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平成 29年度第 1回伊賀市大山田財産区管理会 会議録 

 

日 時：平成 29年 6月 28日（水）14:00～15:50 

場 所：大山田農村環境改善センター 2階大会議室 

出席者：（管理委員）豆本会長、松本副会長、西尾委員、中澤委員、馬岡委員、蛭澤委員 

     (管理人) 廣島氏、福川氏、立川氏、村上氏、児玉氏、東出氏、辻氏、森下氏、 

    伊賀森林組合 増田氏、小原氏 

    （事務局）大山田支所 中、福永、増岡 

    

事務局 ただいまから、平成 29年度第 1回伊賀市大山田財産区管理会を開会いたします。申し

遅れましたが、私、本日司会進行をさせていただきます振興課の福永と申します。ど

うぞよろしくお願いします。それでは会議次第の２、会長あいさつとしまして豆本会

長よろしくお願いします。 

会長 失礼します。本日は平日にも係わらずお忙しい中お集まりいただきありがとうござい

ます。平素は財産区の管理運営に格別のご尽力を賜りますこと、まず御礼申し上げま

す。だいぶ天気続きでしたが、１週間くらい前から本格的な梅雨になりまして、畑も

ほっとしたのかなと感じがします。山も緑がかなり濃くなって、いよいよ夏が間近に

迫っているなという事でございます。皆様方にはそれぞれの方面でご活躍の事とお慶

び申し上げます。さて、本日の会議につきましては、平成２８年度の決算また平成２

９年度の事業計画また財産区有林の管理等についてご協議を賜るわけですが、本年度

に入りましてから管理人さんの数も増えまして、管理人さんの皆さんには大変ご苦労

をかけていますけど、それぞれの境界の確認、また山林の状況調査いうことで、精力

的にがんばって活動いただいている所でございます。今年の秋ごろには終わると思っ

ておりますので、皆さんの山を見ていただいた状況によりまして、森林経営計画の中

でどのような作業していけば良いか反映させていけたらと思っている所でございま

す。本年度にはまだ前の災害で林道、作業道が悪くなっている所があり、奥馬野の方

も直りませんが市の方に働きかけて、出来るだけ早い時期に通行出来るようにと考え

ています。今度議員懇談会もあるようですので、そこでお願いをしなければと思って

います。災害が起こってから６年が経ちますが、いつまでも放置されても困ります。

財産区も地元負担金として協力しますと言っているが、なかなか市が動かないのでう

まくいきません。忍者の事や南庁舎の事はがんばって活動していますが、端々の林道

等は頭にあるのかどうかと思います。そのような状況ですけれど、それぞれ働きかけ

ていきたい。山へ車で行けないと何をするにしても出来ない。間伐しても誰も出せな

いという事でございますので、山を管理する者にとっては大事な事と思います。その

ような事で本日の議事の３項目につきまして、皆様のご意見を賜りたいと思います。

どうぞよろしくお願いしましてあいさつとさせていただきます。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。それでは３の支所長あいさつとして中支所長よろしくお願

いします。 

支所長 皆さんこんにちは。大山田支所の中です。よろしくお願いします。本日はご多忙のな
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か第１回大山田財産区管理会にご参集いただきありがとうございます。また、管理人

さんにつきましては、今年の３月から７名増えたという事でご協力よろしくお願いし

ます。梅雨になりましてうっとうしい日が続いていますが、伊賀地方は幸い雨も少な

く、災害の方も若干少ないと思っていますが、災害には気をつけていかなくてはと思

っております。本日は平成２８年度の決算２９年度の事業計画という事で、これから

ご審議のほうを賜ります。また、平成２７年度から財産区の広報誌という事で財産区

だよりを配布していただいております事ありがとうございます。市民の皆様に財産区

はどんな仕事をしているのかと、知っていただける広報誌だと思わせていただいてい

ます。前任の福永支所長は財産区の事は本当にご存知で、色々な事を知っていただい

ていた訳ですが、私は財産区の事が全然わかりませんので、一から教えていただきま

して山の方にも、都合が合えば一緒に連れて行っていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。今日は誠に申し訳ありませんが、最後まで会議に同席させていた

