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平成 29年度第 2回伊賀市大山田財産区管理会 会議録 

 

日 時：平成 29年 11月 20日（月）9:30～11:30 

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）豆本会長、松本副会長、西尾委員、中澤委員、福持委員、蛭澤委員 

     株式会社シーテック 駒田氏、松村氏、郷氏 

    （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 2回伊賀市大山田財産区管理会を開催させていただきま

す。私、振興課の福永でございます。どうぞよろしくお願いします。それでは会議次

第に従いまして進めさせていただきます。次第の２として会長あいさつという事で豆

本会長よろしくお願いします。 

会長 失礼します。皆さんおはようございます。本日は管理会という事で何かとご多忙の中

ご出席いただきありがとうございます。気候もだいぶ秋から一気に冬になったのかと

いう寒さで、東北や北陸の方では積雪があり、かなりの雪が降っているように報道さ

れていますが、皆様方にはご健勝で色々な事にご活躍の事とお慶び申し上げます。本

日は第２回の大山田財産区の管理会という事で、事項書にございます風力発電事業に

ついて、これにつきましては阿波の北側で、シーテックが計画をされておるようでご

ざいまして、阿波で環境評価等の説明会もなされております。それについて財産区の

山もある程度掛かるという事で、本日来て頂いていますのでこの後説明して頂きます。

また、来年度の予算について計画をご検討頂きたいと思います。そのような事で進め

て参りたいと思いますが、作業員の方々も本年度は境界を歩いて頂いて、もう少しで

全域を巡回する事が出来るという事でございます。それを持ちまして写真も撮ってい

るように聞きますので、その結果を見て森林組合と調整をしなくてはなりませんが、

森林経営計画の中でどういう施業をしていくか、これから冬の間に決めていきたいと

思います。それに基づいて将来に向けた立派な山作りが出来たらと思っております。

先々財産区の山で収益を上げなければならないという事ではございませんが、大山田

村時代から千歳の森という事で言われていますので、大径木を作る方向で長期に育林

をしていく事で進めていければと思います。そういう事でございますので、皆さんに

は色々とご意見や思いを言っていただければありがたいと思います。簡単でございま

すが冒頭のあいさつに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。それではこれにより議事に移りさせていただきます。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。よろしくお願いいたします。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、本日の会議は公開とさせていただいております。議事録を作成しホ

ームページで公開しますので、議事内容を録音させていただきます事に、あらかじめ

ご理解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を会長よろしくお

願いいたします。 
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会長 それでは座ったままで失礼します。３の議事録署名委員の指名について、事務局の方

から提案いただきます。 

事務局 署名委員さんについてこちらから指名させていただきます。大変恐縮でございますが、

今回につきましては、西尾孝典委員と福持久郎委員にお願いしたいと思いますのでよ

ろしいでしょうか。 

委員 はい。 

事務局 それではお２人よろしくお願いいたします。後日会議録に署名をよろしくお願いしま

す。 

会長 それでは４の議事に入らせていただきます。風力発電事業についてという事で、阿波

の方は環境評価の説明会もありましたので、大体ご存知かと思いますが、他の委員さ

んについてはわからないと思いますので、シーテックさんの方から説明に来ていただ

いていますので、入っていただいて説明を聞かしていただきたいと思います。それで

は説明をお願いします。 

シーテック シーテック風力発電部という名古屋の方から参りました駒田と申します。風力発電の

開発を担当しておりまして、私は電気屋でございます。まず自己紹介で駒田と申しま

す。よろしくお願いします。 

シーテック 同じくシーテックの地域対応グループという仕事をやっております。地域の皆さん、

地権者の方とのお話合いを担当しています松村でございます。よろしくお願いします。 

シーテック 同じく地域対応グループの郷と申します。松村と同じ所属です。よろしくお願いしま

す。 

シーテック それでは説明させていただきます。私の方からウインドパーク布引北風力発電事業の

概要について説明させていただきます。（詳細について説明） 

会長 はい、わかりました。クリーンエネルギーが入るということ、地球温暖化防止の一役

になるという点では認識しているところでございます。実際に笠取の方でも実績を上

げられている、当財産区の山の管理にも道路を使わせていただいているという現状も

あります。お互いに調和をとっていけたらと思うところでございます。これについて

一つお聞きをしますが、この証明書書式についての依頼文書等はありますでしょうか。 

シーテック 前回判子のついた資料をお渡ししてあります。 

会長 はい。これに基づいて、この依頼状を作るということで、わかりました。それではこ

れから皆さんと協議をさせてもらいます。土地につきましては伊賀市の物ございます

ので、伊賀市とも調整をさせていただいてお返事をさせていただきたいと思います。

何か、折角の機会ですので、委員で風力発電事業に関する、新たに作るもののご質問

とか確認されることがありましたら、ご発言をいただきたいと思いますが、いかがで

すか。 

委員 シーテックでこの前風力発電の羽が折れましたよね。 

会長 羽が折れた、取れたというものですね。 

委員 あれの原因は何でしたか。 

シーテック 過回転です。羽というのは止まるのですが、風が強く吹くとブレードをスルーにして

風を避けて止まるようになっていたのですが、その設定がうまくいかず、急激な風、
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４月の突風が吹いたことで制御がうまく効かずに過回転で落ちてしまったという事象

