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平成 29年度第 3回伊賀市大山田財産区管理会 会議録 

 

日 時：平成 30年 2月 21日（水）13:30～14:40 

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、馬岡委員、福持委員、蛭澤委員 

     (管理人) 廣島氏、福川氏 

    （事務局）大山田支所 中、福永、増岡 

    

事務局 それでは失礼いたします。若干時間が早いですが、皆様お揃いでございますので、た

だいまから平成 29年度第 3回伊賀市大山田財産区管理会を始めさせていただきます。

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。それでは会議次第の２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 皆さんこんにちは。本日は第 3 回の財産区の管理会ということで、お忙しいにもかか

わらずご出席をいただきましてありがとうございます。また、管理人 2 名の方にも大

変お忙しい中ご苦労様でございます。本年は寒さが厳しく、服部川も 1 回ほど氷が表

面を張ったかと思います。北陸の方では 2 日間ほど車が止まっていたということで、

まだしばらくは寒いという気がしているところです。しかしここ近日になって少し暖

かくなり、前ほど凍りつくようなことはないと感じています。早く春が訪れてほしい

と思っている次第であります。さて、平素は財産区の業務に格別のご理解とご協力を

賜りましてありがとうございます。管理人の方々には、今年 1 年かけまして財産区の

境界の確認、育成状況の把握などで各山を回っていただきまして、本当にご足労をか

けたと思っております。皆様方の行っていただいた結果を踏まえまして、また森林組

合等々と話しをしながら、整備計画を作って行きたいと考えているところでございま

す。そのようなことで、本日は議事に書かせていただいている補正予算のこと、また、

区有林の境界に行っていただきました結果等、風力発電事業に伴う測量の立ち入りに

ついてということで、ご協議いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

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。それでは議事の方に移らせていただきたいと思います。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おります。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きます。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、ここからの進行を会長よろしくお願いい

たします。 

会長 では、議事を進めさせていただきたいと思います。座ったままで失礼します。まず第 1

番目に平成 29年度補正予算第 2号について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 その前に、会議録の署名人の指名ということでさせていただきたいのですが、事務局

の案でよろしいですか。 
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会長 はい、結構です。 

事務局 それでは、こちらの方から指名させていただきたいと思います。大変恐縮でございま

すが、今回につきましては馬岡清史委員様と中澤敏之委員様にお願いしたいと思いま

す。皆様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す。それではお 2 人の方には後日、会議録の方に署名をよろしく

お願いいたします。それでは、補正予算第 2 号について、担当により説明させていた

だきます。 

事務局 改めまして、振興課の増岡です。よろしくお願いいたします。それでは 3 月議会に提

出いたします、平成 29年度伊賀市大山田財産区特別会計補正予算第 2号につきまして

ご説明させていただきます。（詳細について説明）以上で説明を終わらせていただきま

す。 

会長 はい。ただいま事務局から説明がありました補正予算につきまして、ご質問等ありま

したらお願いしたいと思います。 

委員 よろしいですか。 

会長 はい。 

委員 歳出の財産費の財産区有林造成事業のところで、林道の開設工事 870,000 円、それか

ら改修 240,000円。まだ残してあるのは使う見込みがあるためなのか。 

事務局 見込みがあります。開設工事の方はシデノ木原の終点からウィンドファームの管理道

に付けるものです。 

会長 ウィンドファームの一番奥は行き止まりで今入り口が通れないので、ウィンドファー

ムの道からあそこに逆に繋ごうという工事。 

委員 その費用ですか。 

会長 そうすれば上から降りて来ることが出来るので。 

委員 橋は当分直らないし。 

会長 ぐるっと回らなくてはならないですが。 

委員 それと、水源林造成事業。これは、場所はどこで行うのですか。 

事務局 水源林造成事業は、布引の間伐でございます。 

会長 去年が半分しかしていないので、今年はその残りをしてもらう。ちょうどシデノ木の

上の所です。風車の道がちょうど境界の近いところを走っている。 

委員 はい、そうですね。 

会長 分収林とこちらで管理しているところの境界。その降りるところは少しだけ分収林に

かかっているのですが、そこは少し目をつむってもらって。 

委員 造成事業はいつするのか。3,000,000円も。そろそろしなくては。 

事務局 もう契約は終わっています。 

委員 そうですか。それならいいです。 

事務局 3月中に終わる予定です。 

委員 そうしないと年度末に完了出来ない。 

会長 他にございませんか。この間新年度の 500,000 円の協議を行った時に、一緒に橋をど
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うするのかという話を市としましたが、あれは進展無いのですか。 

