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平成２９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２９年７月１９日(水) 午後１時３０分から午後２時１０分 

出 席 者  管理会会長、委員６名 

三重県伊賀農林事務所 森林保全課 南課長 

農村整備課 井上係長、松井 

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。皆様あらためましてこんにちは、今日はたいへん

暑い中、またお忙しい中平成２９年度第１回島ヶ原財産区管理会にご出席いただき

ありがとうございます。 

会議に入ります前に、この会議は公開となっておりますので会議途中であっても

傍聴を希望される方がありましたときは許可をすること、また議事録を作成する必

要がございますので録音をさせていただくことをご了承お願いします。 

それでは会議次第に沿いまして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、天気予報によりますと梅雨も明けたようでありまして、これ

から本格的な酷暑になると思います、みなさん健康管理に充分ご留意賜り夏をのり

きっていただきたいと思います。 

これから議事に入っていきますのでよろしくお願いします。 

 

(事務局) ありがとうございました。それではこれ以降の進行につきましては管理

会条例に沿いまして会長の方で、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、そ

して実りのある会議にしたいと思いますのでご協力をお願いいたします。 

本日の出席委員は７名でありますので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いて、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ます。たいへん恐縮ですが今回は、山委員さ

んと川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) 了解しました。 

(会長) 了解の発言をいただきましたので、お二人の方には後日会議録の署名をよ
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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。 

報告第１号 大谷地内保育事業と治山事業について、三重県伊賀農林事務所森 

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 大谷地内保育事業と治山事業について 

(県森林保全課)  三重県伊賀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。 

  資料１からになりますが、大谷地内保育事業と治山事業ということで３点載せ

させていただいております。一つ目は今年度施工予定の保育事業、二つ目、三つ

目は昨年度施工してすでに完成しております観節での県単の法枠工の事業と大

谷地内での治山堰堤事業この３点を説明します。 

  まず本年度の保育事業ですが平面図の赤い部分が保育事業を実施する場所に

なります。保育事業ですので実施する内容としては本数調整伐といい、３０％前

後の間伐を行います。杉、ひのきの森林を放置しておくと木も細ってきて土地も

痩せてきますので、木も育たないし森林の機能に悪影響を及ぼしてきますので、

治山事業という国の事業によって公共性のある森林機能の回復ということで実

施させていただきたいと思います。もう少し広い面積と思っていたのですが、昨

年、一昨年に実施した災害緩衝林整備事業で、谷沿いについては幅５０ｍ当たり

は施業が済んでおりますので、それを除外して、赤い印で塗ったように施業した

いと思います。これで６.０９ｈａ程ございます。実施時期は測量が終わりまし

たので、９月には発注したいと思います。工期は４～５ヶ月位で年度内には完成

する予定で計画をしております、３枚目にもう少し詳しく載っていますがこうい

う形になります。今年度施工する保育事業としては以上になります。 

  次に昨年度実施しました治山事業の工事を説明します。一つ目が平成２８年度

自然災害防止事業（県単）第上―１号工事（観節）になります、観節地内で実施

しました。まず一枚めくっていただきますと施工前の写真の全景があります、台

風その他で斜面が崩れました、これは三国越林道の南側の斜面になりますが、林

道から見下ろすと幅１０ｍ、縦５～６０ｍという大きな災害がありまして、そこ

に施工しました。２枚目は災害で崩壊したところのアップの写真です。４枚目に

完成の写真がこれになります。平成２８年１０月に完成しました、法枠工といい

ますが白い部分がコンクリートになっておりまして、間の茶色い四角の部分が種

子の入った基材を吹き付けてあり草が生えるようにしてあります。さらにめくっ

てアップの写真がございます。これらは１０月完成後の写真です。網目が見える

と思うんですが、せっかく草が生えてきてもすぐに鹿にやられますので、上を網
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で覆い鹿の食害を防止するという工夫をしております。さらにめくっていただい

