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    ◎開会の宣告 

○副委員長（近藤 守君） ただいまから、総務文教常任委員会を開会したいと思います。 

（午前９時５６分） 

                                          

○副委員長（近藤 守君） きょうは、町有地及び公社所有地の管理状況について、所管事務調査

ということで役場の皆さんと一緒に調査しながら検討していきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。岩崎会計課参事 

○会計課参事（岩崎 勉君） 事前にお渡しした資料なのですけども、１ページ目に間違いがあり

ましたので訂正という形でよろしくお願いいたします。大きく変わっているのですけども、データ

を抽出するときにちょっと間違えまして、その他施設のところと、あと、普通財産のでいけば山林

の部分、それと、宅地の部分がちょっと数字がおかしくなっております。 

○副委員長（近藤 守君） わかりました。それでは、これと差しかえをお願いします。 

 それでは、説明のほう、よろしくお願いいたします。岩崎会計課参事 

○会計課参事（岩崎 勉君） それでは、配布した資料で説明をいたします。 

 １ページ目でございます。毎年、決算書の中で土地と建物についてのご報告する調書でございま

す。これは今現在、平成 21 年度３月末でまとめたものでございます。これから決算報告までに、６

月くらいまでに担当課からの情報をいただいて、改めて集計するものですから、今時点での数字と

いう形で今度ご報告するときは多少の変動があるのではないかと思っていますので、その辺ご理解

をお願いしたいと思っております。 

 それでは、表について説明いたします。この表については、上段が行政財産、下段が普通財産と

いう形になっております。会計課のほうで管理を担当しているのは下段の普通財産のところでござ

います。その中で行政財産についても若干変動がありますので説明をさせていただきたいと思いま

す。行政財産の中では、公用財産と本庁舎分があります。これについては、役場庁舎の面積でござ

います。それについては、変更はございません。消防施設についても変更はございません。それで、

公共用財産として、学校の変更はございません。公園について、１万平米ほど減っておりますが、

これについてはポロト湖のところの行政財産分を１万平米カットして普通財産にしているという形

でございます。その他施設で 1,800 平米ほどふえておりますが、これは社台の墓場というのですか、

そこを寄附いただいているのが主な状況でございます。 

 普通財産のほうを説明いたします。普通財産でいけば、原野が１万 9,835 平米減っております。

これは、農地の売買をしております。雑種地、これが 7,816 平米ほどふえております。これについ

ては、公園用地を普通財産にしております。その分がふえております。そして、雑種地の中で分筆

して宅地化できるところは若干分筆していると。その分が減っております。その分で１万から 7,000

になっているという形でございます。宅地について、2,340 平米増になっています。これは、先ほ

ど説明した主に雑種地の部分を分筆して宅地にしているという形での変更でございます。石山工業

団地につきましては、2,138 平米減っておりますがこれも売買で売り払いしているという形でござ
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います。そして、総計でいけば、今、町で持っている土地については 2,296 万 212 平米の土地を持