事務局 そうですね。参与が言って下さったと聞きましたが、まだこちらの方には何も話は無

いですね。 

会長 来年の予算は決まってしまっているので、当初に付けるといっても付かないでしょう

が、一度、農林なら農林に頼みに行かなくてはならない。頼みに行きますが、その辺

りはどうでしょう。 

支所長 一度こちらで確認させていただいて、お願いに行かなくてはならない場合はまた連絡

させていただきます。 

会長 いつまでも放っておかれても、こちらも困るので。金がなくて出来ないのは構わない

が、いつか出来る計画を作らないと。無いところに新しく作ってくれという訳ではな

く、悪くなったので直してもらいたいだけなので。いい加減もう直してもらわないと。 

支所長 一度確認させていただきます。 

会長 これとは直接関係ないのですが。他、よろしいですか。よろしければ、これで承認い

ただけますか。 

委員 はい。 

会長 承認いただけたということで。では、次の項目の区有林の施業実施ということで、作

業員さん今年 1年かけてずっと回っていただきまして、大変ご苦労様でございました。

そのことについて、ご報告をいただきたいと思います。作業員さんに直接言ってもら

っても構わないですか。 

事務局 はい。 

会長 それではお願いします。 

管理人 管理人の代表として福川さんと今日出席させていただきました。それでは報告します。

昨年 3月 8日をはじめに 12月 2日までの間、財産区の管理する山の杭の確認作業と今

後のしなければならない施業について、簡単でございますが確認を行ってきました。

まず剣谷、長尾。この山については看板もあるのですが、まずは入口が分からない。

私達も気づいたのですが実際現場に行くには看板が必要だなと。長尾と剣谷の入口の

看板をもう少し分かりやすいところに。倒れているものもあり、立て直すために看板

が必要です。管理については間伐に関しては、今もっては必要ありません。次に西教

ですが、西教林班の方も、鳳凰寺の方から上がって行って、入口が分からず、境界の

杭の確認作業も 2 回ほどどこに設置すればいいかということで、ここも看板が必要だ

なと。ちょうど送電線の下が、綺麗に草刈りをしたらよく分かるのですが、草が生え

ているため境界が分かりづらく、古い境界線や杭を見つけるのにずいぶん皆さん探し

ていました。このような分かりにくい所は、少し高い目印になるような境界の杭が必

要だということが指摘されました。ただ、下馬野の方も入口の案内の看板があるとこ

ろもあるのですが。ライトピアから少し入ったところから案内の看板もありますが、

西側から入る看板が県道の近くに必要だと感じ、看板が設置されればということでし

た。6月には布引の布引林班の方に確認に行かせてもらいました。この布引林班にはシ

ーテックの風車がずいぶん出来ており、今までの境界の辺りにも道がたくさん出来ま

して、こういうところにも大山田の財産区という目印の看板が必要である状況です。

今はペンキを境界に塗って確認している所であり、境界の確認という事で看板が必要
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ではないかと思います。7月の 3日 4日、阿波の高良城林班と横尾に行かせてもらいま

