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平成２９年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会会議録 

 

 

開催日時  平成３０年２月２１日(水) 午後１時３０分から午後２時５０分 

出 席 者  管理会会長、委員４名 

三重県伊賀農林事務所 森林保全課  

伊賀市農村整備課  

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 

皆さんこんにちは、今日出席予定の委員さんお揃いですので、ただいまから平成

２９年度第２回島ヶ原財産区管理会を開催いたします。 

皆様方にはご出席いただきましてありがとうございます。 

会議に入ります前に、会議録作成のために内容を録音させていただくこと、また

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人の希望がありま

したときはこの場に入っていただくことのご了承お願いします。 

それでは開会にあたりまして土山会長よりごあいさつをお願いします。 

 

２. 会長あいさつ  

今、支所長からお話がありましたけれども２回目ということで、お忙しいところ

お集まりいただきましてありがとうございます、ただ今から会議を進めてまいりま

す。 

委員の皆さんには、議事の円滑な進行につきまして、ご協力をお願いします。 

本日の出席委員は５名であります、松永さん、勝島さんが欠席ですが会議は成立 

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。委員名簿の順から今回は、岩井委員さ

んと裏谷委員さんにお願いします。 

(委員) はい。 

(会長) それでは、お二人の方には後日会議録の署名をお願いします。 

 

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。 
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報告第１号 大谷地内保育事業について、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します。 

 

 報告第１号 大谷地内保育事業について 

(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と、担当の浅

田です、よろしくお願いします。 

  それでは説明させていただきます、お手元の資料１枚目になりますが平成２９

年度の実施状況と平成３０年度の実施予定について説明します。いずれも国庫補

助の保育事業になります。実施箇所につきましては島ヶ原の大谷地区になります。

この表にあるように平成２９年度に２つに分けて事業を実施してます、まず、１

つ目は 6.09ha、２つ目は 3.23ha合わせて約 10ha弱の区域で本数調整伐を実施

したものと現在しているものがあります、本数調整伐というのは、間伐とほぼ同

じような意味になりますが治山事業の中で間伐と少し違うのは国土保全のため、

災害を未然に防ぐために森林を健全な状態に整備するということで本数を調整

する、形としては同じ実施になります。 

  今年度に実施してすでに完成したものは工事番号１番の方で本工事として

3,672,000 円、それに先立って測量をして 1,122,120 円、合計 4,794,120 円を実

施しています。本工事は伊賀森林組合が落札されすでに平成 29 年 12 月 6 日に

完成し検査も終わっています。 

引き続き、隣接区域で現在実施している本工事費 1,911,600 円、それに先立ち

測量 2,014,200 円で実施しています。少し広目にエリアをとり来年度実施分も測

量してますので、１つ目の測量と工事費との割合を比べると高くみえます、本工

事は伊賀森林組合が落札して平成30年1月19日から実施して現在工事中です。

平成 30 年 3 月 20 日に完成予定で年度内に完成検査を実施して終了する予定で

す。 

 内容的には同じようなものですが平成３０年度も説明します。引き続き平成３

０年度もこの大谷地区内で隣接エリアを実施予定をしています。同じく本数調整

伐 15.89haの整備予定です。 

 それでは次の頁をめくって、大体の場所はご存知だと思いますが位置図で示し

ております。三国越林道より北側のこの図の範囲で実施しています、さらに２枚

めくっていただくと拡大図があります、この中で右側の区域が今年度すでに実施

が終わった部分です、Ｈ２９①とありますがすでに完成、検査も済ませたエリア

です。それから左側の区域になりますが現在実施中のエリアになります、Ｈ２９

②のところです。来年度実施予定はその間の区域の着色された部分になります。

これで、この大谷の区域につきましては今年度と来年度で本数調整伐を実施する

見込みです。 

 １枚戻っていただきまして、本数調整伐とはどんなものかといいますと林分概

念図がありまして、整備前は１番上の図です。どのようにするかというのはまん
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中の図で、下図は整備後の姿になります。間伐もしないで放って置くとだんだん