でございます。その対策についてはメーカーも含めて、国の審査を受けて対策を実施

いたしまして、メーカーの対策、国の指示に基づいて対策を行いましたので、再発は

もうないと私どもは自負しております。今後二度とご迷惑をかけることのないように、

風車メーカーの選定、それからその後国の風力発電所を作るに当たり、国の強度設計

に関する審査が新たに付加されました。台風、局地風速、地震なども含めて風力発電

を設置するにあたっての厳しい審査をもう一つくぐり、二度と同じ事を繰り返さない

ようにしていきたいと考えております。どうかご理解を。痛い目にあっているのは私

どもも重々承知しておりまして、皆様にご迷惑がかからないようにしていきたいとい

う風に思っております。 

会長 他にありませんか。 

委員 伊賀市に聞きたいのですが、今動いてる現状の青山高原。奥馬野地区、中馬野地区、

坂下地区で設置されているところがあるのですが、噂で一つ聞くのは、普通の日には

低周波は聞こえないが、梅雨時のじめっとした無風の時に中馬野地区で低周波の音が

聞こえる人もいるということを聞きます。もう一つは工事をしている最中に道などの

法面の削った関係や保水力も無くなったので、各下の井堰については泥水が来て、堰

の崩壊、それから川の道筋が変わってしまっていると聞いているのですが、そのよう

な苦情や報告は伊賀市の方、現状何か聞いておりませんか。 

事務局 特には無いです。 

支所長 直接、聞かせてもらってはないです。 

委員 直接聞いていない。 

事務局 はい。 

委員 自分も布引ですので色々な人と接するのですが、普通の日には聞こえないが、梅雨の

じめっとした日、無風の日に低周波が聞こえるというのと、下の井堰について、色々

な工事をしている最中に山の保水力が無くて、川の水路の動きが変わってしまったた

めに、今までにない災害が起きてくる。水量も多くなっているのも確かですけれども。

それもちらちら聞いているので、そういうことは何かないかと思いますけども。もう

一度そのあたりをもっと聞いていただきたいと思います。 

支所長 また後で詳しく教えていただきたいと思います。 

委員 はい。 

委員 それでは関連してですが、今度建てられる発電所も同じことがありうるということは

ありますか。水の流れなど、その辺りもまた考えていただいていると思うのですが。 

シーテック まず、ご心配になられているところがどのようになっているか、まずは伊賀市様にも

含めてお伺いをして、この地域においてどういう影響があるのか、２年間に渡って調

査をしてまいります。その調査の内容についてはしっかり地域の皆様にはご説明させ

ていただきます。それから低周波に関してでございますが、低周波は、超低周波とい

うものと低周波というものと分かれます。100Hz という周波数があるのですが、100Hz

よりも低い周波数、今少し配らせていただいていますが、20Hz から 1 と書いてありま

す超低周波音というのは人間では聞こえません。20 から 100Hz というのは年齢によっ

て差がありますが、私はもう 50 から 60Hz は聞こえません。若い人だと聞こえる人も
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います。低周波という音は自動車からも出ています。それから川からも聞こえます。

海からも、風が吹いても出ておりますので、一概にどこから低周波が出ているかとい

うのは私も良く分かりません。ご心配になられているようでございましたら、弊社に

は低周波計がございますので、実際に風車を止めて、どれくらい低周波が影響してい

るのか、実際ご覧いただくことも可能でございます。ぜひご案内させていただいて、

風車がどの程度低周波の影響をしているかというところもご見学などのご予定をいた

だければ、ご説明をさせていただきます。最近、環境省が新しい風力発電から発生す

る騒音に対する指針というのがこの５月に出まして、超低周波音と低周波音という形

で区分けをしました。一応超低周波音というのは聞こえない音なので、全国の風力発

電施設の調査結果ではこの超低周波音については聞こえない音だから、この環境影響

評価から除外してもいい。しかしながら低周波音というのは聞こえる音ですので、こ

の内容についてはしっかり環境影響評価の中で調査せよ、という風に明言を指針の中

でされております。具体的な測定方法もマニュアルが出ましたので、風力発電施設か

ら出る音については、しっかり新しいルールに基づいて調査をすることになりました

ので、この新しいルールのご説明も含めて、皆様方にご提示ができると思います。よ

くご心配いただくのは、低周波が来て窓ががたついたとかですね。そのようなご心配

の声をいただくのですが、風力発電施設からはそういうものは出ない、というように

こちらにも記載されています。ヘリコプターの音などあの辺りはすごい超低周波の領

域になっていまして、具体的にヘリコプターが飛ぶと窓ががたがたっといたしますが、

あれがまさしく低周波でございます。実際ご覧いただいて実際どのくらい低周波音が

風車から出ているのかとご説明をさせていただきますので、お時間ありましたらぜひ

ご見学いただければと思います。 

委員 振動は。 

シーテック 結局低周波、音というのは今しゃべっている音も空気の波です。聞こえない波が来た

時に振動として窓をがたつかせたりするということなので、周波数によって違います

し、温度によっても違いますし、山があって遮蔽するによっても違います。なかなか

一概に言いにくいところもあるのですが、実際ご心配になっているところでどうなの

かというのはご説明が出来ると思います。実際に見ていただいて。 

委員 マスコミなど様々な部分で不安を煽る情報もあります。実際人によって異なることも

含めて、この当地域でも体に少し影響があると言う方もいます。これは医者レベルで

も分からないこともあると思います。人の不安というのは、必ず出てきます。特にこ

の前一番近い民家まで 1.1km と言っていました。どれだけ説明しても、人の心という

のはわかりません。ヘリコプターはその瞬間ですが、毎日というのは積み重ねがあり

ます。私も専門ではないので分かりませんが、山の様々な位置や川のこともあるかも

しれません。そういう不安が必ず出てくるということを、最初に考えていると思いま

すが、もう一歩考えていただきたい。何かあれば対応してお金で解決するということ

ではなく、前もって積極的にしていただきたい。区長を集めて、区の集議所に集まっ

てもらって説明して終わり、その程度ではなく、もう少し具体的に質問をされている

人もいたと思います。戸別訪問のような感じで、行かれるくらいの丁寧さの方が、企

業として、個人的にいいのではないかと思います。というのも、ここ十何年、活動な
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どに行かせてもらい、ウインドファームで働いている方々がとても配慮していただい