した。高良城林班の方は高原道路へ行く道路にも、所々立ってはいますが、もう少し

分かりやすい場所にはっきりとした看板があればいいのではないかと感じました。ま

た近くに横尾という水源地がありまして、その入口に看板があればいいと感じた次第

です。ここの林班に良い木も生えているのですが、一度山へ入山して間伐などでいら

ない木を切ってはどうかと。予算が付いたらここにも間伐をさせてもらえたらという

ことを感じました。8月には、奥間谷の北側の方へシーテックが風車を計画しているそ

うですが、ここにも看板と標識はあるのですが分かりにくいということで、看板を立

てる必要があるなと。それから柳谷、宝谷というのはかなり急な広い場所で、境界の

確認には阿波の管理人さんにも色々アドバイスや昔の事を思い出していただき、確認

に歩かせていただきました。災害で途中の道路が、車で行ける道をつけているのです

が谷川からの土砂で、作業する道を直すところも見当たりました。11月 30日には、小

木戸の入口、牧場の跡で何も生えていない場所での入口の看板と、周囲の個人の田の

部分が、境界の杭の確認や杭を打つのに対して、隣接する個人との話合いをしないこ

とには杭は打てないところが何ｍかありました。また大池の近くで、即間伐が必要な

場所がありました。綺麗なひのきの木がずいぶん密集しているということで、財産区

の管理の山の中ではここはまず間伐する必要があるなと。搬出の作業も搬出作業路と

いう道路もついており、早くしないといけない。間伐はまず木地林班、ここへ早速計

画を立てていただけたらいいなということでした。またこの布引の森の高原道路から

西側に、通行に支障を来たすような道路に出ている枝を切っていただいて、また何年

か前に台風による自動車のタイヤ等を拾いに行ってもらったこともある場所です。そ

の青山高原道路のちょうど東側、榊原財産区との境界の所にも、地図の上では土地が

あるということで、そこへ確認に行かせてもらったところ、確かに伊賀市の看板が立

っており、そしてその東側には榊原財産区という看板が立っているという所でした。

ここも榊原財産区と話し合いの上、境界の杭を打つ必要があるのではないかと。今予

定のある開発は何もないですが、今後問題点が起こらないように、榊原財産区の管理

者とこちらの財産区の管理者の立会いの上、杭の境界の確認をしっかり行い、その上

で杭を打つ必要があります。約 1 町 5 反程あります。道路から東の方に。シカの住処

のような所です。主だったところで感じたことは、作業や作業道があるような所もあ

るのですが、もし機会が出来ましたら、私の元気な内に案内させてもらえると思いま

す。初めてのところもありました。何年も行っていないと谷川が変わり、林道もかな

り荒れていて少し分かりにくいです。 

管理人 ひと山ふた山間違えたりしますね。 

管理人 そうですね。何回も。 

会長 布引の奥で迷ったと馬岡さんからも聞いています。 

委員 前の杭が残っているので探して。 

会長 探し当てるのが大変です。色々とありがとうございました。これはこの内容と書かれ

ている所はこれから作業をしなくてはならないということですか。 

管理人 そうです。 

会長 では、看板については、地図も付いた看板を考えてくれているのでしょうか。 
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管理人 大山田財産区というような古い看板があるのですが、支柱の元が腐っていて倒れてい

るのもある。立っているものはなんとか持ってはいます。少し林の中に谷を挟んで向

こうの方に境界の場所があるのですが、そこに立っていても分かりにくいということ

で、もししていただけるのであれば、今の看板の 30cm、35cm くらいの、高さ 1ｍくら

いのものを。 

事務局 縦に、大山田財産区と字が書いてある看板ですか。 

管理人 そうです。現場に行って、コンクリでその足元をしっかり固められるような場所なら

ばいいのですが、今までの看板のほとんどは、看板の支柱の下に細い鉄筋によって、

左右に動かないように土の中に埋められています。 

会長 大山田財産区と書いてあるだけですか。 

管理人 はい、そうです。 

会長 図面も何もないのですね。 

管理人 はい。 

委員 図面は 1箇所に 1つくらい設置でいいのでは。 

会長 石を埋めればいいのではないか。 

管理人 ところどころに。 

会長 そういう石ではなく、お宮さん入口ではないが、フェンスの替わりに囲いでみんな背

の高い石を埋めてありますよね。新たに掘ってもらって埋めておけばいいのでは。動

かないので。中村の弁天様にフェンスがあったのですが、フェンスはよく草刈機でバ

ラバラになってしまって具合が悪いため、石の杭にしています。石の杭を中国から買

った場合、1ｍ50cmくらいでも 3,000円ほどでした。 

管理人 現場に行くのに、そのくらいの場所ならばいいが、運ばなくてはならない場所だと。

この西教の入り口も上がっていく道路のすぐ下にあるので、その反対側に立てようと

思うが、岩盤ばかりで立てようと思っても立てられない。下側は谷川のすぐ上の方で

見えにくいので。 

管理人 あれは足を長くすればよい。 

管理人 そうですね。足を長くすれば。ペンキで財産区と、近くの木には一応書いてはありま

すが。 

管理人 道から下に覗かないと看板が見えない。 

会長 道の際にほしいということですか。 

管理人 そうですね。際に置くのでしたら、そういう石でいいと思います。 

会長 看板でも構わないが、それならばしっかりとしたもので作っておかなくては、金属だ

とすぐに錆びてしまってだめになってしまいます。 

管理人 本格的に行おうと思うと、横のところに穴を開けて立てればいいですが。 

委員 西教のところは。 

会長 いえ、岩盤がぼろぼろなので割れているのでは。 

委員 掘れないのでは。 

管理人 掘れませんね。 

委員 岩盤で、道のすぐ際ですし。 
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管理人 そういうところは、一度行った方は分かるのですが、初めてだと。 