っているという形でございます。 

 建物については、今回、対象ではないので説明は省略いたします。ちょっと説明いたしますと、

建物についてでございますが、普通財産として住居施設、115.21 平米減っております。これは分譲

地の中の職員住宅を売ったということで減になっております。次の非木造で 786.45 平米が減ってお

ります。これにつきましては、小鳩保育園を移譲したという形での減になっております。あと、そ

の他で 61.56 平米減っております。それにつきましては、民芸館の減りでございます。そして、3,458

平米ふえているのが、この民芸館、ポロトのミンタラをこちらで寄附を受けたという形で増してお

ります。以上がこの表の流れでございます。 

 ２ページ目、お願いします。普通財産の関係でご説明いたします。まず、２ページ目の中でいけ

ば、うちの管理している普通財産の土地一覧表でございます。市街化区域でございます。数が多い

ものですから、一応 1,000 平方メートル以上を抽出させていただいております。その中で 34 と 35

なのですけども、これも大変申しわけないのですけども、抽出するときに間違って抽出したもので

ございます。ここは市街化調整区域、34 と 35 については市街化調整区域ということで削除をお願

いしたいと思います。それで、その中でいきますと、34 筆で 13 万 5,717 平米が市街化区域の中の

普通財産という形になります。白老地区で 22 カ所、萩野地区で６カ所、北吉原で１カ所、竹浦で４

カ所、虎杖浜で１カ所というような形でございます。 

 次、５ページをお願いします。これも普通財産の土地一覧表でございます。これにつきましては、

市街化調整区域ということで、一応 5,000 平米以上でまとめさせていただいております。これにつ

きましては、52 筆、合わせて 87 万 1,756 平米ほどの土地を持っているという形でございます。白

老地区につきましては 35 筆あります。萩野地区で１筆、北吉原で２筆、竹浦で５筆、虎杖浜で９筆

ほどの土地が管理されているという形でございます。 

 ９ページ目お願いいたします。９ページ目は、今、町有地で貸し付けしている総括表でございま

す。個人にお貸ししているのが 31 件でございます。土地としては 38 筆、7,232.63 平米でございま

す。建物は３棟貸しております。そして、収入的には合わせて 176 万 3,337 円の収入となっており

ます。法人・団体にお貸ししているのは、これも大体 31 件でございます。土地としては 40 件、26

万 5,956.71 平米となっております。建物としては４棟、1,136.3 平米でございます。それに今、土

地として北電柱とかＮＴＴの電柱もお貸ししております。それで合わせると、693 万 8,010 円の収

入となっているという形になります。 

 短期貸し付けでございます。これについては、工事の作業ヤードとかそういう形で半年とかでお

貸ししている部分でございます。それが 21 年度でいけば、12 件ございました。面積的には３万

2,520.32 平米でございます。収入的には 166 万 2,550 円の収入となっております。有償貸し付けの

総額の収入としては、1,036 万 3,897 円の収入になっているという形でございます。 

 次に、無償の部分でございます。無償については、34 件、無償でお貸ししております。土地につ

いても 34 件で、面積にしたら６万 802.96 平米でございます。建物については１棟お貸ししている

という形でございます。町有地の貸し付けとしては、そういう形で貸しているということでござい
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ます。 

 10 ページでございます。10 ページにつきましては、町有地財産の売り払いの集計表でございます。

一応、10 年間でまとめております。21 年度につきましては、７件で９筆、２万 3,043.52 平米を売

っておるという形でございます。売払金額としては、2,993 万 6,939 円の売り払いとなっておりま

す。10 年で合計すると、件数でいけば 60 件、93 筆、139 万 2,199.87 平米を売っております。売り

払いとしては、２億 6,977 万 1,920 円でございます。建物については、10 年間で１棟売っておりま

す。それで、437 万 1,000 円でございます。立木補償としては、2,759 万 9,700 円を売っているとい

う形でございます。合わせて、10 年間で３億 174 万 2,620 円の収入になっているという状況でござ

います。 

 次に、11 ページお願いいたします。これにつきましては、土地開発公社の所有地でございます。

今のところ合わせて 60 筆ございます。面積にして、14 万 363.77 平米の土地を今、土地開発公社と

して所有しているという形でございます。これにつきましては、北中央通線道路用地とか、あと、

海岸保全施設用地、石山工業団地用地、竹浦ふ化場線道路用地とかという形で先行取得しているも

のでございます。以上、説明を終了させていただきます。 

○副委員長（近藤 守君） 今、るる説明がございましたが山口部長のほうで何かあれすることは

ないのですか。 

 そうしたら、皆さんからいろいろな質問があれば伺いたいと思います。岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 済みません。この図面なのですけども、今、持っている普通財産と、

土地開発公社の持っている位置図的なものでございます。黒丸の黒字につきましては、普通財産と

して市街化区域の部分でございます。赤いピンクのところが市街化調整区域の部分でございます。

それで、赤に赤字で数字が入っているものが土地開発公社の持っている土地でございます。一応市

街化区域なものですから、ここに白老地区と萩野地区の部分の拡大したところに入れております。

市街化区域でいけば、旧町営球場のところとかがちょっと大きく未利用地として残っているところ

でございます。あとは、森野地区とかにちょっと大きめな土地があるという形でございます。形的

にはこういう形でございます。 

○副委員長（近藤 守君） 例えば港がどんどん掘り込んで面積がふえています、後背地というの

ですか。そういうものはこういうものにはかからないのですか。岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） この場合でいけば、普通財産の港湾施設用地というところが臨海部