ているのが目に入ります。ここに書いていただいていますが林道など地元に多くメリ

ットがあると思います。正当に地域の人に伝わるためにはもう一歩進んでいただきた

い。説明会に来る人は一部の意識ある人などで、本当にそこに住んでいる人の声が聞

き取れているかはわかりません。その人達はやはり出向いてもらわなければ難しいと

思います。区長というオブラートを通すのも限界があるので。折角これだけ丁寧にさ

れているので、特にあの辺り近くの地区の方に直接行かれた方が良いのではないか。

所詮これは法律的な部分で十分分かりますし、これだけ説明するのは大変だったと思

います。そうではなく、それはそれでよく分かりますので、あそこに住まわれる方は

必ず不安を持っているという前提で公布される方が将来的にはいいと思います。今、

笠取に行かれている人は環境に配慮していると思うでしょう。旧笠取の他の道を見る

と、絶壁でもつけられている。普通に市では無理です。行政ではあれだけのお金はな

いし、道をこれだけ切り開いていくという器量もないでしょう。営業の強い力を感じ

ますし、いない人もメリットは感じるはずなので、そういうことで考えてくださった

らと思います 

シーテック 以前の説明会でもお話させてもらいましたが、これから調査をして、その調査の結果

が予測評価になる所もありますけれども、それはこのアセス法ではなく地域の皆様へ

の説明会ということで計画をしておりますので、適宜させていただきたいと思ってい

ます。 

委員 どこかに集めて説明会するだけでは様々な所でうんざりしている人がいるので、結果

的にお金を使うのであれば、その方がいいと思います。ただ行政で対面的を保つので

あれば、そういういくつかの方法、手続きが必要だと思います。 

シーテック はい。区長様と少し調整しながらこれから。 

委員 区長はどんどん変わっていくので、区長の意識にも違いはあります。窓口はそれで良

いでしょうが、こちらを通してもう少しさせてもらったらと思います。 

シーテック わかりました。 

委員 ただ、さっき言われたことを参考にして下さい。先ほどのは奥馬野ですが、阿波地域

にも下に川がありますし、必ずこの様な環境ですので、色んな山崩れが想定以上に起

こると思います。そこにこの工事が入るのならば、どれだけ綺麗な道を作って横を工

事しても、人間の力には限界があります。これだけ短時間で上げてくる時代ですので、

壊れたら直されてすぐに対応されると思いますが、普通山が崩れたらもう直してもら

えません。自分達はお金がないですし。そのことを考えると、この辺りの山としては

ありがたいと思います。 

シーテック 笠取で、土砂崩れなども少々ありまして、非常にトップからお叱りを得ております。

土砂災害のない設計をしていこうと思っておりますので。 

委員 それは無理ですが、後が大事です。 

シーテック はい。 

委員 例えばそこの川にせせらぎ運動公園というものがあります。自然の音というのは、人

によってはうるさいと思う人もいますが、癒される音です。ですが人工的に作るもの

は、ただ出てくる音なのでそれが癒される音に聞こえない。どうしてもあのせいじゃ
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ないか、という風に思われる。ただいま先生が言われたように、やはり本当にきちん