会長 岩盤のところは書けないのですか、ペンキで。 

管理人 岩盤には書けないですね。風化されてしまうので。 

会長 ボロボロ割れて落ちてしまいますか。 

管理人 ステンレスの足で、影になっているので足元を、コンクリと砂と。今だったら水を持

っていって、その袋で現場に行って。 

会長 半練くらいで少し団子になるくらいでいいと思うので。 

管理人 そういう作業でしたら、我々で、高齢の者でもなんとか。10ｋｇ未満ですかね、袋は。 

会長 モルタルみたいなものもありますし、少し細かいものもありますし、色々売っていま

す。 

管理人 入口看板が必要だというのは、大半が車で入る入口まで行くという作業は出来ると思

うのですが、西教は岩盤ばかりでその反対側は急なかなりの落差があるということで

少し見えにくいと、そんなところは道からもペンキが分かるように塗ってあります。

ここ何年かはペンキさえ見つけられれば、そこから何ｍかずっと 20ｍ分ぐらいペンキ

が塗ってあります。 

会長 岩盤のところにドリルで穴を開けて、アンカーを打ってそこにプレートをつけるくら

いに思っている。 

管理人 そのような作業を今年計画させていただきます。 

会長 その看板のところは言ってもらえたら後々ドリルを持って行き穴を開けますので。そ

してプレートを作っておいたら。 

管理人 必要なプレートは、岩盤を取ってある一ヶ所です。他はほとんどないです。 

管理人 プレートも、ほとんどはそのまま使えているが、中には古いプレートは、汚れや水垢

があります。 

会長 そういう風になってきます。 

管理人 それを、洗剤のスプレーか何かがあれば綺麗にタオルで拭ける。 

会長 苔がついて青くなっていませんか。 

管理人 洗剤がいいのではないかと思うのですが、 

管理人 そういう作業になったら、古い看板も活かしていきたいと思う。 

会長 看板を作らなくてはならないものについてはまた、増岡君これを、間伐をしなくては

ならないなども含めて経過を表にしてまとめてください。今後何をしなくてはならな

いかということで。入口看板や境界確認と書いてくれていますが、こういうことをし

なくてはならないということを誰が見ても分かるように一覧表にしてください。その

場所について。そしてこれは行ってもらったごとに作ってあるので、その場所ごとに

分けて、ここではこうしなくてはならない、こっちではこうといったように。それに

よって材料を買うものは買わなくてはならないということもできてくるので。境界の

杭でもどれだけ欲しいのかということもあるので、その材料的なことも含めて。入口

の看板は、入口看板と書いてくれてあるので、７つならば７つあればということかと

思いますが。そういうことで、一度もう少し分かりやすく文章的にまとめてください。 

委員 林班ごとにやらなくてはならない内容をまとめてください。 
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会長 聴取りをしてまとめてください。 

事務局 はい。 

会長 そしてそれに基づいて、今言ってくれていた木地のところは、すぐに間伐が必要だと

言うことなので、いつ出来る、出来ないかは別として、森林組合に相談をして見積を

上げてもらってください。 

事務局 はい。 

会長 他の事業に上手く乗せたいが、これは面積がそれほどないので。 

管理人 ありません。１町くらいしかありません。 

会長 でしょう。単独でしないと。 

委員 単独でしなくては仕方がない。 

会長 仕方がないので、それならばそれで見積を取ってください。利用間伐出来るのですよ

ね。 

管理人 出来ます。ヒノキなので。どこの間伐に思っているのがあるかは分かりませんが、運

搬車で引っ張り出すのは、林内車で大方出来ないので。そして我々でも出来ないこと

はないですが、チェーンソーを持って作業を皆さんとするのは少し無理です。やはり

森林組合の作業班に委託させてもらうのが無難だと。 

会長 その方が早いでしょう。段取りが出来るので。一度森林組合に見積を聞いてください。

またこちらからも言っておきますが。 

管理人 馬岡さんも、間伐する研修を行うには適していると言ってくれています。 

会長 なるほど。 

管理人 切るなど、そういう研修する場としては適していると思いました。作業するとなかな

か、何かするということを経験するのはあまりなく。皆さんも我々自身もこういう風

な安全な間伐のやり方があるのだと、そういう風な研修の場としても。 

会長 色々ありますね。水源林整備事務所の総会に出ると、安全管理で色々言ってくれて冊

子をくれますよね。毎年、安全管理から。そこには木の切り方などがみんな書いてあ

ります。倒れかけている木は、鉛筆削りみたいにこのように切れとか、細くしていっ

て切れとかですね。そうしないと壊れてしまうじゃないですか。両側からこういう風

に細く、ビーバーみたいに細く切っていけば、間なしにと。これが残っていたらびち

びちっと折れて、ぶつんと切れないので。こういう風に V 字型に、三方四方から切っ

ていき、真ん中残して切ると、こけづらいとか。そのように切れと書いてあります。 

管理人 それだけをするのなら近いですし、車を置ける場所もありますから。 

会長 森林組合が来てくれるのでしょうか。そういうことをしてもいいと思います。ですが、

山に行ってしようと思う人がいるのか。寄って来てくれるか。 

委員 できれば一度でも財産区でしてほしいと思うのは、今も森林組合が県の緑化で委託し

ている川北の所でも、どうも森林組合が何かしてくれるのであればありがたいが、森

林組合が元請みたいな形で大栄に下請けさせるなど、今はそのような状態ですし、川

北でも森林組合の作業班が来ているのではなく、森林組合が違うところに渡している

訳ですし。 

会長 自分のところでは直接はほとんどしていない。 
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委員 できることならば森林組合が発展していくような雰囲気で、コラボしていければいい

