
議案第111号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第96条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和３年12月１日提出 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 財産の表示 

⑴ 土地 

所在 地目 面積（㎡） 

伊賀市上阿波2924番１ 山林 148.00  

伊賀市上阿波2938番 山林 297.00  

伊賀市上阿波2939番 田 671.00  

伊賀市上阿波2940番 田 327.00  

伊賀市上阿波2942番１ 山林 99.00  

伊賀市上阿波2942番２ 山林 198.00  

伊賀市上阿波2942番３ 畑 942.00  

伊賀市上阿波2942番５ 山林 66.00  

伊賀市上阿波2942番12 山林 148.00  

伊賀市上阿波2942番13 山林 66.00  

伊賀市上阿波2942番15 山林 29.00  

伊賀市上阿波2942番16 山林 33.00  

伊賀市上阿波2942番17 山林 26.00  

伊賀市上阿波2942番18 山林 26.00  



伊賀市上阿波2942番19 山林 59.00  

伊賀市上阿波2942番20 山林 287.00  

伊賀市上阿波2942番21 山林 33.00  

伊賀市上阿波2942番22 山林 33.00  

伊賀市上阿波2942番23 山林 72.00  

伊賀市上阿波2942番24 雑種地 39.00  

伊賀市上阿波2943番 山林 165.00  

伊賀市上阿波2944番 山林 112.00  

伊賀市上阿波2947番 田 145.00  

伊賀市上阿波2949番 山林 85.00  

伊賀市上阿波2950番 山林 462.00  

伊賀市上阿波2951番 山林 1,438.00  

伊賀市上阿波2952番 山林 264.00  

伊賀市上阿波2953番 宅地 661.00  

伊賀市上阿波2954番 宅地 234.00  

伊賀市上阿波2955番 山林 132.00  

伊賀市上阿波2956番 ため池 479.00  

伊賀市上阿波2957番 田 760.00  

伊賀市上阿波2957番１ 雑種地 26.00  

伊賀市上阿波2958番１ 田 4.76  

伊賀市上阿波2959番４ 雑種地 194.00  

伊賀市上阿波2984番１ 雑種地 43.00  

伊賀市上阿波2985番 雑種地 76.00  

伊賀市上阿波2986番 雑種地 895.00  

伊賀市上阿波2986番１ 雑種地 33.00  

伊賀市上阿波2987番 雑種地 39.00  

伊賀市上阿波2988番 畑 16.00  

伊賀市上阿波2988番１ 雑種地 125.00  

伊賀市上阿波2990番 山林 23.00  



伊賀市上阿波2991番 山林 456.00  

伊賀市上阿波2991番１ 雑種地 79.00  

伊賀市上阿波2992番 山林 482.00  

伊賀市上阿波2993番 田 76.00  

伊賀市上阿波2993番１ 原野 13.00  

伊賀市上阿波2994番 原野 49.00  

伊賀市上阿波2995番 宅地 132.00  

伊賀市上阿波2996番 宅地 631.00  

伊賀市上阿波2996番１ 雑種地 94.00  

伊賀市上阿波2997番 宅地 535.00  

伊賀市上阿波2998番 宅地 99.00  

伊賀市上阿波2999番 宅地 148.00  

伊賀市上阿波3000番 宅地 23.00  

伊賀市上阿波3000番１ 宅地 238.00  

伊賀市上阿波3000番２ 宅地 274.00  

伊賀市上阿波3000番３ 雑種地 145.00  

伊賀市上阿波3001番 宅地 132.00  

伊賀市上阿波3002番 宅地 608.00  

伊賀市上阿波3003番１ 山林 29.00  

伊賀市上阿波3003番２ 宅地 29.00  

伊賀市上阿波3003番３ 宅地 6.61  

伊賀市上阿波3004番 宅地 89.00  

伊賀市上阿波3005番 宅地 138.00  

伊賀市上阿波3006番１ 山林 49.00  

伊賀市上阿波3006番２ 山林 49.00  

伊賀市上阿波3007番 宅地 168.00  

伊賀市上阿波3007番１ 雑種地 13.00  

伊賀市上阿波3008番 宅地 19.00  

伊賀市上阿波3009番 宅地 403.00  



伊賀市上阿波3009番１ 雑種地 38.00  

伊賀市上阿波3010番 宅地 36.00  

伊賀市上阿波3014番 宅地 1,365.00  

伊賀市上阿波3015番 雑種地 165.00  

伊賀市上阿波3017番 雑種地 654.00  

伊賀市上阿波3017番１ 雑種地 70.00  

伊賀市上阿波3018番 雑種地 59.00  

伊賀市上阿波3020番 雑種地 9.91  

伊賀市上阿波3021番 宅地 99.00  

伊賀市上阿波3021番１ 公衆用道路 176.00  

伊賀市上阿波3022番 宅地 1,282.00  

伊賀市上阿波3022番２ 井溝 46.00  

伊賀市上阿波3023番 山林 9.91  

伊賀市上阿波3035番 山林 254.00  

伊賀市上阿波3035番１ 山林 485.00  