過密になってくる、そこそこ大きくなりますが木が密集してきて太くならないし、

下に光が入らないので下草が生えなくなった結果、土がどんどん流れ出してしま

って地面が痩せていくし、木はやせ細って倒れやすなり、倒れた木が下流に流れ

落ちて災害を起こすことも考えられますので、適切に間引き、間伐してやるのが

望ましい、本数を調整してやるのが健全な姿です。現在このまん中の図のように

何本か本数を調整、間伐をしまして適当に光が入り、木も健全に太らせるという

ことをしています、結果下図のように木も太り健全な木に育ちますし、下層にも

光が入り草が繁殖して地面としても健全さを保つことを目標に実施しています。

このようなことを５年に１回とか、適当な間隔で何回か実施しています。今年と

来年度でこのエリアについて本数調整伐の実施計画をしています。補助金割合は

国が三分の一、県が残り負担で地元負担なしになっています。説明としては以上

です。 

(会長) 今、説明がありましたが質問があればお願いします。 

(委員) 去年の秋口から大雨とか台風が続いておりましたが、それはこれに反映す

るのですか、それとも例年と同じ形のものですか。 

(県森林保全課) 台風とか災害があったんですが、特にそれに対する影響というの

はこのエリアにはありません、谷の中の増水で護岸の石がころげ落ちたりはみら

れるが、山の大きな崩落はこのエリアではなかったので予定どおり実施して問題

なく整備ができると思っています。 

(会長) 木を倒したらそのまま置いておくのですか。 

(県森林保全課) そうです、流れ出ないように等高線と平行にします。 

(委員) 測量及び試験費というのは何をするのですか。 

(県森林保全課) このエリアの区域を測量したり、面積を出してどういう密度でど

ういう大きさの木が生えているのかというのを標準値を取って、全体的に何割伐

採するとかを割り出して、整備する資料にするということをやっています。 

(委員) この工事概要の面積というのは、現場が先にあったのかそれとも数値が先

にあって 3.23ha となったのか、現場でここからこれだけを囲った結果 3.23 ha

となったのか、数字があって 3.23 ha分現場で決めたのかどちらですか。 

(県森林保全課) だいたいの面積は分かっているけれど、現場で実際に測って

3.23ha という結果がでれば、それに対して何割切ったら何本の伐採になるので

歩掛上幾らかかるという設計をします。 

(委員) 実測をしているのですね。 

(県森林保全課) 実測をしております、外周を細かく測っております、実際行くと

広葉樹の区域が増えていたりして除外しないといけないところもあったり、中に

は台風で整備する必要がないようになってしまっているところがあるかもしれ

ませんので見極めながら測量をしています。 

(委員) 実測図の中で欠けている部分があるのは人工林ではなくて雑木というこ
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とですか。 

(県森林保全課) そんな感じです。 

  非常に入り組んでいますので、測量としては距離が増えてしまって単価が上が

ってしまうんですけれど。 

(会長) よろしいですか。  

(県森林保全課) ちなみにこの図面の中で▲のＨ２６、Ｈ２４（補正）とかはダム

で治山堰堤、谷止工を実施したところの箇所です。 

(会長) 他に質問ありませんか、なければ次に進みます。 

 ありがとうございました。 

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課

から資料の説明をお願いします。 

 

報告第２号 林道「三国塚線」開設工事の進捗について 

(農村整備課) 伊賀市農村整備課の中森です、隣が三国塚林道の工事担当の松井で

す。 

  林道三国塚線の進捗状況と先線の計画もありますのでそれも踏まえてお話を

させてもらいます。 

  資料２の１枚めくっていただいて、レインボー図（三国塚線）ですが、平成２

１年度から黒線の林道三国塚線 1.8ｋｍの工事を施工していて平成２９年度で開

設工事は完了です、1.8ｋｍ車は通れるようになるのですが、次の頁を見ていた

だくと三国塚線の平面図の終点がありますが、ずっとコンクリート舗装されてい

ますが、この終点の 112.3ｍだけ未舗装の区間が出来てしまいます、道路として

は通行可能ですが、維持管理を踏まえて考えるとコンクリート舗装をしたほうが

いいのかなというのもありますが、補助年度としては平成２９年度が最終年度で

すので、コンクリート舗装については、補助対象にはならないのです、来年度に

島ヶ原財産区の中で工事を施工出来ればと思っています。 

 １枚戻っていただいてレインボー図の方を見てください、三国塚線としては

1.8ｋｍの区間が開設できて作業道として利用が可能なんですが、元々の計画で

は赤線の３路線が残っており、桧尾ノ池へ抜けていく大谷猪ノ谷線 1.85ｋｍの計

画、またその先に作業道として大沢池の方に抜けていく道があります。もう一つ

三国塚線から中腹の方に下りていく作業道 1.35ｋｍの先線の計画もあり、今後こ

の先線についてどちらから施工していくのか、道路幅員は、施工時期はというの

を来年度以降で島ヶ原の森林計画と整合しながら話を詰めていきたいと考えて

います。 

(会長) 市農村整備課から説明がありました、何か質問ありますか。 

(委員) 現在できているのが 1.8ｋｍですか。 

(農村整備課) そうです。 

(委員) その設計書には路面の舗装工は計上されてないんですか。 
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(農村整備課) 元々はすべて計上されていたんです。全体事業費が当初の段階から