のだけども。 

会長 皆どこともそうだと思います。どこの森林組合でも自分のところで直接作業班を持っ

ているところはなかなか無いと思います。 

委員 できれは、興味を持たせるためにも、何かのいい機会を作ってもらうのも。 

会長 それは考えると思います。そのような研修会をするのなら、何も山田だけで無くても

構わないですし。島ヶ原へ言っても、青山から来ても構わないですし。ですが、切っ

ている人はそんなこと思わないのでしょうが、これから少しやろうと思っている人に

はそういうことは良いのかもしれません。 

委員 一つのアピールとしても、いい場所があるのでしたら。 

会長 ですが、これを森林組合に聞いてみてください。ここの部分を。そして、もう一つ言

ってくれていましたよね、間伐。 

委員 横尾ですか。 

会長 そうです。 

管理人 ここは水源地のすぐ上です。 

委員 タンクのあるところです。 

会長 タンクのあるところですか。これもそんなに面積は大きくないですよね。 

委員 あそこの方が少し小さいです。 

会長 小さい。確かにそうかもしれません。しなくてはならない所はしなくてはならないと

いうことで、計画を組んでいって、どんどんしていかないと。早めにしていかないと、

なってから行っても仕方がない。 

委員 真っ暗になってから行っても、木は大きくなりませんし。 

会長 早め早めに切っていくのがいいと思います。そうしてください。 

管理人 猿野の木というのは、樹間が竹みたいに狭くなってしまっています。 

委員 混んでいるのですね。 

管理人 一度にやってもすぐに樹間が広がる訳ではないし。やはりここは早めに。 

会長 今度出てきた枝だけが広がっていくので、そんなに急に大きくはならないです。初め

から良く陽が当っていれば、伸びることは伸びますが。 

管理人 思い切って間伐などで、剣谷東部に入って行ったところは、少し荒すぎたかという風

だったが、今行ったらそうでもない。 

会長 そうでしょう。 

管理人 草が多く生えてきています。 

会長 それは五割くらい抜く気で抜かなければ今はもうだめです。長い間放っているので。

もう良い木だけ少し残ったら良いです。全部刈ってしまってもいいですね。 

委員 谷周り。そういう所はなんとなく未だに。 

会長 振り回しても傷がつかない程度にしておくのがいいです。 

委員 自分の欲目が割りとあるので。 

会長 良い木が二本あって、どちらを切ろうという時に切らないで残していたりします。そ

れがいけないのですね。それを切ればいいのですが。 



9 

 

委員 切らなくてはと思うのですが、そこに行くともったいないのでやめておこう、となっ

てしまいます。 

会長 近くに寄った時に言い合っているのを見ました。年寄りはもったいないというが、そ

れを今度切りに来るのかと。今度切りに来るのであれば残しておくが、来るか来ない

か分からないのであれば、それはいい加減切らなくてはいけないと。言われて切って

いました。 

管理人 丁度、三谷河内といって三谷から東の方、布引の生産森林組合に間伐が多い地域なの

で、森林組合に任せたら多いと組合に怒られました。今行くと下にも草が生えてちょ

うどいいです。大きな台風というか集中豪雨みたいなものがあったので、やはり切っ

たところの谷からたくさん土砂が出て来ています。そして残りのしなければならない

ところは、倒れて空いています。 

会長 やはり下草が生えなくてはだめなのですか。 

管理人 草などが生えたら、台風が来ても上からの土砂や流木は流れて来ません。 

委員 草さえ生えたら土は流れないのですか。 

管理人 流れないですね。 

委員 一番怖いのは、間伐した年に、台風や雪が来ると怖いです。残っているのが弱いので。

全体で持っていたやつが。 

会長 まだやっていないのは合わさっているので、かなりのものがすぐ倒れてしまう。 

委員 ２年程辛抱すれば、強くなりますが。 

管理人 早くの間伐が必要だという山は、この財産区の山も森林組合に任せています。面積も

あるということで。ですが個人の山は本当にもう無茶苦茶です。 

会長 真っ暗で苔も生えていません。 

委員 財産区の山は保安林が多いので、保安林事業でだいぶ切ったので。毎年、６、７年に

一度ずつほど、回ってもらっていたので。 

会長 そうですが、他のところも少し間伐の順番を作らないといけませんね。 

管理人 下馬野も回ったのですが、もう切ってもいい場所もありますし。 

会長 切ってもいい場所が全部揃わない時でも、切る量を変えれば均等になるのだから構わ

ないでしょう。 

管理人 優先順位を、そういう意味で。 

会長 優先順位を見た都合でつけてください。それをもとに５年１０年の計画に。一度には

出来ませんので。面積の広いところはまた補助事業などに乗っていけると思うのです

が、面積の少ないところは補助事業に乗れませんので、単独でして行かなくてはなら

ないと思います。 

委員 ようは、下馬野、小木戸、木地、横尾は何も引っかかりません。補助事業がないので。

布引、間谷、柳谷、宝谷、西教、奥間谷は保安林となっています。ただ奥間谷は面積

が小さいです。その他にその付近であれば保安林事業としてできます。保安林事業を

するには１０町からでないと単価がでないので。県や国が、こんな予算金額ではやめ

ておきましょうと、他の林に回しましょうと。 

会長 道のついているところは違いますね。利用間伐などで切ってくれるかもしれません。
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出さないといけない部分は何パーセントと出さないといけないでしょう。道の端は奥