とされていかないと、絶対そのせいにされる。 

シーテック それは重々肝に銘じております。 

委員 今思われている以上にそういうことはあるので。本当に間違った情報も多く耳に入っ

てきます。 

委員 あんな近いところにあるのかと。この辺ですから、影響はありませんが。 

委員 それに気付かないのなら、あなたがそこに住めばいいと言われる。よっぽどしていた

だいた方が。また基本的に管理する人にとって山は値打ちがないですが、道が出来た

ら嬉しいと思う人もいると思います。ただ、何か問題があったらお金を出せばいいと

いうような発想ではやめていただきたいですね。もっと前もってやって、どうしても

だめだった時の最後の手段としていただきたいと思います。 

会長 他に何かありませんか。よろしいですか。笠取のところで９０基ほど運営されている

中で色々なことがあったと思います。ですが、現在の計画の土地、地域については、

川の砂を見ていると、おそらく花崗岩の風化した真砂土が近いという風に思います。

それについてはやはりなかなか栄養分も少ないですし、割とよくしまる土地ですので、

木の根も刺さない。あとで植栽してもなかなか根が刺していかない、栄養が貧栄養で

育成が悪い、というようなことは後の緑化の時にも色々と口になさっていることだと

思います。寒い地域ですので、凍てあげ等によってこれから冬、春先はだいぶぼろぼ

ろと落ちてきて法面が安定しないということもあろうかと思います。そういう面では

かなりの土砂が大雨、２０１４年の台風１１号の時では時間 70mm から 80mm ぐらい。

それから１日降雨量が 350mm くらいというような雨も降りますので、やはりその辺り

でも、その雨の水を全て受け止めるというのは無理な話ですが、流出しないというの

はなかなか大変なことだと思います。その中では実際この前に堆積している砂は、ど

このものかは分かりませんが、山の上から流れてきたものです。どこの砂かと聞かれ

るとどこの砂かは分からない。根拠も何もありませんが、大きく言うとあの辺りでは

ないかという風な思いをしています。そういうことで、クリーンエネルギーが大切な

ことも分かりますし、地球温暖化防止のひとつでもあるということで、また山林経営

が苦しい中、地元の道路の整備についてはまた協力させていただける部分ではありが

たいことだと思う所もあります。何はともあれ、地域住民と自然と事業とがうまくマ

ッチングをして、皆が「ああよかったな」と言える方向に向かうことが一番だと思い

ます。そういう風に向かって、ご協力いただきたいと思います。本日は説明をしてい

ただきましてありがとうございます。これからまた会議の中で検討させていただいて、

ご返事をさせていただきたいと思いますのでお願いいたします。 

委員 青山高原よりは低いですよね。高さ。 

会長 色々です。 

シーテック 青山高原よりはだいぶ低いです。こちらの方が北ですので。青山高原がだいたい 800m

くらい、こちらが 600から 700です。 

会長 風はあまり強くても機械がすぐ壊れるだけで、稼動する日が少なくなるだけ。そよそ

よした風がずっと吹いてないといけない。 

シーテック 6mから 8mくらいの優しい風が一年中吹いているくらいがいいです。 
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委員 日本で一番大きいのではないのか。 

シーテック 日本で一番大きいです。 

委員 それをまたプラスするということですか。 

シーテック 限られたこの地域になります。三重県ではもう後はないです。全国的に陸上はもう。 

会長 滋賀県の右側はどうですか。御在所などの西側。 

シーテック あそこは鈴鹿国定公園になっていまして、それと尾根が急峻なんですね。それと送電

線がないです。 

会長 茨川があって藤原の西側の所にも送電線が通っていますが。 

シーテック あれは 500,000Vなんです。とても 500,000Vと 275,000Vは手が出せないのです。お金

がかかるので。 

会長 変電所が大変。 

シーテック はい。こちらはたまたま国定公園、室生、青山、亀山、こちらの西教山と霊山は国定

公園なんですけれども、こちらは公園にはなっていないです。 

会長 まあ出来るのであれば、１号線の鈴鹿峠くらいまでの間ですね。 

シーテック あそこは国定公園なんですよ。 

会長 なっているんですか。 

シーテック なっています。鈴鹿峠までは国定公園です。 

会長 こちら側、伊賀との間。名阪と１号線との間は。 

シーテック その間はぎりぎりまだです。 

会長 甲賀の方も。 

シーテック はい。 

会長 はい、ではそういうことで説明を聞かせていただきました。これからまた皆さんと協

議をさせていただいてお返事をさせていただくということで。ありがとうございまし

た。 

シーテック 貴重なお時間ありがとうございました。 

一同 ありがとうございました。 

会長 はい。今シーテックの方から新しい布引北風力発電事業について、阿波の方に約２０

基余りの風力発電の設置を計画しているということで伝えていただいたのですが、こ

の中で財産区にかかる部分は１基でございます。そのことについて承諾をいただけな

いかということで、我々も財産区も地域は阿波に限定しますので、阿波の皆さんがど

う思っているかということが一番大事なのではないかと思います。先の８日の日に阿

波地区で説明会もありましたので、少しその雰囲気を伝えていただき、自治協議会の

会長とお話をさせていただいて、どんな様子かということを聞かせていただきました。

先ほども委員から土砂が流れてくる、水の流れが変わった、それから低周波の音がす

るなど色んなご意見もありましたが、山林経営の厳しい中にも大きな指針も含めて推

進していけたらいいのではないかと。その辺りの対策はきちんとしていただいて、自

然と調和する形で進めていただけるとありがたいというようなことと感じさせていた

だきました。そんな中で本日はこのことについて、そこにもひとつ付いていますが承

認依頼ということで、土地につきましては伊賀市のものでございますが、関係の管理
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等につきましては財産区でやっております関係で、うちで発議をして市へお伺いをい

ただき、了解を得て、賃貸借契約ということになるのであればそういうことになると

いうことですか。事務局、それでよろしいですか。 

事務局 そういうことです。 

会長 そういうことですか。 

事務局 まずは書いていただいて。 

会長 山林経営上どうするかということですが、土地を貸すと言うことは、伊賀市とも協議

をさせていただかないという所だと思うので、それについては伊賀市の決裁をもらっ

てということになる。 

事務局 そうです。 

会長 そういう流れになるかと思いますが、委員のそれぞれのご意見はいかがでございます

か。金額的にはかなりの金額が阿波へ落ちるのだろうと思います。大きい地主もいて、

他の山でも奥の方は不在地主の人が多くいますね。 

委員 いるのかわからない。 

委員 ２０基の内、１基が財産区で残りの１９基ぐらいは。 

委員 地権者のところ。 

委員 個人や区有林であれば区有林。 

会長 区山もあるだろうけども。 

委員 あるのか？個人ばかりではないのか。 

委員 大方個人だけども、会社持ちがあるのではないか。 

会長 ああ、会社持ちがある。 

委員 会社もあるのか。 

委員 はい。 

委員 あんな所にあるのか。 

委員 三井造林があります。そこにあれが建つか建たないかはわからないが。 

会長 まあ、それはそれで。これだけの道路網をつけていただくと、今も馬野のシデノ木原

線がだめなことについては風車の道路を少し利用させてもらって、水源林整備事務所

の分収林の作業をしていただいています。今年も間もなくまた残りの分をがんばって

いただくということで、シーテックにまたお願いをして入らせてもらうということに

なる訳ですが。そうやって道路網を利用させていただいて仕事をすることもあります

が、そういう面でも、個人の人の管理など様々なことよりも、やはり最低車が行く所

でないと管理ができないというのが現状だと思います。 

委員 心配なのは、今会長が言われたように、山に行く人がいなくなる中で、今まであまり

値打ちのなかった山にお金が入ることによって人の心が荒れること。欲得だけで自然

を考えて、自然の言葉を使って実際腹の中を見たらお金が儲かったからいいではない

かという。先祖から伝わってきた山を大事にする所から出発した考えならいいのだけ

ど。残念ながら現実は自分も含めて、値打ちはないし山にも行かないと、自分の所の

山も行っていないので分からない。急にふって沸いた訳ではないですが、お金が入っ

てくる形で来た時に、子延の人の心が荒れないようにしていただきたいと思います。
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財産区としてはここの面積がそんなに多くなくっても、そこへ行く道が今よりはすご