だければ良かったのですが、会議のため、２時４５分に退席させていただきますので、

よろしくお願いします。本日はありがとうございます。 

事務局 ありがとうございました。それでは第４の会議録署名委員の指名について、でござい

ますがいかがさせていただければよろしいですか。 

委員 事務局一任 

事務局 事務局一任という声をいただきましたので、こちらの方で恐縮ですがご指名させてい

ただきます。今回の署名委員につきましては、松本委員様と蛭澤委員様にお願いした

いと思いますがよろしいでしょうか。 

委員 はい。 

事務局 ありがとうございました。それではお２人には、後日会議録に署名の方よろしくお願

いします。それでは続きまして議事の方に入らせていただきます。議事の進行につき

ましては、伊賀市大山田財産区管理会条例第５条第２項に基づきまして、豆本会長に

お願いすることになっています。また、同条例第７条第３項で議事は出席委員の過半

数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。となっておりま

す。また、伊賀市自治基本条例第８条の規定に基づきまして、本日の会議のほうは公

開とさせていただきます。また、議事録を作成しホームページに公開することになっ

ておりますので、議事内容の方は録音させていただきます事、ご了承の方よろしくお

願いします。それでは、ここからの議事進行の方会長よろしくお願いします。 

会長 それでは進行をさせていただきますが、２９年度事業の事で森林経営計画の関係で、

森林組合が既にお見えですので、議事の１番と２番を逆にして先に平成２９年度事業

について、森林組合から説明をしていただいてから進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

森林組合 ご配慮ありがとうございます。順番を変えさせていただき先にご説明させていただき

ます。本日来させていただきましたのは、本年度の事業のご案内もあるのですけども、

まずは昨年度のお礼を申し上げたいと思います。昨年度大山田財産区様の山で色々な

事業をさせて頂きました。事業量で言いますと県の事業を含めまして１，５００万円

程の仕事を大山田財産区様の山の中でさせていただいた事になります。誠にありがと

うございました。顔ぶれを見させていただきますと、元上司から非常にお世話になっ
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ております、各団体の長の皆様方の顔も拝見させていただいています。お顔を見てい