で切り捨てるとかですね。ここでなれたら。 

委員 道端に立っていればいいのです。 

会長 トータルで行くので、そういうことを言いたい。とりあえずはしなくてはならないと

いう猿野のところの見積を取ってください。他はこれから計画を組むということで、

その次にはいわゆる横尾の所をしなくてはならないのですが。その後については、ま

た優先順位つけていただいて、ここをしなくてはいけない、その次はここを計画しな

くてはいけないということで、２年先、５年先の計画を組んでいかないといけないと

思います。それを組んでおけば、もう後はローテーションで行けるので。 

管理人 ３月の上旬くらいに、この急いでしなくてはいけない木のある場所へ案内させていた

だきます。増岡さん、場所と面積、分かると思いますので。 

事務局 はい。 

会長 大池の西側ですよね。本当に１年間ご苦労様でございました。あと少し、増岡に伝え

てもらって、聞き取りしてもらって、それをもう少し詳しく集計していただいて。材

料が必要なところや、優先順位をつけてもらったら、今年森林組合と経営計画の中で、

重要性を伝えていって行うと。ここの看板などは作業員でしていただける部分につい

ては、また材料を準備して買ってもらい、来年度の計画なら計画にしていきたい。全

て一気に出来なくても、少しずつでも出来るように計画していきたいと思います。本

当に１年間ご苦労様でございました。このように言ってもらうと、我々もよく分かり

ます。今まではこのようなものがなかったので、計画作りをきちんとしておけば、こ

れから人が変わっても出来ていくのではないかと思います。増岡君もずっとここに張

り付いている訳にはいかないでしょうし。皆、人員も移動で替わっていくでしょうか

ら、きちんとした計画作りをする必要があります。 

管理人 各林班でも、大事な木にはペンキで大山田財産区の印を何十ｍかごとに、近いところ

では 20ｍおきくらいに。一度これを見つけたらぐるりと回れるようにしてあります。 

管理人 境目が分かる。これを教えてもらえば。 

会長 だいたいこんなところだということが。森林組合も、これから森林税を取るようにな

っていったら、山の管理を委託できるという事業が出来てくると思うのですが、山田

の者で森林組合に聞かなくては何も分からないでは困るでしょう。通い山も減ってい

たのを、世代交代してもらって、山田の者で地元のことを分かっていないと困るとい

うことで。伝承をしていけるようにしていきたいと思います。 

管理人 まずこの看板を設置したいという中で、皆さんの手が空いていれば、どこに行くので

と伝えて一緒に来てもらって、看板の立てる場所はここだというようにできれば。自

分で気をつけて、この辺りは財産区の林班だなということが分からなければ。車に乗

っているだけでは看板もなかなか目に付かない。障害にもなりますし。 

会長 もっと大きい看板を作りますか、二本あしくらいのものを。分収林などは大きな看板

を、図面をつけて作ってあります。 

管理人 図面をつけて作ってある場所もあります。まあその図面も。 

会長 図面をつけて看板を作る。少し大きい看板を作りますか。5、60cmほどの二本あしのも

のを。大きければ見やすいですよね。見逃さずに済みます。その辺りはこれから検討
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していくということで、本当にありがとうございました。もう少し、その辺りを取り

まとめていただくということで、ありがとうございました。以上のことについて、今

年作業した境界確認、ずっと回っていただいた結果報告ですが、何か他の委員さんで

ご質問はありますでしょうか。ないようですので、ありがとうございます。では、こ

れでご承認をいただくということで。これをきちんとまとめてもらい、計画作りに反

映させていくということでよろしくお願いいたします。ではその次に行かせていただ

いて。風力発電事業に伴う測量の立入についてということで、これについては先般、

シーテックがお見えになって、僕と増岡君とでお話をさせていただきました。一番後

ろに資料３として付けていますが、いわゆる阿波の奥間谷のところで風車の計画を立

てている。 

委員 奥間谷の方でしたら、横尾にも関係ありそうですね。 

会長 まだ机上の計画だけですので、必ずそこに立つとは限りませんし、分かりませんが。

机上の計画から初めて山に入るということで、測量を行いたいと。今ある尾根につけ

るのか、隣の尾根につけるのか、もうひとつ東の尾根につけるのか、そういったこと

は分かりません。現地を見ながら測量を行いたいということで、そのことについて承

認をもらいたいとのことです。設置することに関しては先日もその方向で認めるとい

うことで。まだ正式に設置すると決まったわけではありませんが、シーテックは計画

作りをする中で、計画作りを具体化する測量を行いたいということで要請がありまし

たので、これを許可していきたいと思っておりますが、委員の方から何かありますで

しょうか。阿波の自治協なども全て進める方向で進んでいます。地元が反対している

のにこちらだけというのでは具合が悪いですが、阿波の自治協も、阿波全体も、シー

テックにお願いして進めて行くという方向で進んでいるようです。もう一つ、別の業

者でも作る計画があるようですが、それについては現地の説明会をしていくようです

が、まだです。 

委員 待っているのですが。 

会長 何が目的なのだろうと、シーテックも首を振っています。その辺りは業者間でやり取

りしていただいて、こちらが入ることではないので、任せておきたいと思います。何

某かの権益を向こうは欲しいのかもしれませんし。その辺りは少しよく分かりません。

とりあえず調査だけですので、それでしたら許可を出していいと思いますので、それ

でよろしいですか。 

委員 はい。 

会長 ではシーテックの方へは、立ち入りについては許可をするということで、許可をさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。ご了解をいただけたと思います。ま