決まっており、その中で事業をしていたのですが、材料の高騰や人件費が上がっ

てきた部分があり、できなかったのがコンクリート舗装で、残工事は国の補助を

貰わずに施工という事になってしまいました。 

(委員) つまり予算が足りなくなってしまったということですね。 

(農村整備課) そうです。 

(委員) 一つは舗装が必要だから財産区の中でやっていこうということですね。そ

れと赤色の３路線というのは今から作業計画を立てるのですか、もうできている

のですか。 

(農村整備課) もともと平成２１年度に林道計画を作ってあり、その中には三国塚

林道を含めた４路線が計画されており、施工時期は決まっていませんが、三国塚

林道を施工するにあたっては、レインボー図の色を塗ってあるところ，道路から

の距離が２００ｍ以内が黄色、２００ｍ～４００ｍが緑色、ここが林業を行う時

に影響がある範囲です。  

後の３路線についても補助事業となっています。ただ、今の三国塚林道のよう

な３ｍの幅員の道を造っていくとコストが大きく変わってきてしまうので、費用

対効果のバランスが費用のほうが多くなってしまうと、国の補助が受けられない

部分も出てきてしまうので、３路線については作業道程度のもので計画するのが

いいのではないかと、そこらへんの話は来年度以降に整備金額を見直す中で調整

させてもらいたいです。 

(会長) 前の計画の金額の中で色塗りしたところができた、その工事に業者が受注

したがそれから以降に物が高騰したのでこれだけしかできなかったということ

は、一度に全額下りてきていたら全部完成できたのが、区切りで下りてきたので

そのうちに物価が高騰し最終的にこれだけしかできない状態が起こりましたと

いうことですね。 

(事務局) その舗装ですが、負担分は財産区１００％持ちですか５０％持ちですか、

平成３０年度の予算にはこの舗装の話は出ていなかったので上げておりません、

費用割合はどのようになているのか聞いておかないと予算取りしないといけな

いので。 

(農村整備課) そこは調整をします。 

(事務局) 道が出来ましたが、舗装が残っているので財産区の方で負担してもらえ

ませんかということです。 

  今までの流れでいきますと伊賀市の工事では負担額半々として工事をしてき

ております、補助事業の中でも当初の見込みより溢れた部分に関しては市と財産

区で分けておりました、それが完全に補助も無くなったので１００％財産区で負

担するものなのか、今までの流れ通りで半々の分け方をするのか決まってない。

農村整備課としても予算を取ってもらわないとこの工事が出来なくなるかもわ

からないし、財産区で１００％負担してということになるなら、もう一度管理会
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の中で話をさせていただかないといけません、今予算は措置されていませんので、