るとすべての事業をここで報告しなければならないのですけども、かなりの事業をさ

せていただいておりますので、財産区様の山に限ってのご報告をさせていただきます。

座って説明をさせていただきます。お手元に４枚の資料を準備させていただいており

まして、ローマ数字の１番で平成２８年度実施させていただいた主な事業という事で、

あくまでも主な事業でございます。まずは伊賀市大山田財産区有林整備計画作成をさ

せていただきました。計画期間が平成２８年度から平成３３年度までの計画期間で、

経営計画の作成に至る基本計画になります。続きまして、奥間谷林班でさせていただ

きました、境界明示、測量、図化をさせていただいています。これは、実測面積では

１１.９９haございました。その次に布引林班におきまして、森林総合研究所の分収林

の中ですけども除伐Ⅱという施業、これは間伐の施業ですけれど１７.３７haさせてい

ただきました。森林総合研究所は旧緑資源公団でございまして、今新たに森林研究・

整備機構と名前が変わっております。次が高良城林班でさせていただきました、本数

調整伐これも間伐ですが１５.５６ha、これは三重県の保安林解除事業で森林組合が落

札させていただき、実施させていただいたという事でございます。以上平成２８年度

で財産区様の山でさせていただいた主な事業でございます。続きまして今後の事業に

ついてお話させていただくのですが、その前におさらいですが、平成２８年１１月に

策定されました、伊賀市大山田財産区有林整備計画を抜粋してここに記載させていた

だいています。計画の概要という所で、平成２８年度から３３年度までに財産区有林

様の山で何をするのかという計画の概要があるのですが、全ての林班につきまして境

界明示、測量調査、そして図化、紙に残してきっちり保存出来る状態にしておく。そ

してさらに、布引林班に関しましては調査に加えて、提案型集約化施業による林産、

作業道の開設、あるいは２８年度から始まっていますが、水源林造成事業これが旧緑

資源公団のする事業という事で計画を立てさせていただいています。１枚めくってい

ただきますと、計画書では今言った内容の記載となっていますが、更にもう少しくわ

しく今回管理会でお諮りをいたしたいのは、林班ごとの境界明示、測量調査、図化を

３３年度までに全部終えるという事で進める計画ですが、奥間谷林班につきましては

平成２８年度に完了しております。布引林班について各事業を行う予定でございます

ので、今年度に境界明示、測量調査、図化をさせていただきたいと考えております。

その後、黄色に塗りつぶした所の平成３０年度につきましては、剣谷林班、下馬野林

班、３１年度には柳谷林班、横尾林班、３２年度は高良城林班、３３年度は長尾林班、

西教林班、という事であらかじめ計画を立てさせていただいています。すでに会長か

らお話がありましたけども、境界の確認につきましては管理人さんの皆様で動いてい

ただいている所でございますが、またその後森林組合との立会いもよろしくお願いし

ます。具体的にはその下に、大山田財産区区有林の境界明確化と現地調査の要領を記

させていただいておりますが、一番最初に出てきます管理人さんそれから、精通者さ

んの立会いで境界を明らかにしていって森林組合が測量していく事業になります。立

会いは測量だけではなく、木にペンキを塗りましてきっちり明示をさせていただく。

そして杭も打たせていただきます。そのような事で境界をきっちり明らかにして、今

後境界がわからなくなってしまわないように保存するということになります。それか
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ら、同時に調査をさせていただきます、人工林につきましては今後の森林整備のため

に、山の蓄積量等の調査をするために調査と境界明確化を合わせてさせていただきま

す。管理人様の方でも立会いなり、当山の育て方、整備の方針については森林組合と

機会を設けていただいて、今後の方針については話合いをさせていただいて、どうい

った整備が良いのか、森林組合が勝手に考えるのではなくて、皆様のご意見を頂戴し

ながら考えていきたいと思っていますので、今後共よろしくお願いします。最後にな

りますが境界明確化、調査と合わせて計画期間内にする予定になっております布引林

班の整備につきましては、森林研究・整備機構分収林につきましては昨年度から引続

き、今年度も除伐Ⅱの施業を予定しております。それから布引林班の内、財産区直営

分につきましては、布引林班を含む森林経営計画、正確には大山田⑤区域の森林経営

計画が既に認定されております。それに基づきまして、平成３０年度以降で提案型集

約化施業の実施を予定しております。提案型集約化施業となりますと、木を切って出

して売ってという作業になります。当然、切る木、つける道のコースとかは森林組合

で勝手にする事は出来ません。財産区様と切る木、道のコースにつきましても十分に

立会いをさせていただいて、ご了解の後でさせていただく予定をしておりますので、

その節は立会い等ご協力をよろしくお願いします。以上でございます。ありがとうご

ざいました。 

会長 ただいま森林組合さんの方から、本年度の事業並びにこれからの計画についてお話を

いただきましたが、測量についてはこういう事で予定がきっちり決められていますし、

布引林班につきましては、森林経営計画に基づいて提案型施業という事で、分収林に

なっていない部分、風車から下ぐらいの所は搬出間伐ですが、それまでに３０年度に

かかろうとすると、道を直して下から行けるようにしないとそれが出来ない。上から

回ろうとするとなかなか大変で時間的なロスが多くある。出来るだけそれまでに直せ

たらと、がんばってやって行きたいと思います。後、他の関係につきましては、管理

人さんも調査に行ってもらっていますし、それぞれの地域で境界明確化という事で、

現地を森林組合さんが見ていただけるので、両者が寄って意見を集約して、計画をし

ていきたいと思います。皆さん方で森林組合に何かご質問等があればどうですか。無

いようですので、ありがとうございました。 

森林組合 ありがとうございました。本年もよろしくお願いします。 

会長 それでは協議事項に入らせていただきますが、平成２８年度決算及び平成２９年度の

予算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。改めましてこんにちは。事務局をしております大山田支所振興課の増岡

です。よろしくお願いします。平成２８年度伊賀市大山田財産区歳入歳出決算につい

ては資料１をご覧下さい。（詳細について説明）なお、平成２９年度歳入歳出予算につ

いては、前回の管理会において承認されていますので、説明は省かせていただきます。

２９年度現計予算には載っていませんが、資料２にあります布引林班の水源林造成事

業について、計画書を提出し承認を得ていますので、１２月補正に計上する予定でご

ざいます。これで説明を終わります。 

会長 ありがとうございます。先程事務局より説明がありました、水源林整備事務所の水源

林造成事業につきましては、昔の緑資源公団と分収林契約をしてあり、今の森林研究・
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整備機構に名前が変わりましたが、これについては国の方からお金が出ますので、そ