として、もし、売る土地として造成した場合にはそこがカウントされます。そして、ある程度国で

整備しているものですから、一線用地とかにつきましてはほとんど国の土地で管理委託されている

というものですから、うちとしては普通財産に入ってこないという形でございます。 

○副委員長（近藤 守君） どなたか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 資料の５なのですけども、普通財産で今、5,000 平米以上の説明ありまし

たけど、これ以下の普通財産、まとめていいですので何筆で何平米あるのか、まず、伺います。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君）  済みません。これは集計が出てこないのです。全部やりますと、
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今、普通財産として持っているのが 194 筆ございます。面積的には、16 万 6,498.15 平方メートル

という形でございます。これが全体です。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ９ページ。町有財産の貸し付けありますけども、貸付料 1,000 万 36 万 3,000

円ありますけど、これの収納率は押さえていますか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 収納率的には、古いものの繰り越しはある程度まだ残っているので

すけども、21 年度等につきましてはほとんどいただいているという形でございます。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 昔、ウトカンベツの河川敷をある企業に貸しているはずなのです。それが

多分、滞納かなりなっているのだけども、現時点で整理されているのかどうか。面積と、あの河川

敷全体でどういうような利用状況になっているのか。間接的に聞くと、前回、建設厚生常任委員会

で白老宏友会かどこかの施設建てるから、無償のときにあそこの土地もありますという話があった

というから。その辺の関連どうなっているのか。この格好で行けば、かなり落ちるはずなのです。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） そこの業者さんについては、平成 13 年度から 20 年度まで滞納繰越

がございまして、それについて今は、今ちょっと営業が苦しいということなものですから、毎月２

万 5,000 円ずつ払ってもらうという形にはなっております。それで、貸す面積も少なくしていきな

がら、それほど負担かけない中でやっていまして、言ったとおり、平成 13 年度から 20 年度の分が

滞納繰越という現状の中になっております。面積なのですけども、ちょっと今の資料の中にはない

ものですから、後でご報告させていただきます。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 滞納繰越とかは主ではないのだけども、ただ、確認だけしておきますけど、

そうしたら、平成 13 年までがかなり残っているのでしょう。そして、現年度分について、今言った、

年次払いをしているということですか。滞納分についてはまるっきりとどまっているのですか。い

くらぐらいありますか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 滞納が大体 900 万円ほどあります。それについては、現年度払って

いただきながら、その分が終わったら、その分を前の年の分に回していくという形で今のところや

っております。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 10 ページいいですか。ここが今ちょっと、委員会でも主としているのです

けど、過去３年でもいいですけど、条例で決めている議会の議決要件の部分ありますよね、その部

分が何件あって、面積いくらになっているかというのはわかりますか。平成 19 年、20 年、21 年だ

けでいいです。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 
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○会計課参事（岩崎 勉君） 過去３年間でいけば、5,000 平米以上を売り払いしているのが３件

ございます。ただ、これについてはかつ 2,000 万という形なものですから、議会のほうにはご報告

していないというか、議案に上げてはございません。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 売り払い金額からいっても平成 18 年と 19 年、21 年あるのかどうかわかり

ませんけども、これからいけば、今言ったように、まず、平成 18 年、面積はいいけども、金額から

いけば１件で 2,000 万円以上があるのかどうか。平成 19 年も面積と売り払い金額。面積でいけば、

5,000 平米以上ですから当然該当するから、金額もそうですから。それと 21 年、面積的にはあるの

かな。１件ある。その辺の区分けをちょっと教えてほしいのです。だから、19 年は議会に何件かか

っていますとか、そういう部分です。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 平成 18 年が、5,000 万平米以上が１件あるのですけども、これは売

り払い価格が大体 89 万円くらい、公衆用道路という形なものですから、そういう形でいけば、議会

には議案として上げてございません。それで平成 19 年、5,000 平米以上が２件ございます。これに

つきましても売り払い価格が 2,000 万円以上ではないものですから議案には上げていないという形

でございます。そして、平成 20 年度は 5,000 平米以上がなくて、昨年度も１万 9,835 平米という売

り払いをしております。それについても農地という形なものですから、2,000 万円いかないという

形で議会のほうの議案には上げておりません。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） ほか。吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 今回、土地の関係なものですから何を質問したらいいのか、いろいろしてき