く整備されるということで、それを考えても財産区にとっても、あそこの地域の色ん

なことを考えるにはプラスになると、私は反対する理由はないということで今聞かせ

ていただいていました。 

会長 本当に誠意を持って会社が環境保全に努めてくれるかという所が一番の問題だと思い

ます。阿波は三重県と高知、それから鹿児島、あの辺りは全国有数の豪雨地帯なもの

で、かなりの雨が降ると思います。その点だけ念頭に置いておいていただきたいと思

います。そのようなメリットもあるし、少し大変な所もあります。阿波の人の中には

お金が入る方もお見えになると思いますが、その格差が出来るのを心配されていまし

た。全体的には山の経営が苦しい中ありがたいことというよりも、温暖化防止という

クリーンエネルギーの主旨にも賛同し、お互いに了解出来る範囲で進めていきたいと

阿波の会長方からも聞かせていただいて、推進して行こうという方向に向いてきてい

ます。僕が一番心配したのは、財産区だけが先に頷いてしまって、阿波で反対される

のは困るなと。それでは困るので、やはり阿波の雰囲気を見てこないと、こちらだけ

で結論を出す訳にはいかない。被害や色んな災害を直接受けるのは阿波の人なので、

やはり阿波の意向を大切にしなくてはということで、その辺りを確認しました。その

中でこの風力発電事業について、いわゆる賃貸契約ではありませんので、ただ特措法

における事業認定を受けるための承諾書にご同意をいただけるか、いただけないかと

いうことでございます。皆さんいかがですか、同意をいただけるということでよろし

いですか。賛成、反対、色々あろうと思いますがいかがですか。 

委員 阿波の人に合わせておけば。こちらだけで反対でも賛成でもしかたがない。 

委員 合わせても構わないですが、今少し阿波の人に聞くと、個人持ちの人が多いというこ

とです。個人持ちから考えると、財産区は公共的なものですよね。個人の人から考え

るとお金は入るけれども、阿波を全体から考えた時に、唯一冷静になって考えるのが、

たとえ１基であっても財産区ではないか。自分達に課せられる気持ちは一番重大では

ないかと思います。阿波の区山や阿波の様々なところの公共で持っている山が多く、

阿波自体が賛成であるという意見であれば別になびいても構わない。個人山が多いと、

進入路など全く違う方向から協力してもらわないといけない人も多くいる。その中で

阿波地域全体を考えた時に、唯一財産区自体が冷静な考えを出す位置にいるのではな

いか。そこから考えると、期限を見ると１１月末と書いてあるものがあり、阿波でも

説明会はあったようだが、そこがポイントになってくるのかと思っている。ただ説明

会で良いと言った時にはお金が入ってくる人は賛成だと、しかし本当に考える人はど

ういう意見なのかというのは、ここで財産区として腹を決めなくてはならないと思っ

ています。公共的なところはこの４０基でどのくらいのものですか。 

会長 １基だけです。４０基の内２１基が阿波で、あとは津、亀山です。 

委員 その何基かで、阿波の子延で持っているとか、平松で持っているとか。 

会長 それは少し分からない。 

委員 それはまだ自分達の所に下りてきていないので分からない。 

会長 今の計画も、机上で図面を見て図面や写真などで場所を置いただけで、現地調査をし

てこれから環境アセスメント、環境評価調査をしてそれから現場調査をして、それか
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らここが立地、施工についてもできるかできないかを判断しなくてはいけない。 