その段階で出てきます。 

(会長) 伊賀市の予算がありません、財産区の予算でして下さいというのは一番楽

ですね、市としては。 

  予算が付いたから半々という形をとるのか、もう財産区で全部負担して下さい

ということで放っておくのか。 

(農村整備課) そこは、農村整備課の中で検討して決めさせていただきます。 

(会長) 検討してもらわないと全部出すことになるのも困るので、少なくとも半々

位にしてもらわないと困る。 

(農村整備課) 今返事はできないので考えてみます。 

(事務局) これ概算で事業費どの位ですか。 

(農村整備課) ４００万円位です。 

(会長) 検討お願いします。 

(事務局) その黒い枠の部分の舗装が出来ましてけりがついたら、次の赤い３路線 

に対してどうしますかということですね。 

(農村整備課) そうです。計画については来年度に調整させてもらいたい。 

(事務局) 今度、先線の話をするときに作業員にも入ってもらい意見を聞きたいと

思います。 

(会長) 今の件で他に何かありましたら。 

(委員) この図のグリーンで塗った薄いところは基本的に人工林ですか、この林道

は人工林を伐採して、運び出す目的のために付けるとするのなら雑木林というの

は省いているのですか、どこを走っているのですか。 

(農村整備課) 林業として必要な区域は人工林なんですが、それ以外のところであ

ったら、治山にその雑木が関係してたりして効果として上がっている部分をあり

ますので、一概に人工林を対象にしているわけでもないんです、もう一度資料を

整理したいと思います。 

(委員) 林業の効果というのは、費用はすぐ出てくるが効果はどのように算出する

のですか、道をつけた両脇の面積を言うのですか。 

(事務局) そこに生えている木の利活用が出てきます、一本木を出すのに何万円も

掛かっていたのが、何千円で済みましたというのが出てきての効果です。 

(農村整備課) それだけでもないんです、それが主ですが、林業として使う部分と

治山として木を守っていくという部分もありますのでいろいろ細かく項目があ

ります。 

(会長) 両方便利になるという事ですね。 

(農村整備課) そうです。 

(事務局) 先程、県伊賀農林事務所の方から説明があった本数調整伐ですが、大谷

林道、桂谷林道の終点まで車が入って、そこから歩いて登って伐採しております、

この作業道ができればもっと便利になる部分もあるだろうし、治山堰堤も、もう
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少し付けられる場所も増えてくるかもわからない、そういうのもでてきます。 

(会長) 算出しにくいということですね。よろしいですか。 

  ありがとうございました。 

  つづきまして、議案第１号 平成２９年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正予

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。 

 

議案第１号 平成２９年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正予算について 

(事務局) 平成２９年度の最終補正を歳入の方から説明します。 

  第１款財産運用収入。１項財産運用収入では土地貸付収入で 1,000 円増額して

います、これは電柱の支線柱１本が貸付増となっています。次に第２款繰越金。

前年度からの繰越金の実績に応じたもので、2,441,000 円を増額しています。３

款諸収入の方では補正はありません。 

  次に歳出を説明します。１款総務費。１項総務管理費。１目一般管理費。細目

４共済費ですけれど 198,000 円を減額しています、保険対象者の年齢が高くな

ったので保険の対象から外れたことによるものです。次に細目７賃金ですが実績

に応じて減額をしています、当初２４４日分を見込んでいましたが１９０日分で

減額をしています。細目９旅費 12,000 円、実績がないので減額をしています。

次に細目１１需用費これも実績に応じて 6,000円減額しています。細目２５積立

金では、先程歳入の方で繰越金が増額になったこと、それと歳出の補正で減額を

していることを合わせて 8,751,000 円を増額しています、合計で 16,382,000 円

です。細目２８繰出金として 159,000 円を減額しています、地域福祉負担金で

同額減額です、これは清流の維持管理経費で市負担金を財産区で賄ってますが、

社協との協議の中で管理経費をかなり圧縮できたということで減額しています。

次に２款財産費。１項財産造成費。細目４共済費で 436,000 円減額しています、

対象となる作業員が１名となり減額しています。細目７賃金については作業員２

名分で 3,099,000 円減額をしています。細目８報償費として 20,000 円の減額、

境界立会いの謝礼を見込んでいたのですが実行がなかったので減額をしていま

す。細目１３委託料で 1,800,000円を減額しています、これは、先程県の方から

説明の森林整備があり減額をしています。細目１６原材料費については 100,000

円の減。細目１８備品購入費 44,000 円減。小計 5,499,000 円の減額です。次に

３款公債費。４款予備費については減額はありません。合計で 2,442,000 円の増

額となっています。以上です。 

(会長) よろしいですか。ただいまの説明に対して質問があれば、お願いします。 

  高齢になりましたのでというのがありましたが、どういうことですか。 

(事務局) ７０歳以上の方は厚生年金を掛ける必要がないため、その分を減額して

います。 

(会長) そういうことですか。 

(事務局) 当初予算を見込むときはどなたが対象になるのか、今の方がそのまま継



 

8 

 