たのですけれども、土地開発公社のことをちょっと伺ってもいいのでしょうか。北海道の中で土地

開発公社として土地の管理をしている、白老町は 60 筆ということで先ほど説明があったのですけど

も、私、北海道の市町村全部が第３セクターとして土地開発公社という形態をとっているのかなと

思ったら、全道で法人数としては 80 くらいなのです。減ってきているのですけども、白老町として

第３セクターの形として土地開発公社の存続というか、これはやっぱりこのまま継続していくとい

う考えでいらっしゃるのかどうなのか。なくすれということではないのだけども、白老町が置いて

います。80 というのがちょっと意外だったのです。それで、他市町村がなぜ持たないのかなと思っ

て、反対に。これから白老町がいろいろなものを開拓していったりするときに、先行して取得をす

るという形なものになっているのだと思うのですけども、そういった形でいくとやっぱり必要なの

だろうなと思いながら、それでは、他市町村はそういうものがなくて、何かうまくやっている方法

があるのかなと。その辺どういうふうに考えたらいいのか、教えていただきたいと思ったのですけ

ども。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 全体的に土地開発公社の考え方は、減らしていく方向にあるとい

う形になります。これは当然、議会を通さないで先行取得等々行うものですから、一番危惧されて

いるのは不明瞭になりやすいという部分で指摘されています。それで、徐々に議会でもこの辺のと



 7

ころが間接的に質問されながらご答弁させていただいていますが、この整理として今、道のほうで

いわれているのが第３セクター債の絡みでございます。なぜ、第３セクター債を創設したかという

と、これをいわゆる土地開発公社あるいは第３セクターを整理するための財源として、そういった

いわゆる特例債を借りて整理するという方向性を打ち出しているという、こういう形です。国自体

がそういうふうになっています。ですので、近年、北海道でも今、委員おっしゃったとおり 80 何ぼ

ですが、年々減ってきているというのが実情でございます。ですので、白老町でも、議会でもご答

弁させていただいていますが、新財政改革プログラムの見直しにあたって、第３セクター債を借り

ながら土地開発公社のあり方については考えていきたいということでございます。したがいまして、

できれば第３セクター債を借りて、土地開発公社をなくして、土地開発公社が所有している土地に

ついては、町の財産に移しかえをするという考え方の中でどの時点でやるかということを検討して

いると。それで、第３セクター債が借りられる期間が５年間なのです。21 年度から５年間でござい

ますので、もう既に２年目に入るというこういう形になります。ですので、少なくとも来年やるの

か、ことしやるのかという問題があろうかと思いますが、先ほど言いました、財政改革プログラム

の中でその辺も検討していきたいとこういう考え方でございます。 

○副委員長（近藤 守君） 吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 今、今後の新財政改革プログラムの中でなくする方向性も含めて第３セクタ

ー債を使ってやっていくということなのですけども、この原因というか、なくする要因として、今、

財政の関係で将来負担比率の算定にこの第３セクターの土地開発公社の部分が今度入ってくるとい

う方向性があるのか、そういったことも含めてのことなのですか。別な資料なのですけど、いただ

いた資料をちょっと見ていて、将来負担比率の算定に当たっては、新経理基準要綱を適用した場合

の土地開発公社の負債額を用いることとされるというふうになっているのですけど、いまだに旧経

理基準要綱を適用している土地開発公社との間に不均衡が生じることもあるため、必ず新経理基準

要綱を適用するように移行しなければならないというような新経理基準要綱が出されているみたい

なのですけど、これはどういう意味なのかなと。全然、私も読んでいてよくわからないのですけど。

だから、聞こうと思って、きょう、来たのですけど。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 私もその辺詳しく承知しているわけではございませんが、基本的

に将来負担比率というのがございます。この中ではいわゆる土地開発公社、第３セクターの部分、

全部含まれていますので、そういう形です。ただ、これが今度、第３セクター債を借りて負債にな

ると、今度、公債比率が上がるという絡みが出てくるのです。そうしますと、今、公債比率が 16.4％

ぐらいだと思いましたけれども、これが上がる形にはなると思います。第３セクター債を借りるこ

とによってです。ただ、総体的に将来負担比率については、返していくわけですから、基本的には

その部分については変わってこない。今、199 ぐらいだったと思うのですがその辺は変わってこな

いと、こういう形になります。以上がわかっている範囲での考え方、いわゆる比率の関係からいう

とそういう形にはなると、こういう形になります。 

○副委員長（近藤 守君） 吉田委員。 
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○委員(吉田和子君) そうしたら、今のところは第３セクターの土地開発公社に関しては新経理基