委員 場所が分かっていない。 

会長 場所がきっちり確定した訳ではないので、こちらも必ずここに建つという事では、机

上では計画になっていますが、実際の時はここが外れる、施工上こんな場所はだめだ

と道をつけるのにつかないということがあれば、場所が変わるということなることも

あるでしょう。その上で全体的な雰囲気として捉えた中で、これを参考にしてもらい

たいと。実際には、環境に全く影響を与えないかというとそんなことはないと思いま

す。環境基準というのは定められていますが、今まで川の水でも、音でも、何もなか

ったものが汚れる、音がする様になる、加わるということは絶対だと思います。です

が、環境基準の中ですが良いとなると、例えば淀川の水でも枚方の方の水と、阿波の

水と、源流の水では水の質がだいぶ違いますが、淀川の水でもきちんと大阪市の水道

部はその水を使って上水道を作っています。それは環境に合致している水だというこ

とですね。その範囲内ではかなりの差があるので、絶対出さないでいろいろと言われ

るとそれは無理だと思います。折り合いのつくところで、地域の活性化といわゆる産

業の発展と自然の保全が上手くバランスを取れた方向で進めていけたらと思います。

これまでも一時的には土砂が流れ出て泥淵の頭首工も砂ばっかりで埋まって浚渫をし

てもらったこともあります。その土はどこの土かというと、他の所で崩れている所も

ありますし様々なこともあるので、それが全部風車の方かと言われると、それはなか

なか難しいところもあるかと思います。工事期間については多少辛抱しなくてはなら

ないことがあるかもしれませんが、それはそれで法面の整備、植栽等緑化についてか

なり苦心をされていると思います。植栽をして、鹿の害に這わないように網を張り、

崩れて来ないように抑えて、それからまた植栽する樹木もあせびなどを主体にして保

護しながら植栽して緑化されています。それなりの努力をされているのだと思います。

工事が始まってから１０年ほどは時間が必要かと思います。対応していただけると思

っていますので、財産区について承諾をしていけたらと思うところですが、皆さんの

お考えは。 

委員 阿波のことで言われたことは重々分かります。ただこの前説明会があって、まだ直接

話した訳ではないのですが、やはり阿波のあの辺りの関係の人は一番真剣に捉えてい

るはずだと思います。しかし財産区が先に認めたということを情報として使われるの

はよろしくないと思います。ただ今日は一応説明という形で来てくださったとのこと

で、個人のものにつきましてはまだどこの山、どこに建つか全く分からない。これか

ら先の調査が始まるまで、調査でだいたいこの辺りの場所となった時に地権の方も関

ってくるので、区全体というよりも最後は戸別のことになるのか、全体になるのか。

ただ阿波地域として、どこの誰が持っていようが関係なく、そこに住む地域全体の問

題として考えなくてはと思います。また自治協でもそのところは考えていると思いま

す。決して不利益がないようにはしていくと思いますが、まだ少し情報も下りたばか

りなので。 

委員 この証明書はいつまでなのですか。 

会長 早くくださいと言ってくれているようですけども。それは別に。 

委員 今月末？ 
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委員 いや、あれは意見、話ということでは？ 

委員 僕達の意見の集約ですよね。 

委員 はい。今月末に声かけと言っていました。 

委員 だからといって、全て認めた訳ではなくて、今は前に進めていいという話です。 

会長 はい。それについて、どちらを書くか書かないかでこれについて縛られるという話で

はないので。 

委員 この意向が、前に話をまず進めていいというものです。 

会長 それが地権者の同意がなければ申請が出来ないということですね。 

委員 ここが財産区の所になっているでしょう。ここに建つかは分からないですが、とりあ

えずここに１基建つ。 

会長 まあ計画段階です。 

委員 建つかはわからない、実際調べたら財産区のあそこはだめだということになるかもし

れない。これだとそうでしょう。一般にはとらないで、先に公的な財産区が認めてい

るということで、もし少しでも阿波の人が発言したら少し噛み付くだろうと。 

委員 だから阿波全体と調整していく。 

委員 そこまでをどこでどうするのか。一応情報としては自治協にも上げておこうと思いま

す。 

委員 そうですね。自治協に相談してもらったら。 

会長 自治協とも確認をしながら、前に進めるという事でよろしいか。 

委員 お世話をかけますが。 

会長 実際に阿波の人が反対しているのに、財産区だけ先にもろ手を上げて進めるというの

はいかがなものかと僕も思うので、やはり地元の人の意向がそれを進めたいという気

持ちになってもらわないと。こちらも同様。こちらはたちまちこれをしなくてはなら

ないという訳ではない。 

委員 例になるのは昔笠取に出来る時に、平松のあの辺りの人にどう言ってどうしたか。２

０年前ですよね。 

会長 一番初めは、山田と津と久居とが、第三セクター的なことで推進をしました。行政も

そこに入りました。 

委員 推進で行ったので。 

会長 はじめは。それが元になっているので、それはこのように協力を頼むということで、

皆さんにうんと言ってもらっている。 

委員 福岡さんのいた時だったか。 

会長 そうですね、その辺りです。そういうことでした。 

委員 前回の風力発電。 

会長 それが元になっているので。 

委員 その時は地元推進から行っているので。 

会長 地元から取り組んでいったという訳です。その辺りの出発点が少し違う。 

委員 あれから少し言われたが不安なところもあって、電磁波ではないですが、そのところ

のものが風評なので、これだけ綺麗にしてあるけれども。 
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会長 やはり地元の人がそれについては気を張って意見を言わないといけない。 