続が前提ですが、新たに若い方が入ってくれたらということも考えていますので

全額見込んでいます。 

(会長) そうですか。 

  それでは異議がなければ、平成２９年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正予算

については同意をすることとします。 

  次に議案第２号 平成３０年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算につい

てを議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

議案第２号 平成３０年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算について  

(事務局) それでは、歳入の方から説明させていただきます。 

  第１款財産収入。１項財産運用収入です。土地貸付収入 27,149,000 円で、こ

れはゴルフ場他土地を貸し付けている分です。次に利子及び配当金で、財産区の

基金利子として 388,000 円を見込んでいます。次に２款繰越金です、100,000円

これは頭だししている予算です。３款諸収入の預金利子で 50,000 円を見込んで

います、これは島ヶ原カントリークラブからの預かり金五千万円に対する預金利

子です。歳入合計が 27,687,000 円です。 

  次に歳出です。１款総務費。１項総務管理費。１目一般管理費。報酬として

1,478,000 円、管理会委員報酬 230,000 円と業務嘱託員報酬 1,248,000 円です。

共済費は 200,000 円、社会保険料と労災保険料です。賃金で事務補助員賃金

1,108,000円、昨年度までここに管守人の賃金を見込んでいたのですが、管守人、

作業員の別なく財産造成費の方で１名減となるのですがまとめて計上していま

す。次に報償費、これは今まで弁護士をお願いしていましたが、監査の方から指

摘がありゼロにしました、市の顧問弁護士にお願いしなさいということです。旅

費として 8,000 円です。次に需用費 83,000 円で消耗品です。役務費は郵便料と

して 9,000円。積立金 7,909,000円これは基金への積み立てです。繰出金として、

これは一般会計への繰出しですが、三国塚林道事業償還金 2,902,969 円、地域福

祉負担金 426,070 円これは清流の管理に関するものです。交流施設補助金とし

て 500,000 円です。 

検討会で 500,000 円支出するのは、やぶっちゃの利用率を上げるために、バス

送迎している分について補助を出そうということでしたが、新年度予算の中では

指定管理料がありません、ふれあいの里の維持管理費 1,262,000 円の財源に当た

っている状況です。この間話をしたのと使い道が違うのではないかというのがあ

ります。郷づくり公社との話の中で、第３駐車場を有効活用して利益を上げるた

めに財産区も応援しているという格好にいけたらいいのになと思うのですが、な

かなか郷づくり公社も、そうするとはすぐならない。難しいとは思うのですが、

このように予算化されていることをご承知いただき、交流施設補助金 500,000 円

を財産区から支出することに了解するのかということを議論いただきたいと思

います。次に第２款財産費。１項財産造成費。１目財産区有林造成費。共済費
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826,000 円作業員３名分の共済費です。賃金として 5,584,000 円作業員３名分の

賃金です。報償費として 20,000 円境界立会いの謝礼です。需用費 1,610,000 円

右に詳細がありますが、修繕料 1,170,000 円これは林道の修繕も含んでいます、

車や機械類の修繕もこの中で見込んでいます。役務費として 55,000 円車検料で

す。委託料として 4,500,000 円、森林整備委託料 1,500,000 円、境界測量委託料

3,000,000 円中部林、南部林の境界測量です。原材料費では砕石代として 200,000

円。備品購入費として森林整備用器具 150,000 円。公課費として車検に伴う自動

車重量税 7,000 円。第３款公債費。1 目一時借入金利子 10,000 円を計上してい

ます。４款予備費として 100,000 円を計上し、歳出合計が 27,687,000 円です。 

(会長) よろしいですか、ただいまの説明に対して質問等あればお願いします。 

  昨年と変わったところがありますか。 

(事務局) 昨年と変わったのは、作業員の賃金です、１款総務費の中で管守人１名

を見込んでいたのですが、それをゼロにしております。 

(会長) ２款財産費で見込んだということやね。 

(事務局) そうです。 

(委員) 管守人とは。 

(事務局) 作業員の代表者の位置づけです。 

(事務局) もう一つ変わったのは繰出金の部分で１項増えています、交流施設補助

金でやぶっちゃへの支出です。 

  修繕費用で大きなものを要求していたのですが全部なくなり５０万円だけ残

っています。 

  ３０年度はこのようになるとしても、３１年度以降市から郷づくり公社に対し

てどういうかかわり方をしていくか、指定管理料を復活させていくのか、今の郷

づくり公社の思いとしては指定管理料よりも修繕費用を欲しいと言っている、指

定管理料は要らないと言っていますので、特別こういう事業をしなさいといって

応援するからしなさいという決め内の中で財産区が出すよという言い方も出来

るかなと思います。 

(会長) この交流施設補助金 500,000 円ですが、この間やぶっちゃの送迎バスを走

らせるために支出するという話であったが用途が変わったのですがどうでしょ

うか。一旦支出すると決めたものであるのでこれでどうですか。 

(委員) 結局どこに使うのですか。 

(事務局) 修繕費用です。 

(会長) 修繕費用です、よろしいですか。 

(委員) はい。 

(会長) 他にありませんか、なければ平成３０年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当

初予算は同意することとします。 

事務局から何かあればお願いします。 

(事務局) 特にありません。 
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(会長) 以上で本日予定しておりました事項についてはすべて終了致しました、議

事進行にご協力いただきましてありがとうございました。以上をもちまして、平

成２９年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会を閉会とさせていただきます。 

ご苦労様でした。 

(事務局) ありがとうございました。 
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