て施工後の今年度６月の状況の写真です、左側が全景になり先ほど茶色かったと

ころが緑色がでてきてます。これは吹き付けた種子が生えてきたものでさらにア

ップの写真をみますといろいろ生えてきているように思います。斜面の下の方が

日当たりが良くてよく生えてきていますが日陰のところは少し生えにくい状況

になっています。ただ順調に種子が発芽して緑になっていっている状況です。 

次に３点目で、大谷地内の復旧治山事業で行いました谷止工、いわゆる治山ダ

ムを施工した完成の現場がこの写真になります。次の平面図の三角形の赤い印が

この現場です。その前後に三角形の印がありますが過去に実施した谷止工になり

ます。この数年間でこの谷に９基谷止工を実施してこれが最終年度の施工になり

ました。これで一応落ち着くわけですが、この写真を見ていただきますと谷のと

ころに茶色い棒が４本建っていますがこれは他の堰堤とは少し違い上流から流

れてくる流木をここで食止めるという役目を果たしています。他の堰堤は土砂を

止めて今回実施したものは流れてくる木を食止めるということで施工してます。

これをスリットダムと言うのですが、これで完成です。あと構造図も付けていま

す。以上３点説明させていただきました。よろしくお願いします。 

(会長) それでは、今説明していただきましたがこの点につきまして質問等あれば

お願いします。 

  よろしいですか、それでは質問がないようですので次に進みます。ありがとう

ございました。 

 

(2) 報告第２号 林道「三国塚線」開設工事の進捗について 

(会長) 次に、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

整備課から説明をお願いします。 

(農村整備課)  失礼します。農村整備課の担当させていただいております井上です

よろしくお願いします。工事を担当しております松井です。 

 それでは資料２の見出しをつけてあります資料で説明をさせていただきます。ま

ず１枚めくっていただきましてＡ４横書きの計画書の資料がございます。三国塚

林道の開設工事につきましては平成２１年度から着手をさせていただいており

ます。表に示させていただいているとおり今年度最終 1,500 万円の事業費、一番

下に書かせていただいております平成２９年度でございますけれども開設延長

１３２ｍをようやく今年度で完了する見込みとなりました。予算の方も今年度内

示で最終の 1,500 万円付いているということなので、これが減ったりすることは

ないということで今年度最終年度となっています。 

  施工箇所につきましては、年度割、平面図（１）から平面図（４）まで付けさ

せていただいているのですが、最後の平面図（４）で青色の着色部分がすでに完

成済のところでして、平面図（４）の最終１３２ｍをもって完了です。現在発注

手続き中で７月末に入札、来年１月末から２月上旬を完成で工事の進捗を計って
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行きたいと思います。工事としては今年度中には終わることになります。また、

林道台帳にも工事完了後は一つの林道として掲載される路線になりますので森

林施業等々山の利用に活用いただけたらと思います。それと三国塚林道の進捗と

は別に施工計画図年度割をご覧いただきたいたいのですが、その中に左側の三国

越林道から三国塚林道ということで１，８００ｍ進めています。今年度Ｈ２９と

書いてる緑色の部分で終了になるんですが、当初の三国塚林道の開設事業に、右

側にあります大谷猪ノ谷線の作業道もありきで林道として進めさせて頂いてい

る事業です。道路の規格としては三国塚林道は３ｍの幅員で道路の施工を進めて

いるのですが、この先一旦落として作業道なりどういう形になるのかということ

を、今年度来年度にかけまして県や、いろんな機関に補助事業もあるので、どう

いった事業で進めていくのか、この山の活用をしていただける道路をつくれるの

かということを含めて改めて計画なり検討をしていきたいと思っていますので、

その辺につきましてはまた管理会にその都度ご説明をさせていただきたいと考

えておりますので今後ともよろしくお願いします。以上です。 

(会長) 今説明をしていただきました、これについて質問がございましたら、お願

いします。 

(委員) よろしいですか、三国塚線の先線、大谷猪ノ谷線というのは計画の状態で

すね。 

(農村整備課) 計画の状態です。 

(委員) 終点はなぜここですか。 

(事務局) 池のところです。 

(委員) 終点は池ですか。 

(事務局) 桧尾之池です。 

 上のラインの終点は桧尾之池です。 

(農村整備課) 上の点線が先線です。 

(委員) 実線はなんですか。 

(農村整備課) 三国塚林道を作ったときの効果として他に道がないか出したもの

で今回の議案には関係ないものです、紛らわしくて申し訳ありません。 

(会長) この点線の行きつく先が桧尾之池ですね。 

(委員) 三国塚線と同じ様に県境を走るというルートですね。はい、ありがとうご

ざいます。 

(会長) 他にございませんか、質問がなければ次の事項に進みたいと思いますが、

よろしいですか。 

ありがとうございました。 

 