準要綱を適用しなさいということは何も通知とかそういうことはないということですか。余りその

辺が詳しくわからないということは。今はまだ第３セクターとしてあります。だから、適用しなさ

いということは、それがどうなのかなということがちょっと１つ気になったということ。 

 それから、もう１つ教えていただきたいと思います。これは北海道市町村の決算の概要の説明の

中にちょっとあったことなのですけど、これも私、何なのかなと思って、よくわからないなと思っ

て教えてもらいたい。第３セクターの土地開発公社の決算報告も確かされているから、その中でち

ゃんと自分が理解していなかったのかなというふうに思うのですけど、損失補償債務残高の一覧表

があるのです。確か北海道の中で 23 だったがあって、その補償しているのが。白老町もその中に入

っていて、２億 3,000 万円のものがなっているということなのですけど。これはどういう意味なの

か。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） うちのほうの予算書の中で土地開発公社３億円の債務負担行為を

やっていると思います。それはそういう意味での部分だというふうに考えて、いわゆる借りて、そ

の範疇で動かせるお金の話です。その３億円という形の中でやれるのでその部分だと思います。た

だ、今、公会計の話でいえば、一般会計もそうなのですけども、プライマリーバランス含めて、い

わゆる複式簿記か、それに近い形での検討とかがされていまして、一般会計もそうなのですけれど

も、それとあわせて企業会計も１つに公会計の見直しが今、作業でされてきていますので、その絡

みではまだ明確にはなっていないという形にはなると思います。それで、その辺のところの複式簿

記の関係で公会計の話がいわゆる貸し借り関係のものを明確にしていくという形です。それで、公

会計の話については、今まで資産については全部入れてきていない部分があるのです。道路用地だ

とかそういったもの全部です。これを含めて資産としてカウントしてくるという話が出てきていま

す。この部分のところをその部分は言っているというふうに思います。ですので、今、バランスシ

ートの中で出てきておりますけれども、その部分で資産としてカウントされていないのが 23 年度か

ら全部入れてくるとこういう形になりますので、それは今、作業をやっている最中だというふうに

議会でもお話をさせていただいていると思いますが、その部分が明確に 23 年から資産として出てき

て、バランスシートでも出てくるとこういう形になろうかというふうに思います。その部分のこと

を多分、５年間猶予されていますので、それが完全に資産されるのが 23 年度からというふうにいわ

れていますから、その部分についてのお話がその文章の表現になっているのかなというふうに思い

ます。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私もよくわからないので間違っていて質問したらごめんなさい。土地開発

公社の土地で、先行取得をする中で維持するということになりますけども、問題になるのがいつも

塩づけの土地というのが出てくる。以前に相当数それを整理したというふうには伺っているのです

けども、まだそういう土地というのは残されているのかどうなのか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 
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○会計課参事（岩崎 勉君） 配布した資料の最後のページのものが、いつも土地開発公社で先行

取得して、今現在持っている土地でございます。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 斎藤委員が今、質問されたのわかりました。塩づけされて、完全にもうこ

この位置からいっても地先にも売れない、どうにもならない、それと、今言った、海岸保全とか、

白老駅北広場、事業計画を持って購入したもの、そういう部分のこの 11 ページの中の整理の仕方を

多分聞いていると思うのですけども。そうですよね。そういう部分です。ですから、１つずつ仮に、

僕も聞こうと思ったのだけど、主要道路用地はあるけども、地先にも一所懸命整理しても売れない

と。完全にもう塩づけになってしまって使途も何もないと。何かの関係で道路用地を買うためにい

ろいろな都合あって残地も含めて買ったのだけど計画道路以外からはみ出していると、そういう部

分はどうしようもないという部分の説明をある程度受けたいということだと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） ちょっと苦しい質問なのですけども、一応うちの把握している中で

