から午後３時１０分 

出 席 者  岩井大行 勝島清三 土山米德 山秀成 川肇 松永寿久 

      裏谷健治 以上管理会委員７名 

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 

平成２８年度第３回伊賀市島ヶ原財産区管理会を開催させていただきます。 

この会議は伊賀市審議会等の会議の公開に関する要綱に基づいて公開となりま

す。ですから傍聴の申し出がありましたときには許可をすること、また議事録を

作成しますので、録音する事をご了承お願いいただきたいと思います。 

 それでは会議次第に沿いまして進めてまいりたいと思います。 

 

２. 会長 副会長選出について  

(事務局) 会議次第の２に入らせていただきます。当管理会の会長、副会長の選 

出をお願いいたします、選出につきましては伊賀市島ヶ原財産区管理会条例第

５条第１項によりまして会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを

定めると規定されております。委員の互選ということになっておりますが如何

取り計らったらよろしいでしょうか。 

(川委員) 案はあるのですか。 

(裏谷委員) 年長者の土山さんと松永さんにお願いできたらと思うのですが如何 

でしょうか。 

(川委員) 今回７名のメンバーですが、皆が新人じゃないですね。 

(土山委員) 皆新人です、財産区ができた時には全員新人で４年毎に全員代わる 

ので皆新人です。 

(事務局) 一度だけ続けてくれた方がおります。 

(川委員) 再任はさまたげないということですか。 

(事務局) そうです。 

  よろしいでしょうか、裏谷委員さんから提案がありました。もう一度確認さ

せてください、会長に土山委員さん、副会長に松永委員さんというご意見をい

ただきました、皆さん如何でしょうか。 

(委員) 異議なし。 

(事務局) 異議なしの声をいただきましたので会長に土山米德様、副会長に松永

寿久様にご就任いただくことに致します。会長、副会長席の方に移動お願いし

ます。 
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それでは新しく会長に就任いただきました土山様一言お願いします。 

(会長) 今選ばれたばかりで何も考えておりませんけれど、これから４年間とい

うことで、７人でまとまって一丸となって、財産区のため又島ヶ原地区のため

にできる事を考えて頑張っていきたいと思いますので皆さんのご協力をお願い

します。 

(事務局) 続きまして松永副会長さん一言お願いします。 

(副会長) 微力ですが皆さんのご協力を得て無事務めたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

(事務局) 以下の議事進行につきましては管理会条例第５条第２項によりまして

会長にお願いすることになっております。 

(会長) 議長は会長が行うということで会議を進行させていただきます。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ます。 

管理会条例第７条によりまして４人以上の委員が出席しなければ会議が成立

しません、そのようになっております、本日は出席７名です会議は成立をいた

しておりますのでよろしくお願いします。 

 

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いてですが、会議録に署名いた

だくお二人を私から指名させていただきたいと思います。岩井委員と勝島委員

にお願いしたいと思います。 

(委員) はい。 

(会長) 後日、会議録ができましたら署名をお願いします。 

 

４.  議事 

(同意事項) 

(会長) 会議次第の４議事に入ります。同意事項、議案第１号 平成２８年度伊 

 賀市島ヶ原財産区特別会計最終補正予算の要求について事務局から説明をお願 

 いします。 

 

議案第１号 平成２８年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計最終補正予算の要求

について 

(事務局) ただいま議題としていただきました議案第１号 平成２８年度伊賀市 

島ヶ原財産区特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げますので資

料の１、歳入の１ページをご覧ください。 

  歳入についてでございますが、１款財産収入、１項財産運用収入、１目財産

貸付収入では、92,000円を減額しています、これは道山に貸付けていた土地を

売却したことにより、貸付料が減額したものです。２目利子及び配当金では

8,000 円を増額しています、これは島ヶ原財産区の基金の利子の実績に合わせ
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るために増額したものです。２項財産売払収入、１目不動産売払収入では