(同意事項) 

(3) 議案第１号 平成２８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 



 

5 

 

(会長) 次に、議案第１号 平成２８年度島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算につ

いてを議題とします。事務局から説明をお願いします。 

(事務局) 失礼します、資料３を１枚開いていただきまして、歳入歳出決算書を説

明させていただきます。まず、歳入から説明させていただきます。 

  1 款財産収入、1 項財産運用収入、1 目財産貸付収入、1 節土地貸付収入では

予算現額 27,148,000 円に対し収入済額が 27,148,100 円になります。ゴルフ場へ

の貸付、㈱ｴﾑｼｰｴｽ等への貸付料です。2 目 1 節利子及び配当金では 502,000 円の

予算に対し 502,220 円の収入です。財産区の積み立てている基金の利子です。

１項の合計は 27,650,000 円の予算に対し 27,650,320 円です。2 項財産売払収入

です、1 目不動産売払収入、1 節土地建物等売払収入では予算現額 1,494,000 円

に対し 1,494,300 円の収入です。㈱道山への貸付用地であったりその周辺の土地

を売却した収入です。 

  2 款繰越金、1 項、1 目、1 節繰越金では 1,127,000 円の予算に対し 1,127,625

円です。 

  3 款諸収入、1 項、1 目、1 節預金利子では 95,000 円の予算に対し 95,260 円

の収入です。これは島ヶ原カントリー建設時に預かっている保証金の利子です。

3 款諸収入、2 項、2 目、1 節雑入では 114,000 円の予算に対し 114,966 円の収

入です。これは土地売払時に、買受人の方から鑑定評価の委託料そして分筆する

ための測量図を作成するために要した費用を負担していただいた分です。 

  歳入合計は予算現額 30,480,000 円に対し 30,482,471 円の収入です。 

  次の頁に移って、歳出を説明します。 

  1 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費、細目 102 一般管理経費です。

1 節報酬として予算現額が 1,498,000 円の予算に対し支出済額が 1,493,837 円で

す。これは嘱託職員の報酬１名分と管理会委員報酬です。4 節共済費 65,000 円

の予算に対し 64,208 円の支出です。7 節賃金 2,240,000 円の予算に対し

2,091,552 円の支出です。これは事務補助員１名分と作業員１名分です。8 節報

償費 246,000 円の予算に対し 246,000 円の支出です。これは弁護士の報償費で

す。11 節需用費 88,000 円予算に対し 72,869 円の支出で消耗品等です。12 節役

務費 9,000 円の予算に対し 8,968 円の支出で郵送費です。13 節委託費 54,000 円

の予算に対し 54,000 円の支出です。これは先ほどの不動産鑑定の委託料です。

19 節負担金 200,000 円の予算に対し 24,868 円の支出です。これは奥田農道復旧

工事の地元負担金です。25 節積立金 8,530,000 円の予算に対し 8,530,000 円の

支出です。基金に積み立てております。28 節繰出金 2,876,000 円の予算に対し

2,875,533 円の支出です。先程説明がありました三国塚林道開設工事の負担金で

す。合計 15,806,000 円の予算に対し 15,461,835 円の支出です。 

  続きまして 2 款財産費、1 項財産造成費、1 目財産区有林造成費、細目 605 財

産区有林造成事業です。4 節共済費 137,000 円の予算に対し 136,846 円の支出で

す。これは山林作業員の健康保険共済費１名分です。7 節賃金 2,512,000 円の予
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算に対し2,270,764円の支出です。作業員２名の賃金です。11節需用費1,451,785