れを１２月の補正に計上するという事です。去年、風車の上を半分くらい間伐しても

らいましたが、もう半分残っているのでそれを今年するという事です。除伐Ⅱという

のは切捨て間伐という事で、搬出間伐ではなく切捨て間伐という事です。森林組合さ

んにお願いをして作業してもらいます。お金も国からもらって作業してもらうという

事で、財産区からの支出は１円もありませんのでご理解をいただきたいと思います。

山を皆伐して精算した時は、分収林は財産区が６割、水源林事務所は４割とそんな割

合で収入を精算するみたいです。今まで６０年の期間を９０年に延長しています。今

皆伐しますと植林しても獣害にあい育たないので、半永久的になるのではないかと思

います。そのような事で水源林整備事務所の除伐Ⅱにつきましては予算に上がってい

ませんが、予算がついたら補正で上げるという事です。後、予算で上がっていないの

は布引林班の林道の橋の修繕で、これも補正予算でという事になっています。こちら

からもお願いに行きますが、まず事務局で本庁にお願いをしていただきたい。３０年

度に先程森林組合も言っていましたが、布引で集約化施業の作業をしようとすると、

搬出間伐となり作業道をつけての間伐となります。上への作業道は今年の予算でつけ

ていますが、迂回となり時間のロスになりますので、出来たら下から上がれば一番早

いかと思います。市の管理道路ですので、地元負担金は考慮しますからその所をよろ

しくお願いします。皆さんで何かご意見はございませんか。 

委員 財産区の整備計画を見ていたら、平成２０年前後に間伐してある所が多いが、その後

全然していない。そろそろ間伐しなくてはならないと思うので、計画に入れなくて良

いのですか。 

会長 先程言いましたが、管理人さんに見回りをしていただいていますし、森林経営計画も

森林組合にお世話になってしています。その中で今年の秋ぐらいに集まり調整を行う

予定です。 

委員 山の為に予算を使用すべきだと思うが。 

会長 そのとおりですが、人が変わっても解かるように計画を策定します。森林経営計画が

具体的に反映出来る様に、管理人さんの意見も聞いて森林組合と打合わせをしてしっ

かりした計画を作っていきたいと思っています。 

委員 わかりました。 

委員 なぜ計画をするのか初めは疑問に思いましたが、環境も変化しその中でベストな方法

をしていく。個人でも情報を集めて計画を立てるという事で森林組合が動いている。

その事も含んで考えていく事と思います。以前の事はわかりませんが。 

会長 昔は管理人さんが伐採をしてくれていましたが、高齢化により人が少なくなり、そう

いう環境に無かったので、そこからの切替ができませんでした。たまたまウィンドフ

ァームへの貸付によりお金があるのですが、それが無かったら作業をしてもらうため

に賦課金を徴収しなくてはならない。京都のある財産区は賦課金を徴収しているとの

事です。昔の村有林は村で管理していたので、賦課金はいらなかったが、財産区とな

るとそういう訳にはいかない。そういう事で、今年中に計画を策定していきたいと思

っています。他に何かご意見、ご質問等はございませんか。それでは決算についてご

承認いただくという事でよろしいですか。ご異議ございませんか。 
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委員 はい。 