1,494,000 円を増額していますが、これは、道山に貸付していた土地と貸付地

周辺の財産区所有の土地を売却した代金です。２款繰越金、１項、１目繰越金

では 1,027,000 円を増額しています、これは平成２７年度からの繰越金の実績

に伴う増額です。３款諸収入、１項、１目預金利子では 20,000 円を増額して

いますが、財産区会計を運用する中で発生する預金利子で、先ほどの基金の利

子と区別をしています。２項、１目雑入では 114,000円を増額しようとするも

ので、これは、道山貸付地とその周辺の土地を売却するに当たりまして、購入

者から土地の実測と分筆等に要した費用を徴収した分です。 

  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、歳出の１ページ

をご覧ください。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、合計

4,300,000 円を増額しようとするもので、その内訳の主なものは、財産区基金

積立金として 4,829,000 円を増額、一般会計繰出金では三国塚林道開設事業費

の減額に伴いまして、負担金 712,000 円を減額しようとするものです。２款財

産費、1 項財産造成費、１目財産区有林造成費では、合計 1,729,000 円を減額

しています、その内訳の主なものは、作業員賃金 1,324,000 円を減額、委託料

572,000 円を減額しています、作業員賃金につきましては、昨年村主さんを含

めて４人の作業員でしたが、亡くなられた後、補充をせず現在に到っているた

め減額をしています、また、委託料につきましては森林組合に委託する予定を

していました作業について現地を精査いたしまして、作業量を減らしたことに

よる減額です。３款公債費、４款予備費についての補正はございません。 

以上、歳入、歳出とも現在 27,909,000 円の予算に対しまして、2,571,000円     

 を追加し総額を 30,480,000 円としようとするものです。 

  これで補正予算の説明とさせていただくところですが、通常ですと３月議会

に上程となるのですが、今年は皆さんご存知のとおり市議会議員の選挙がござ

いまして、２月に議会が開催となるため、ただ今、説明のとおり議会に上程す

る運びとなっております。平年より１ヶ月前倒しになってきておりますので予

算の締め切りが早くなっているのが現実です。この管理会でいただいたご意見

を反映できる時点で、管理会を開催するのが本来ですけれど、このたびは変則

な形でご同意をいただかなければならないということをご理解いただきまして、

ご同意を下さいますようお願いいたします、以上でございます。 

(会長) 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。 

(川委員) すいません、一つよく分からないんですが、１款総務費、積立金の項

目なんですが当初予算が３７０万円、それが補正要求額がさらに４８３万円も

増えると、この目算が大きく違っているというのはなんですか。 

(事務局) この予算の立て方として収入を見込んで、いろんな支出を見込みます、 

そして見込んだ残りを全部積立金にもっていきます。当初予算では、繰越金を 

小さく見込んであったり、収入を小さく見込んであったり、支出の方では作業 
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員の賃金が不要になった、そして土地の売払いもして残ってきたものすべてこ 

こに入ってくることになります。 

(会長) どうですか、川委員。 

(川委員) 結構です。 

(会長) 少し聞きたいんですが、作業員賃金３名とありますが、今賃金はどんな 

 金額、時間とか１日とかそういうのですか、日当ですか。 

(事務局) 日当です、１日 7,610円です。 

(会長) 日当としては、他から考えたらどんなもんですか。 

(事務局) 伊賀市の土木作業員賃金を財産区の作業員賃金に揃えています。 

(会長) 他にございませんか、特に質問がないようですので、議案第１号に同意 

 することといたします。 

  次に、報告第１号 平成２９年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算について 

 事務局から説明をお願いします。 

 

報告第１号 平成２９年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算について 

(事務局) 失礼いたします、ただいま議題としていただきました報告第１号平成 

 ２９年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算について説明を申し上げますので資 

 料の２をご覧ください。 

  まず歳入についてでございます。歳入の１ページをご覧いただきまして、１ 

 款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入では土地貸付収入といたし 

まして 27,148,000 円、２目利子及び配当金では基金利子 422,000 円を計上して 

おります、土地の貸付収入につきましてはゴルフ場用地として 24,000,000 円、 

エム・シー・エスへの貸付料として 2,471,000 円、三光鉱業への貸付料として 

665,700 円が主なものです。２款繰越金、１項、１目繰越金では 100,000 円。 

３款諸収入、１項、１目預金利子では 65,000 円を計上いたしまして歳入合計 

27,735,000 円としております。 

  次に、歳出についてご説明申し上げますので、次の頁、歳出１ページをご覧 

ください。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では 16,538,000 円を 

計上しております、その内訳の主なものといたしまして、報酬としまして 

1,478,000 円、その内訳は管理会委員報酬として 230,000 円、嘱託職員報酬１ 

名 1,248,000 円を計上しているところです。賃金につきましては 2,925,000 円 

で、事務補助員１名分と作業員賃金といたしまして山の管守人１名の賃金を計 

上しております。財産区基金積立金では 7,631,000 円計上しております。次に 

一般会計繰出金といたしまして 3,669,000 円計上しております、これは三国塚 

林道開設工事負担金と起債償還金、島ヶ原老人福祉センター清流の施設管理費 

用の一部といたしまして繰出しをするものです。 

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は 11,087,000 

 円を計上しております。その主なものといたしましては、作業員３名の賃金と
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しまして 5,620,000 円。需用費といたしまして消耗品費、燃料費等で 1,562,000