だ計画が承認された訳ではなく、計画作りの段階ですので、まだまだ 4、5年先の話だ

と思います。前の計画では資料を付けただけですので、航空写真か何かで。 

委員 一回ですか。 

会長 一回、全部ではないです。阿波で二十何基か出ています。関や津を含めて 40基くらい

でしょう。 

委員 そのくらいでしょう。 

会長 東側で二十何基くらいでしょう。 
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管理人 今稼動しているのは全部で何基ほどあるのでしょうか。90基ほどですか。 

管理人 増えた分を含めて、そのくらい。 

会長 全国で一番大きいです。 

管理人 比叡山から双眼鏡で東の方を向くと見えます。風通しがいいです。日本海からの風が。 

会長 ですが、藤原岳からいくつも山がありますが、あそこに行くと風が強すぎてだめだそ

うです。またなかなか良い道がないと。 

委員 道路がなくて、風がコンスタントに年中吹いていないといけませんし、強すぎてもい

けない。強すぎるとこの間の台風のように、方々でプロペラが折れている。 

管理人 モーターが加熱して燃えたことがありました。あんな風の強いところで燃えては山が

困ります。 

会長 あれは 15ｍから酷くなると回らなくなります。止まってしまいます。 

管理人 火災が起こったら困ります。 

会長 夏は、常に吹いてはいますが、強いわけではないです、ここは。そして阿波の時に聞

いたのは、もっと東に行くと峠があってもっと風が吹いているのでいいのではないか

と言うと、そんなに強い風はいらないと、常に吹いているゆるい風がいいとのことで。 

委員 強い風だと多く発電するという訳ではないのですね。 

会長 多く発電はすると思いますが、機械が悪くなってしまうリスクが高くなるのでだめだ

そうです。 

委員 ある程度回転が速くなると、プロペラのピッチを変えて回転を一定に保つように風を

逃がしたりします。 

会長 速いから良いという訳ではないようです。 

委員 ここの上は、夏は伊勢湾から、冬は北陸の敦賀の方から風が抜けてくる。そのため常

にコンスタントに風がある。 

会長 割とこの辺りはそうですね。藤原岳や御在所に行くと、もっと風が強いです。 

委員 強すぎます。 

会長 雪の多いところも仕事が大変になるので困りますよね。点検するにしても何をするに

しても。ではそういうことで、測量の立ち入りに関してはシーテックにオーケーとい

うことで返事をさせていただきます。ではその他何かありますでしょうか。 

事務局 特にはありません。 

会長 委員の方からはその他、何かありますでしょうか。増岡君にも聞き取ってもらいもう

少し細かく書いていただいて、それが出来たら森林組合と一度、いつでも大丈夫です

ので、その辺りの打ち合わせをさせていただきたいと思います。 

委員 施業計画の期間は、何年頃に施行します、着工しますというのは、組合が決めるので

はなく、あくまで財産区が決めるのですね。 

会長 こちらがこうしてほしいと言わなければ、入っていかないので。そしてそれをまた調

整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか、

他に何かありませんか。 

委員 台帳のようなものはないのですか。林班ごとの台帳のような。布引なら、布引林班で

過去何年くらいに何を行ったのかという、どういうことをしたのかというもの。 
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会長 あります。実施した、集積したものがあります。 

事務局 あります。 

会長 ありますが。 

事務局 最近のものしかありません。平成 13年以降からしか分かりません。 

会長 そこへ、去年等でもシデノ木の上で分収林のところでしてもらっていますよね、そう

いうものを書いていってもらわないといけない。記録していってもらわないといけな

いですね。 

事務局 はい。 

会長 今年も半分行いますよね、でしたら。 

委員 そうしないことでは台帳にはならないです。 

会長 そういうことをきちんと記録していってもらわないといけません。また、先の者が来

た時に分からないので。 

管理人 そして、確認に回らせてもらう基準が、財産区のこの管理図のところで行ったのです

が、間違っているところが指摘された場所がありました。地図自体を変えなくてはな

らない場所がありました。 

会長 それも直していただいて。 

管理人 宝谷というのは、預かったこの管理図から見ると、柳谷等と繋がっているのですが、

実はその間に猿野区の区の山があり、宝谷は少し離れていました。預かった地図では

繋がっているのですが。そういうところも少し元の地図を変えなくてはならないと思

います。 

委員 先ほど、榊原と話し合いをして杭を打たなくてはならないと言っていましたが、その

ような話はどうやって進めますか。 

会長 それはまた、榊原の財産区へ電話をして一度。 

管理人 両方が立会いをしなくてはならない。 

会長 それは新年度で良いでしょう。 

委員 立ち会わなくても、行ってみたらあそこは榊原が皆植えてあります。 

管理人 そうですね。人工林ですね。 

委員 人工林です。榊原では天然林はなかったはずです。もう天然林で残っているのは、大

山田の財産区だけですので。 

会長 その際に打ちます。 

委員 市町村の境界林もあるはずです。それが間違いなくあれば、過去にここは市町村境界

ですよと認めているので。それから榊原が、大山田地にありましたということもない

でしょうから。 

会長 杭を打ちに行く時に、一度見てきてくださいと伝えておきましょう。 

管理人 杭は色々な種類の杭がありまして、枯木を調査するたびに打つ杭など、色々あります。

実際、榊原と大山田とのその境界の杭がどれなのかは分からないのです。それも雨に

打たれているので。それは頂いた地図の道路から東側に線が入っています。それで確

認したところ、大山田財産区と確認できる杭が見当たらなかったので、一度榊原の財

産区で、高原道路の所で道路から人工林を植えてある所までの間は大山田の財産区で
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間違いがないのかということを、電話でもいいので確認していただきたいなというと