伊賀市上阿波3037番 山林 251.00  

伊賀市上阿波3038番 山林 1,064.00  

伊賀市上阿波3039番１ 山林 462.00  

伊賀市上阿波3039番２ 宅地 376.00  

伊賀市上阿波3039番３ 山林 95.00  

伊賀市上阿波3039番４ 田 188.00  

伊賀市上阿波3039番５ 山林 66.00  

伊賀市上阿波3039番６ 山林 211.00  

伊賀市上阿波3039番８ 山林 1,061.00  

伊賀市上阿波3040番 田 161.00  

伊賀市上阿波3041番 田 218.00  

伊賀市上阿波3042番 田 158.00  

伊賀市上阿波3043番 山林 99.00  

伊賀市上阿波3044番 田 760.00  



伊賀市上阿波3045番 雑種地 39.00  

伊賀市上阿波3046番１ 雑種地 81.00  

伊賀市上阿波3047番 雑種地 79.00  

伊賀市上阿波3049番 畑 36.00  

伊賀市上阿波3050番 雑種地 132.00  

伊賀市上阿波3051番 山林 132.00  

伊賀市上阿波3051番１ 雑種地 154.00  

伊賀市上阿波3052番１ 雑種地 248.00  

伊賀市上阿波3053番１ 雑種地 74.00  

伊賀市上阿波3054番１ 雑種地 18.00  

伊賀市上阿波3055番１ 田 141.00  

伊賀市上阿波3056番１ 山林 255.00  

伊賀市上阿波3056番３ 雑種地 24.00  

伊賀市上阿波3057番 山林 9.91  

伊賀市上阿波3058番 山林 42.00  

伊賀市上阿波3059番 田 178.00  

伊賀市上阿波3060番 山林 42.00  

伊賀市上阿波3062番 原野 132.00  

伊賀市上阿波3063番 山林 264.00  

伊賀市上阿波3063番１ 公衆用道路 151.00  

伊賀市上阿波3064番１ 原野 32.00  

伊賀市上阿波3066番１ 原野 141.00  

伊賀市上阿波3067番 山林 99.00  

伊賀市上阿波3067番１ 山林 366.00  

伊賀市上阿波3068番 山林 208.00  

伊賀市上阿波3069番 山林 224.00  

伊賀市上阿波3070番 山林 188.00  

伊賀市上阿波3071番１ 畑 330.00  

伊賀市上阿波3071番２ 畑 413.00  



伊賀市上阿波3071番３ 山林 208.00  

伊賀市上阿波3072番１ 山林 374.00  

伊賀市上阿波5118番 雑種地 626.00  

伊賀市上阿波5119番 雑種地 1,658.00  

伊賀市上阿波5120番 雑種地 570.00  

伊賀市上阿波5121番 雑種地 370.00  

伊賀市上阿波5217番２ 鉱泉地 500.00  

 

⑵ 建物 

名称 所在 構造 
面積

（㎡） 

公衆浴場(本館) 伊賀市上阿波3000番地 鉄筋コンクリート銅板

葺２階建 

2099.41 

公衆浴場（源泉風呂） 伊賀市上阿波3000番地 鉄筋コンクリート瓦葺

平屋建 

199.28 

ボイラー室（源泉） 伊賀市上阿波3003番地３ 鉄筋コンクリート瓦葺

平屋建 

71.50 

店舗 伊賀市上阿波3002番地 鉄筋コンクリート平屋

建 

228.62 

社会福祉施設 伊賀市上阿波2953番地 木造瓦葺平屋建 154.21 

研修室 伊賀市上阿波2996番地 木造瓦葺平屋建 235.33 

研修室 伊賀市上阿波2996番地 木造瓦葺平屋建 36.43 

研修室 伊賀市上阿波2997番地 木造瓦葺平屋建 25.63 

店舗（工房１） 伊賀市上阿波3022番地 木造スレート葺平屋建 38.88 

店舗（工房２） 伊賀市上阿波3022番地 木造スレート葺平屋建 38.88 

店舗（工房３） 伊賀市上阿波3022番地 木造スレート葺平屋建 38.88 

店舗（工房４） 伊賀市上阿波3022番地 木造スレート葺平屋建 18.00 

便所（工房） 伊賀市上阿波3022番地 木造スレート葺平屋建 22.50 



倉庫（工房倉庫） 伊賀市上阿波3022番地 木造スレート葺平屋建 12.86 

便所（キャンプ場） 伊賀市上阿波 2942 番地
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木造スレート葺平屋建 55.00 

店舗（椚屋１） 伊賀市上阿波3009番地 木造瓦葺平屋建 14.90 

店舗（椚屋２） 伊賀市上阿波3009番地 木造スレート葺平屋建 34.78 

店舗（椚屋３） 伊賀市上阿波3009番地 木造スレート葺平屋建 73.71 

倉庫（第１駐車場） 伊賀市上阿波3047番地 軽量鉄骨折板厚鉄平屋

建 

9.51 

倉庫（福祉施設倉庫） 伊賀市上阿波2953番地 木造スレート葺平屋建 14.00 

倉庫（消防ポンプ庫） 伊賀市上阿波3003番地２ 木造スレート葺平屋建 3.63 

 

⑶ 工作物 

所在 伊賀市上阿波2953番地ほか 

内容 テニスコート、キャンプ場、屋内ゲートボール場、源泉取水設備

等 

 

⑷ 物品 

⑵の建物又は⑶の工作物に備える机、椅子、機械器具その他の物品及び車両 

 

２ 相手方 

   伊賀市上阿波2953番地 

   一般社団法人大山田温泉福祉公社 

    代表理事 藤森 荘剛 