会長 それでは決算については承認しました。今年の計画について剣谷の作業道の修繕くら

いですか。 

事務局 はい。それとシデノ木原林道の終点からウィンドファームの管理道路までの作業道を

開設します。 

会長 ２００ｍの延長ですね。そこが出来ても上から回って仕事をするのは大変なので、シ

デノ木原林道の修繕を優先的にしてほしい。他に何かありますか。無いようですので、

第２項はそういう事でよろしくお願いします。続いて第３項の区有林の管理という事

で、管理人さんより説明をお願いします。 

管理人 失礼します。現在新しい管理人さんに来ていただいて、各林班の境界の確認作業とい

う事で、以前大山田のプラスティック杭を打った所やペンキを塗った所を頼りに、確

認作業に入らせていただきました。３月９日は剣谷と長尾林班、４月１０日は西教林

班、５月２９日は下馬野林班、６月１２日は布引林班、ただし布引の森付近は広葉樹

ばかりでわからなかったので、青山高原ウィンドファームの風車が立っているあたり

を確認させてもらいました。布引林班では、布引の森の境界が奥馬野区有林、木原造

林、分収林そのあたりが広葉樹ばかりでわからないので、よく知っている以前区長を

していただいていた、委員に立会いをしてもらい再確認を行いたい。布引以外の４林

班は確実にペンキを塗り、杭を打ち、境界のややこしい所はペンキ塗りと写真撮影と

テープ巻きを行い確認させていただきました。その中で、ここには大山田財産区の看

板が必要とか杭が必要とか、各林班ごとにチェックしております。先程委員が言われ

たとおり、間伐してから１０年以上経過している所は、もう一度間伐をしなければな

らない所が多く見受けられました。あと、阿波の林班の方はまだ残っております。計

画としては来月、８月で全林班を回る予定でございます。森林組合も境界の明確化の

杭を打っていくので、それが全部済んだらどういう木を育てるか方向性をしっかり見

据えていきたい。さし当たっては、布引林班のシデノ木原林道を早急に改修していた

だけたら、森林組合も管理がスムーズになると思います。私も長く管理人をしており

ますが、すばらしい林になっています。特に下馬野林班が間伐でも木が太いので何と

か搬出をしていきたい。数十年前までは皆伐をして植替えをしていた。 

会長 皆伐すると育たない。ありがとうございました。原生林の所は順調に行けましたか。 

管理人 布引の森との境界は、広葉樹の所ばかりだが杭が打ってあったので何とか確認が出来

たが、布引の森と奥馬野と木原の境界は不明です。 

会長 委員と木原造林に出て来てもらい、境界確認をすれば良いのでは。 

管理人 支所から頂いた地図でも、木原さんと自衛隊基地と道路との所が細かい財産区の土地

になっている。電柱の敷地料もいただいている。 

会長 道路が出来たので境界が分断されている。 

管理人 そういう所は杭を打っていないのでわからない。 

会長 昔大山田と久居が境界で問題になっていた。そこの境界まで行くだけでは。 

委員 境界の尾根の一番上は自衛隊の土地で、売却した時になぜかいっぱい分筆してある。

自衛隊、財産区、布引生森と混在している。なぜ細かく分かれたのかわからない。 
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会長 道路に売却したので分かれたのでは。 