円。委託料として 2,700,000 円を計上しております、この委託料につきまして

は間伐、除伐などの森林整備であったり、財産区の境界測量の委託を予定して

おります。３款公債費、１項公債費、１目一時借入金利子では 10,000 円を計

上しております。４款予備費、１項、１目予備費では 100,000 円を計上しまし

て、歳出合計を 27,735,000 円としております。以上で報告第１号の説明とさせ

ていただきますが、この予算につきましては、第２回の管理会におきましてご

同意をいただいておりますので報告事項とさせていただいております、以上で

ございます。 

(会長) 報告第１号について説明ありましたけれども質問等ございませんか。 

(副会長) 教えてほしいんですが、財産区有林造成作業員３名の仕事と委託料の 

 整備の仕事とどのように違うのですか。 

(事務局) 作業員の仕事の内容としましては、区有林の外周の下刈り、作業道の 

 管理等です。整備委託に関しましては、ほとんどが伊賀森林組合に業務委託を 

しまして除間伐等をお願いしております。ただ、森林整備につきましては県事 

業で取り組んだりしますので、重複しないようにしております。また、作業員 

では困難なところを業務委託しております。 

(会長) よろしいでしょうか。 

(副会長) はい。 

(会長) 他にございませんか。 

(事務局) よろしいですか。補足で、説明の中で歳出の繰出金、一般会計繰出金 

 で地域福祉負担金を計上させていただいております。これにつきましては、清 

流の１階部分につきましては社協でデイーサービスを行っていただいておりま 

すので社協でご負担をいただく、２階に関しては社協も使用しているのですが 

残りの部分の施設、会議室であったり調理室等が残っているのですけれどそれ 

らを管理するために必要な経費として財産区の方から一部を負担させていただ 

く経緯となっております。 

(会長) そうなっているのやね。 

(事務局) そうさせていただきました。 

(裏谷委員) 補助金の関係ですね、補助金が無かったのですか。社協の組織の変 

更ですか。 

(事務局) 清流につきましては、公共施設最適化計画の中で譲渡ということでど 

こかに渡すけれども、福祉の目的には使うという条件で平成２７年度に動いた 

のですが、引き受け手がなかったことで、１階部分はデイサービスを続ける、 

２階部分については地域福祉ということで、社協が事務所として使用する部分 

と、地域の住民の皆さんで空いている施設を有効に使っていこうという方向に 

あります。清流は、行政財産から普通財産になったのですが施設を管理してい 

かなければならない費用が必要となってきますので、デイサービスの部分は社 
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協に負担いただくけれども、空いている施設を管理する分といたしまして 

442,000 円を財産区の方で支出しようということです。これが基金条例の中に 

あります地域の福祉のためと解釈して計上したということです。 

(会長) よろしいでしょうか。 

(裏谷委員) はい。 

(会長) 他になければ、次に進みたいと思いますが。 

(副会長) 一般管理費の共済費が平成２８年度より４５万円あまり増えています 

がこれは雇用形態が変わるということですか。 

(事務局) これにつきましては昨年１０月１日から社会保険の制度が変わりまし 

て、今まで週３０時間働いていないと社会保険に入れなかったのが２０時間以 

上であれば入れることになったので対象が増えてきた。今まで自分で国民健康 

保険に加入していたがこちらに移動したということです。 

(会長) それでは次に進みます。 

その他の項で、大谷地内民有林補助治山事業と林道「三国塚線」開設工事に 

 ついて事務局より説明をお願いします。 

 

５.  その他 

(事務局) 治山事業につきましては、三重県伊賀農林事務所森林林業室の県職員 

 が担当しております、本来なら県の方から来ていただいて説明をしていただく 

のですが、今日は先に財産区についてお話させていただいたもので時間的に設 

定できませんでしたので事務局から報告させていただきます。また、林道「三 

国塚線」開設工事については、市農村整備課の方での説明となっておりますが 

同じ理由で事務局の方で説明をさせていただきます。 

  まず最初に資料３で保安林のしおりを県からいただいております。保安林て 

 何というところからイラスト形式で書いてあります。７ページに私たちの暮ら 

しを守る保安林ということで保安林の種類をあげてあります。島ヶ原地区につ 

きましては、２の土砂流出防備保安林が該当しております、面積は島ヶ原山林 

の４５６．４８ｈａが保安林指定されています。後の項目については該当して 

おりません。保安林ではありませんが砂防指定地というのもございまして島ヶ 

原地区のほとんどが指定地になっております。面積は１，０９３ｈａ程が指定 

されております。後、次のページから保安林制度のあらまし等ございますが見 

ておいてください。保安林にしても砂防指定地にしても作業をするときは県の 

許認可の中で動くことになります。県の事業で行う場合であったとしても、県 

は一度保安林指定を解除して作業を行い再度保安林の指定ということになりま 

す。 

つづきまして、大谷地内の治山事業ということで資料４をつけております。 

最初の民有林補助治山事業年度別計画平面図ですが、右端が大沢池、左肩の少

し小さいのが桧尾之池で北山の尾根にあります。そこから大道地区の方に向け
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て沢が流れており、そこに治山ダムをいくつか設置していただいております。