委員 色々とあるが近くに例があるのだから、阿波の人が青山の今の状態を視察に行くとか、

団体で、地区で行って確認して現地見学する。 

委員 まだ待っている状態なので。 

会長 元町のあの変電所がありますね。昔猪野さんのマスを飼っていたあの辺りだと音がし

ます。はっきりと風切り音がします。もう少し下に降りて来て元町辺りなら少し風切

り音がするのかと思う。あそこはブレードが大きいので。75mぐらいあります。 

委員 峠の向こうのものは大きい。 

会長 そういうことで。阿波の住民自治協とも少し調整をしながら、前に進めていくという

ことでよろしいですか。 

委員 はい。少し苦労をかけますけども、分かりました。 

会長 あまり率先して行かなくてもいいのではないかということですので。また住民自治協

議会の藤森さんと調整をさせてもらって、阿波が大方出揃ったらこちらの方も出させ

てもらうということで、その時には会議もいたしませんのでご了解ということで。時

期的な問題としては阿波と協調するということで、それでよろしいでしょうか。 

一同 はい。 

会長 風力発電事業についてはそういうことでございますので、ひとつよろしくお願いしま

す。では次の項に進めさせていただきます。平成３０年度の予算要求状況についてと

いうことで、事務局の方からご説明をお願いします。 

事務局 では資料２番目に書いてあります、平成３０年度の決算要求状況ということで説明さ

せていただきます。（詳細について説明）簡単ではございますが以上で平成３０年度伊

賀市大山田財産区歳入歳出予算要求についての説明を終わらせていただきます。 

会長 はい、少し聞かせてもらいたいのですが。いわゆるシデノ木原線の林道の橋の問題は

どうなりましたか。今年の補正で直りますか。 

事務局 いえ、まだ今のところ補正はつかないということで。現状としましては、本当にやる

のであれば災害でということになるのですが、災害となりますと橋が飛んでしまうか

無くなってしまうほどでないと取れないということです。農村整備課からは橋を元の

状態に戻すのは無理なので、別のルートを計画させてほしいということを言っていま

す。 

会長 場所を変えて。 

事務局 はい。自力でやるのはどのくらいかかるのかといえば、億を超える金額がいるという

ことです。とにかく、ルートを変更する等一番安い方法を検討したいと。橋の下には

マンホールというかパイプ、土管みたいなものを入れて水の流れを良くして、最後橋

を壊してしまうしかないなという風なことを少し考えています。 

会長 大変なことですね。 

事務局 そのことで良いかどうかについても、詳細が決定次第協議したいと思っています。 

会長 ルートも見せていただかないと分からないと思うので。その辺りについては、道がう

ちの山だったら良いし、道だったらという事ですし。そんなこともあるので、その辺

りも調整をいただきたいと思います。ありがとうございます。さっそくと色々調整し
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たいと思います。それについては大変なかなかすぐに出来るという問題ではなさそう

ですので、今年計画して、来年段取りして、再来年ぐらいから変える所を探して、そ

の次かなということになるので、またこのシデノ木林道改修工事についてはその時に

と思います。あと、作業員が若い人が少し増えまして、たくさんがんばって本当に活

動してもらっています。で、まもなく年内に境界全てを踏破して、杭も打っていただ

いたし、ペンキも塗ってもらったし、ということでは財産管理についてはきっちりと

してもらっていると思います。来年に向かってはいわゆる境界の維持管理も明確化の

維持管理も作業ですけども。あと鹿の害の林道用テープを巻いてもらう活動等が少し

入ってきたので、去年より作業員も増えて、活動範囲も広くなって、材料的にも人員

的にもそういう所で増えているということになっている。そういうことですね。 

事務局 そうです。 

会長 あと、この予算の範囲内になるかと思いますけども、作業員もそうやってがんばって

活動、仕事をしてもらっていますので、やはり作業服なんかを買ってやってほしいな

というこういった思いがあります。ヘルメットと足元のスパイクと地下足袋について

はとりあえず配っていただきました。今年は作業服も買ってやってほしいなというこ

ういう思いをしている所であります。そんな中で、委員それぞれのご意見等ありまし

たら、お聞かせをいただきたいと思います。今、基金として積み立てているのは、こ

の２ページ目の下から３行目２５積立金というところで、前年度の決算額で 800 万円

とこれだけあるということですか。 

事務局 今言っている基金の現在額ですけども、83,387,040円です。 

会長 最近台風が来るので、毎年維持管理をしていかないとなかなか車が通れない。もう１

０年も放っておけば山となって通れなくなる。風倒木も撤去しなくてはならないし、

砕石を置いたり、土砂が崩れてきたところを取ってということを、水切りをしていか

ないと、なかなか林道も管理できないと思うので。細かく水を切ると道路にずっと固

まって水が、路面にも水が固まって一箇所に集まるといったことはありませんけども。

50m も 100m もずっと片斜面、傾斜のまま放っておくと、ずっと水が流れてきて当たっ

たところにすごく水が行くので。そういうことが頻発するので、細かく水切りをした

いと。そんなことは本当にこまめな作業をしていかないとなかなか直りませんし、大

きなことについてはまた森林組合等にお世話にならないといけないかもしれません。

そんな管理が大切。この間もちょうど１１月初めかの時にも、台風が２つ、一週間お

きくらいに来たので、山の上少し風倒木やらを切りに行きました。１５本くらいあの

上で切りましたけども、そこに行くまでに道を先に開けてかからなくては、支所の人

にも手伝ってもらいながらまず道を開けて、それから上へ上がっていって。ちょうど

開催の４、５日前、台風の行ったあくる日かの土曜日に行きました。本当に台風の後

だと舗装の路面が見えないくらい木の枝やら落ち葉やらで、賑わっています。そうい

うことで本当に整理、維持管理はなかなか大変なのかなと。あそこは林道もあります

が、林道の部分についても災害の後にすぐに対応が出来るかというとなかなか出来な

いと思うので。その辺りはやはり気がついた者でしなくては仕方がないと思います。

その辺りの維持管理が大変ですが。作るのは一時どかんとお金をかけて作れますが、

その後の維持管理というのが、その作ったものを管理して行くというのはなかなか大
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変だと思います。その辺りは山林もそうですけど、そこを地道にやっていくというこ