委員 元は一筆の土地ですが、なぜかわからないが財産区の土地も細かくある。道路は出て

いない。 

会長 そのような事で管理人さんより説明がありましたが、一部財産区の山の中で、木原造

林さんの土地があるらしいのですが、一度管理人さんで境界を確認いただいてから、

木原造林と立会いしていただければと思います。あと、奥馬野区との境界もはっきり

させていただきたいと思います。森林組合さんにお世話になって境界確定については、

２９年度に布引林班の所をしますが、管理人さんの調査が一段落したら、関係者の人

に来てもらい確認をしたいと思います。その後境界が確認出来次第、森林組合と立会

いしていただき調査を進めていくよう調整をしていきたいと考えています。先程も言

いましたが、水源林造成事業で森林研究・整備機構との分収林契約をしてある、布引

林班の上のほうで去年の残りをしていくという事で間伐をしてもらいます。主な２９

年度事業という事になります。３０年度に布引林班の提案型施業という事で搬出間伐

をしたい訳ですが、道路がどうなるかとの課題もありますし、それ以外の所ではこの

秋に管理人さんの意見を聞いて、森林組合と調整を行い具体的な計画作りをしていき

たいと思っています。林道の整備につきましては補正予算が計上されれば、こちらも

負担金として補正予算に計上し、橋を改修しその上の道路も補修していく計画をして

いく。本年度はこれでよろしいか。 

事務局 よろしいです。 

会長 本年度の事業について予定しておりますので、よろしくお願いします。他にこのこと

についてご意見はございませんか。今年の事業についてはご了解をいただけましたか。 

委員 はい。 

会長 次に、財産区有林の管理については先程の説明のとおりですが、今年管理人の皆さん

方で境界を確認いただいているので森林組合の調査もスムーズに行くと思います。あ

りがたいと思います。分収林契約をしている山でも、皆伐をしないようにと言われま

す。それは木が育たないので、大径木を作るか複層林、ちょっと日の当たる所につい

ては部分的に植栽をして、いわゆる大きい木と小さい木の複層林にしていこうと。針

広混合林、針葉樹と広葉樹を混ざった山に出来たら一番良いと思いますが、国の方へ

聞いてもこれが良いという返答がありません。方向性として思うには、大径木を作っ

て複層林かなと。皆伐する事はもう無いのではと思います。 

管理人 下馬野林班の木はよく育っているので、搬出しても良いのでは。 

会長 そのためには、道路が必要となる。しかし、間に個人の山がある。 

委員 県道から区有林までに２，３０ｍ間は個人の山を通らねばならない。軽トラで通れる

道はある。２ｍ５０cm 程の道路なので２ｔ車なら通れるが、搬出するなら４ｔ車が通

れる道がほしい。 

管理人 採石場の上を通っている道があるが、あれを広げたらどうか。 

委員 あれは区有林の中で止まっているが、道路を広げるには勾配がきついので出来ない。

４輪駆動の車でないと走れない。 

会長 地権者にお願いして道路を広げるしかないのでは。 
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管理人 その道路なら容易に搬出は出来ると思います。 

会長 個人の山を通ってでも搬出道路をつけていかなくては何も出来ない。山も田みたいに

管理出来なければ委託して下さいと法律が変わると思います。そうでないと災害を防

止する事は出来ない。財産区有林の管理については管理人さんのお世話になりまして、

ありがとうございます。これから暑い時期が来ますが、体調管理には十分気をつけて

熱中症にならないようにしてご活躍をしていただきたい。山の方向性としては、たち

まち大山田地区として大きなお金が掛からないという事で、永遠に管理をして少しで

も大きい木を残していきたいと思います。今年は１１月にさるびの温泉で、トレイル

ランニングと言って山を走る競技が開催され、トレイルランニングクラブというのが

主催で、全国規模の２００人から３００人が参加する大会です。さるびの温泉から富

永経由で西教に上がり、西教から霊山へ行き最終は油日岳へ行って帰ってくる５０km

程のコースです。西教の上で獣害柵が設置してある所を走るという事で、先日山田の

自治協で３ｍ幅の４００ｍ程草刈りを行いました。富永の道は中電の点検道路ではな

いですか。 

管理人 途中までは林道ですが、上の方は点検道路を使用している。 

会長 草刈りの延長が長ければ、管理人さんにお世話になるかと思いましたが、自治協等で

２０人程いましたので草刈が出来ました。山を活用してイベントをするのは宣伝にも

なり良いと思います。日本で一番大きいのは糸魚川から駿河湾までの８日間掛かり行

うそうです。このような事があるというのをご報告させていただきます。他にご意見

はございませんか。無いようですので報告事項という事で事務局よりお願いします。 

事務局 報告事項という事で、三重県水源林造林推進協議会第５４回通常総会開催について、

資料Ｎｏ.４のとおりですが、豆本会長と増岡で出席させていただきます。以上です。 

会長 ありがとうございます。これは毎年分収林の事については、水源林造林推進協議会へ

加入しなさいという事で、加入し、通常総会が行われます。今年は会費が高くなって

いると思います。去年の事業量×何％となっているはずなので。何も事業していない

時は定額ですが、請求はまだですか。 

事務局 まだです。 

会長 去年間伐で３百万円程事業をしているので、それの何％かプラスされてくると思いま

す。 

事務局 総会の時にわかると思います。 

会長 そう思います。中村区でも会費が上がりました。また総会の時聞きます。他に何かあ

りませんか。他に無いようですのでこれで終わりたいと思います。本日は午後からの

お忙しい時にお集まりいただき、長時間にわたりましてご意見を頂戴しありがとうご

ざいます。また色々な提案がございましたら、おっしゃって頂きたいと思います。本

日は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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