円の予算に対し 617,678 円の支出です。消耗品、燃料費等です。ここで予算額

に端数がでてます、この端数が出た原因として、13 節委託料の方で予算額が不

足したためにそちらへ流用を行ったために端数となっています。12 節役務費

56,000 円の予算に対し 55,110 円の支出です。車検の費用です。13 節委託料

4,064,215 円の予算に対し 4,064,215 円の支出です。15 節工事請負費 6,211,000

円の予算に対し 5,252,040 円の支出です。奥田林道の復旧と三国塚林道の法面復

旧です。16 節原材料費 60,000 円の予算に対し 11,460 円の支出です。18 節備品

購入費 65,000 円の予算に対し 64,800 円の支出です。高枝切りチェンソーを購

入しました。27 節公課費 7,000 円の予算に対し 6,600 円の支出です。車検の重

量税です。小計としては 14,564,000 円の予算に対し 12,479,513 円の支出です。 

  次の頁、3 款公債費、4 款予備費につきましては支出がございません。 

  以上歳入合計 30,482,471 円に対し歳出が 27,941,348 円、差引き 2,541,123 円

は平成２９年度へ繰越すことといたしております。 

  ご審査いただきますようお願いします。 

(会長) ただ今説明をしていただきましたが質問等ございましたらお願いします。 

  積立金の平成２７年度の 14,867,000 円が平成２８年度が 8,530,000 円に

6,337,000 円減っているのはどういうことですか。 

(事務局) 財産造成費の工事請負費で使っていますので、積立てる額が少なくなっ

ています。 

(委員) 工事請負費というのは、工事発注という意味ですか。 

(事務局) そうです。予算では請負費です。 

(委員) 実際は発注しているのですね。 

(会長) 他に何かございませんか。 

  質問がなければ、同意しましたということでよろしいですか、それでは同意し

ます。 

  その他で事務局からありましたらお願いします。 

(事務局) こちらではその他の方はありません。せっかくですので皆様方の方から

平素からの疑問なりご意見を頂戴できたらと思います、いかがでしょうか。 

(委員) 三国塚線とその先線の件ですが開設している位置が滋賀県との県境であ

るということは、結局林道開設によって両側の地権者が役立つという発想になる

のですが、滋賀県沿いにしなければならなかったという理由は、単純に尾根であ

って、勾配がゆるいからあそこにしか開設できなかった、それを中腹にもってく

ると切り盛りが増えるという発想だったんですか、さらにその先線もやっぱり滋

賀県境を桧尾之池まで行っているのでその辺のところをふと思うわけです。 

(事務局) 片側の滋賀県信楽多羅尾地区にとっても利便性が良くなっています、一

番便利なところ、一番安全なところが選定されていると思います。中腹に付ける

と三国越林道が２本できる様な状態になります、それも危険かなと思います。島
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ヶ原財産区の林内作業道として今の選定がベストであったというふうには感じ

ています。 

(会長) 今の道が付くまでは島ヶ原から桧尾之池や大沢池へ行く道は滋賀県を回

って行くしかなかったので、島ヶ原としてはやっぱり自分らの池へ行くのにその

道が欲しかったということやね、自分らの土地を通って、桧尾之池まで行ったら

大沢池まで管理道路が通っているので。 

(委員) この今の開設済みの三国塚線、これを開設することによってたとえば日常

の管理、樹木の切り出しとか役にたっているのですか。 

(事務局) 現在使っております、森林作業員も伐採自体はしておりませんが、林内

の管理道路の整備にこれを使って中へ入っていくことで利便性はかなり上がっ

ております。 

(委員) 最初の方の資料で赤色に塗ってくれてあった、これとは全然離れています

ね。 

(事務局) 桂谷林道から大沢池向いて上がっていく感じです。丁度赤色の真ん中に

細い線があります。桂谷林道の突き当たりから山の中腹あたりを整備していただ

く図面になっています。 

(委員) アクセスはどこから入っていくのですか。 

(事務局) 県から聞いているのは桂谷林道に車を止めて後は徒歩というふうに聞

いています。 

(会長) 伐採ですから、木を切るだけです。 

(事務局) そうですね。 

(会長) 木を出してこない。間伐ですから。 

(事務局) 一昨年、災害緩衝林として整備していただいたんですけれど切った木は

残した木に対して横に寝かしています、土砂が流れてきたのを止めるような状態

にしますということで基本切りっぱなしにしています、使い道があればちょっと

でも下へ出してもらえればという案も持っています。 

(委員) 搬出代金が高いですね。 

(事務局) どこまで出してもらえるかなというのもあるのですが、請け負ってくれ

た業者の判断で下まで出してくれたらそれも売払って収入にできるかなという

ぐらいのつもりはしてしています。 

(会長) 他になかったら今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 
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