ころです。 

委員 来てもらったら一番いいのですが。 

会長 それはまた日が合えば行けばいいと思います。一度聞いて、この辺りで行こうと思っ

ていますがと、聞けばいいです。それから、土木の測量の時に建設課は GPS でとって

いるということはないですか。 

事務局 していないと、思います。 

会長 近年は GPSでとって測量しましたね。 

委員 境界明確化はですね。 

会長 境界明確化は GPSでとってしました。 

委員 全部が全部ではないです。試験で、GPSで落としてそこからコンパス測量もあります。 

会長 目で落としてから、そこからはレーダーで歩いたら。GPSは全部が全部とれるかどうか

は分かりませんが。 

委員 雑木山ならいいのですが。人工林ですと、少し難しいです。 

会長 ですね。全部とれるかとれないかは分かりませんが、今のような場所でしたらとれる

と思います。西教の上ですとか、笠取の上ですとか、少し向こうがすいている場所や、

今言っていた中村と西教との間の送電線の下ですとか。そういった、草があって杭が

隠れて分からないところは、一度 GPS でとっておいたら分かるのだと思いますし。な

んでしたら、一度、今は若い作業員もいるので、GPSくらい言えばすぐに使ってもらえ

ると思います。ただそれをして、パソコンへ落として出来るというのであれば、森林

組合と同じものを持っていた方がいいとは思います。そして森林組合に持っていって、

これを落としておいてくれと頼めばしてくれますので。森林組合の地図に直してくれ

ます。森林組合は他の図面も持っていますし、落としてくれるでしょう。また増岡君

にも聞きますが、こんなことを思っているけれどもどうですかと相談いたします。そ

してそれを買ってもらえた場合、GPSを持っていれば森林組合のパソコンに入るので、

森林組合で補正かけてもらえます。それならいいのではないかと思います。 

委員 GPSは 1つ幾らするのでしょうか、良いもので。 

会長 良いものは、200万円。 

委員 上にアンテナが付いているものですね。 

会長 そこまで大したものではなく。少しとるだけではだめですか。 

委員 少しとるだけでも構わないですが、誤差が出ます。 

会長 3年ほどすれば日本の上に衛星が出来ますので。 

委員 たくさん出来ますね。 

会長 あれはだいぶ精度がいいと聞きます。 

委員 今はアメリカの軍事衛星で、2、3ｍは、ずれます。ずれるようにアメリカがデータを

作っています。自分のところの軍事用に使う時には。 

会長 それは一般に公開している部分としていない部分がありますので。 

委員 自分のところは公開していません。 

会長 それはスクランブルをかけているでしょう。 
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委員 すると、十何ｍ狂うのです。 

会長 トラクターでも GPS をつけて、田の中に入ると狂います。自分の土地で止まっていま

す。 

委員 どちらにせよ、谷でないと。行けば折角ペンキを塗ってくれてあるので、分かります

し、GPSの数値が出ていれば割と行きやすいですし。 

会長 GPSはただ、間違えた時やもめた時に欲しいというだけで、普段はうるさく言う必要は

ありません。風車のところでもそうですが、状況が変わると分かりにくいです。本当

に道がこんなところに出来ると、景色が変わってしまって、ここはどこだろうと。今

までのものと違うので、その辺りが分かりにくいです。 

委員 あそこは片方に雑木山が多いので、まだ分かりますが、人工林ばかりの間に道を入れ

られたら、自分の山がどこだったのかとしばらく考えないと分かりません。 

会長 また、道がつけばこちら側に少しだけ残っているという家もあります。道がついたこ

とによって、一畝だけこちらに離れてしまうというのも出来てきます。高原道路がつ

いたためにあちらとこちらに分かれてしまって、昔は山田とよく取り合いをしていま

した。自衛隊の境界がどこなのか分からないと言って。 

委員 一応、尾根が境界になっていますが。道をつけると、道は尾根ばかり走らない。こう

いう風に走るので。 

会長 あれは進駐軍が来ていたので、行政の許可や確認をせずに流してしまって。 

委員 基地はですね。 

会長 訳が分からない。 

委員 いえ、あれはずいぶんあるのです。国は持っています。持っているのですが、あれは

あの時もめていたので、自分のところを出さない。出すと都合が悪いので。そしてけ

りがついてから出てきました。出てきたらきちんと境界まで測って入っていました。 

会長 それでは、何もありませんか。では本当に平日の一番お忙しい時にお手間を取りまし

て、ありがとうございました。これで、第 3 回の管理会を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。また計画通り、すみませんがよろしくお願いいたします。 

一同 ありがとうございました。 
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