平成２８年度としましては、一番下になりますが今、大谷林道の横で№１治山

ダム工（鋼製スリット）というのを工事していただいております。それの詳細

図面等を次のページに、現地はもう一枚めくっていただくとこの写真が工事す

る前のもので、その次が現在この程度仕上がっているというものです。沢の両

側にコンクリートの擁壁ができまして真ん中に鋼製の網を入れましてその中に

グリ石をほりこんで水が流れるという形のダムになります。 

その次のページが自然災害防止事業（観節）と書いてありますが、昨年三国

越林道の中矢から約４．８ｋｍ当たり上った所で南側斜面が崩れました。それ

を吹付法枠工で写真等も付いておりますがそういう工法で、法どめをしていた

だいてあります。すでに完成しております。 

次が保育事業（大谷）です。平成２９年度に大谷の森林整備に入っていただ

けることになりました、次のページに赤色で示してあるところが整備対象区域

になります。大谷はかなり前から手付かずで整備してから８年以上空いている

と思います、枝打、除伐、間伐と一応一区切りつきました、ということで北の

山においてはそのような繰り返しとなっておりましたが、間伐してからかなり

の年数が経ちますので一度整備に入るということになりました。現況の図面等

つけてありますので参考に見ておいてください。 

つづきまして資料５三国塚林道開設工事について説明させていただきます。 

 平成２１年度から計画されまして工事着手が平成２２年度に行われております。

最初は結構な延長で行われてきましたが最近は８０ｍ、４８ｍと僅かな区間し

か工事をしてもらっておりません、全長が１．８ｋｍありまして残り１３２ｍ

のところまでできあがっていますが平成２９年度で完成できるというお話はい

ただいておりますが、それも予算が確定しておりませんので次回の管理会でき

ちっとした説明がされると思います。三国塚林道につきましては、三国越林道

の上の広場に、車が転回できるかなりのスペースが６ｋｍ当たりにあります、

そこから滋賀県境へ東向きに登っていくコンクリート舗装の道がついておりま

す、それが三国塚林道になります。そこから計画で工事を進めてもらっていま

す。とりあえず１．８ｋｍまで林道の工事を行いまして、後計画的には先ほど

見ていただいた大谷地内の桧尾之池まで作業道を付けるという計画がされてい

ますが、その計画については管理会で協議していっていただきたいと思います。 

(会長) それはどの位の距離になるの。 

(事務局) それも１．８ｋｍ程ございます。私どもとしては、昭和２８年災害が 

あったので尾根に道を付けて二次災害が起こるのは怖いということで話はさせ 

てもらってありますが、県としては、林道を整備し、山林整備をしてはじめて 

防げるものだから、林道サイズでなくても、もう少し狭くなってもかまわない 

から作業道を付けて森林整備を図っていった方がより安全になるという説明を 

受けました。工事の方は伊賀市の農村整備課で行っておりますが詳しいことは 
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県の方に来ていただいて説明もしていただけます、先の治山の事業を行ってい 

るグループと林道を整備しているグループが違いますので同時に来ていただく 

ことが可能です。 

(会長) 桧尾之池までの道が無いので滋賀県側の道を使っているのですか。 

(事務局) 今の時点では、そうです。 

(会長) 大沢池へ行くのも滋賀県の道を使わせてもらっているということですね。 

(事務局) 今、出来上がっている道も途中で止まってしまっております。それ以 

 上車はいけません、尾根は作業員さんが整備をしてくれておりますので歩いて 

は充分行けます。車で行こうと思えば一度南山城村へ入って滋賀県の多羅尾回 

りで桧尾之池、大沢池へ行くことになります。 

以上です、次回の管理会からはこの報告につきましては県なり市の農村整備 

課に来ていただいて説明していただきますのでよろしくお願いします。 

(会長) ただいま説明していただきましたが質問等ありましたらお願いします。 

(副会長) 今三国塚林道の説明ありましたが、この地図がある桧尾之池のどこか 

 らどこ向いてですか。 

(事務局) その地図ですと桧尾之池の左側です。その地図から完全にはずれてい 

ます。資料５の２枚目に少し小さいですけれど三国塚の地図を付けてあります、 

左端が三国越林道の先ほど話させてもらった６ｋｍ位からスタートしている道 

になります、そこから紺色、赤色、黄色、緑色、赤色、水色と工事がされてき 

ています、水色が残っている部分になります。そこから赤い細い線に変わりま 

すがそれが県境に沿って東へ進んでいきます、その赤線の終点の横にあるのが 

桧尾之池です、このルートで作業道を付けたいと県は希望を持ってくれていま 

す。 

(会長) 他に質問ございませんか。 

本管理会に付議されました案件は以上です。これをもって、平成２８年度第 

３回伊賀市島ヶ原財産区管理会を閉会します。 

ご苦労さまでした。 
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