とが大事とそんな思いをしております。他の委員、何かご意見ありませんか。もうヒ

アリングは終わりましたか。 

事務局 ヒアリングは終わっています。はい。 

会長 ほぼ確定。 

支所長 それはまだ分かりません。 

会長 まだ予算書が出来なければ分からない、議会を通るまでは分からないというのが本来

ですが。財政のご意見はほぼ確定。 

事務局 特に意見はなかったです。 

会長 特にということで聞かせていただいています。そういうことで、また来年度も進めて

行きたいなと思いますが、ご承認をいただけますか。シデノ木についてはまた検討課

題ということで農林のご意見も聞かせていただきながら、また前に進めて行って。な

にせ直さなければ山の木も出せないということですので、昔は切捨て間伐でも補助金

をもらえましたがこの頃は利用間伐でないと補助金が下りないということです。切っ

た材を市場へ持っていって、チップにしてでも売らないと補助金が下りないというこ

とですので、そういうことではなかなか大変なのかと思います。林道がないと材木を

搬出する手段がない。和歌山や尾鷲の方へ行くと、一切り谷全部という感じで切りが

大きいので、常設架線という形で大きい谷には、幹線に常設架線として管理道を張っ

てあるんです。各谷で切った時にはそこから次線をつけるだけで、その幹線の終末は

国道の所へ、広いところへ集まるようになっています。伊賀の山は個人持ちが多いし、

切りが小さいので、大きな設備をするだけの伐採がなかなかありません。なので、ど

うしても出すのにトラックで運ばなくてはならないということが起こってきます。そ

うかといってヘリコプターで運ぶと儲けにならないので、林道や作業道の整備が本当

に大変です。そんなことを言っているのは山田と青山くらいかもしれませんが。これ

から国の方では森林税をとって、山も田のようにきちんと管理をしていく。災害に遭

うと困るし、水源の機能を維持しなくてはならないのでと言っていますが、それはど

うなるかは分かりません。将来的にはそうなるのかもしれません。とりあえずは出来

るところで地道に維持管理をして行きたいと思っています。そういうことで、ご承認

いただけますか。 

一同 はい。 

会長 では予算状況についてはこういうことで進めていくということで、ありがとうござい

ます。次、３の報告事項ということで、平成３０年度の水源地造成事業要望について

お願いいたします。 

事務局 特に資料は用意してありませんが、今また平成３０年度水林地造成事業の要望を出し

てくれということで、森林整備センターから来ております。森林組合と調整させてい

ただきまして、剣谷林班の水源林の山がありますが、そこを間伐であげていこうとい

うことで進めています。 

会長 はい。川沿いのところですね。川沿い東側のところ。川北へあがっていくと砂防ダム

が出来ていて、その上の川から尾根側のところだと思います。前に切ったところです

ね。あれは集約化施業でしてもらいました。あの下だと思います。 
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委員 今年、剣谷の方も森林組合と入りますよね。伐採に入ってますが、剣谷林道の杉のと

ころですか。 

会長 それは公団林ではないです。公団は分収林契約をしているところなので。 

委員 公団林ではない。西側に入っていく方ですか。 

会長 はい。西側に入っていって、突き当たりにある砂防ダムの上、川の右側です。今、西

教の上の方は、半分ほど切ってあります。集約化施業で作業道もつけてもらって、経

費は伐採木と相談するということでしてもらいました。切った木を砂防にしてかかっ

た経費で作業道をつけるということで、上の方は切りましたが、下の方はまだできて

いませんので、そこの部分です。 

委員 川北地区と財産区のところで行き止まりで、川北からあがっていったところに財産区

の橋がありますが。 

会長 右にいったところですか。 

委員 左にいったところの、川北の突き当たりの財産区の橋のところは台風でとても陥没し

ていますが、そこの上ですか。 

会長 もっと上です。鳳凰寺から上がっていった方です。 

委員 川北の突き当たりの橋のあるところは、財産区が入る近くで、極端に掘り込んでしま

っています。おそらく伊賀市には川北区長を通じて連絡がいっていると思いますが。 

事務局 はい。聞いています。 

委員 その辺りも含めた伐採ですか。 

事務局 道は別のルートですが。 

委員 別のルートですが、その上に広い財産区のものがありますね。 

事務局 そうですね。その山です。 

会長 その山ですが、それとはまた別です。広い山ですので、毎年何かでどこかをしていか

ないといけませんし、吉野の大径木のような大きな木を作ろうと思うと、永遠と間伐

をしていかなくてはならないと思います。大きくなって用材として出せるものを間伐

していくのですが、そのためには水も出来なくてはならないし、普段の管理が大切だ

と思います。水源林造成事業については、津の水源林整備事務所にて国のお金で整理

をしていただきます。ただし、売却時に分収の伐採をした時は、分収ということで半

分収益を分けるということになりました。分収林については、戦後すぐの時にたくさ

ん植林をして、その費用については国から経費をいただいて管理運営をして、売った

時は経費を差し引いて残りの利益を分けて行うということでございます。今度皆伐す

ると、植栽する時には補助金が出ません。なので複層林化いうことで水源林整備事務

所から言われています。半分だけ切って植える時は大きい木と小さい木、樹齢の違う

混在した山が出来ます。それを複層林化といいます。そういう山を作ろうと指導して

いまして、それを行って植栽する際には半分だけ補助金が出ます。ですが残りの太い

木を切った時には補助金は下りません。水源林の整備ということで、初期の目的がほ

ぼ達したのかもしれませんが、新しく植栽する時については補助金をいただいて運営

してきました。１回目の契約が５０年だったと思いますが、今長期ということで９０

年に延長していただいています。山を全て皆伐してしまうと、鹿が多いのでほとんど
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もう管理が出来ません。よっぽど獣害柵の整備をして常に点検をして歩かないと、な

かなか植栽した木を守れないと思います。それよりも長期的に育てていく方が得策な

のか。皮を剥かれることもあるので。それも含めて来年度の事業について、水源林整

備事務所の方へ要望書を出していくということで。それもまたヒアリングがあると思

うので、つくかつかないかは未定となります。 

事務所 また予算がつきましたら補正であげさせていただきます。 

会長 そういうことで、国の予算がつくかつかないかも分かりませんが、計画としてあげて

いくということでございます。さて、何か連絡事項はありますか。 

事務局 特にこちらはございません。 

会長 他に無いようですのでこれで終わりたいと思います。本日は朝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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