は、まず、１番の北中央通線道路用地、これは道路敷地の中に含まれているという形になっていま

す。ただ、これにつきまして、もし、補助事業でできるのであれば、その分が補助で用地が買える

という形でちょっと残してあるという形でございます。２番、３番についてもほとんど道路用地と

してもう使われているというところでございます。４番、５番についてももうほとんどそういう形

です。ただ、６番、７番は、ちょっと用地交渉の中で必要ない部分も残地として買っているもので

すから、これについては残っているという形でございます。全地買ってくれという中で、ちょっと

使い道もないところが残っているというところが。多分、残地として残っているという形でござい

ます。あと、海岸保全施設用地ですけども、これについては一部造成しているところがあります。

これは売り払いもできるところもあります。第３商港区の部分がほとんどでございまして、これに

ついては第３商港区を整備していく中でまた臨海部の土地として売り払いできるかなということで

は考えております。あと、工業団地につきましては、一応港湾用地としての計画がございまして、

これも事業化するのであれば使われるのではないかなというふうに考えております。あと、竹浦ふ

化場線、これにつきましては、当初事業化する予定で買収もしたのですけれど、今は中に入ってい

く行きどまり道路みたいな形になりますので、今時点ではちょっと事業化が難しいということでは

聞いております。次に、駅北広場につきましては、今、事業化していると。事業化されている中で

これも売り払いできるのではないかということで考えております。あと、47、48 につきましては、

これはちょっと今のところ計画がわからないという形でございます。次の 49、50 の虎杖浜温泉地区

につきましては、一応そこに竹浦温泉区の公園として整備したいという形で用意しているところで

ございます。これについては、事業化がある程度できるのかなという形でも考えております。あと、

萩野生活館整備用地でございます。これにつきましては、多分、駐車場として今は使われているの

ではないかなというふうに。次の 54 の社台駅前広場、これはちょっと今のところ計画はないという

形で聞いております。これについては、町のほうで買ってくれないかという話もしていきたいなと

いうふうには思っております。あと、55 から 58 のヨコスト湿原についても町のほうで買ってもら
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えればという形で考えております。59、60 も工業団地の港湾用地でございます。これもある程度、

あそこに公園がないので整備できるのではないかなというふうには考えております。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） １つ聞いていいですか。萩野・北吉原に緩傾斜海岸がずっとできまし

た。緩傾斜海岸と山手のほうの間に緑地でもって３メートルぐらいの幅であって木を植えています、

植林して。あれは国なのですか。町の土地なのですか。岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） あそこは国の土地という形で聞いております。そして、国の土地で、

うちでそういう木を植えてもらえないかという形の中で、管理については、整備していただいたあ

とは町のほうでやるという形で国のほうにお願いした経緯があると聞いています。 

○副委員長（近藤 守君） 吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 先ほどの、ちょっとあれするのですけど、今後、土地開発公社の見直しをし

ていくとなったときに、この土地というのはそのまま町のほうにぽんと戻してくることができるも

のなのですか。そういう第３セクターがなくなったら、戻すことができるのか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 基本的には土地開発公社から買い取るという形です、考え方は。

第３セクター債を町で借りるという形になりますので、いわゆる第３セクターを整理するために町

にお金をお貸ししますと、特例債使えますという形で、町はそれを整理することを前提に買い取っ

てくださいというこういう形です、考え方は。 

○副委員長（近藤 守君） 吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 答えられなかったらいいです。今、開発公社の持っている 60 筆の中で宏友

会でしたか、無償譲渡ということで建設厚生常任委員会では採択されましたけれども、これも候補

地として上がっているということになるのですか。第３セクターの持っている土地。あくまでも白

老町の所有の土地で考えられているのか。この第３セクターの持っている土地も入っているのかど

うなのか。それぐらいしかきっと言えないのではないかと思うのですけども。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 今の話の中でいきますと、土地開発公社の土地については含まれて

おりません。今、希望として聞いている用地が何筆かあるのですけども、それについてはある程度

普通財産もしくは行政財産のとこでございます。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ６月の議会で報告書が出てくると思いますけども、一応聞いておきます。

土地開発公社の所有というのは、簿価というのか、原価いくらで押さえているのか、総額で。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 利息分とかも合わせまして、今のところ試算としては３億 5,679 万

8,988 円という形でございます。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど吉田委員のほうからも買い取りの質問ありまして、部長のほうから

答弁ありましたけど、これは仮に１から 60 まで町で借りかえ、振りかえしてしまうとなったときに、
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事業名に入っている用地の使途とか、現実に今いったように塩づけして道路用地に含まれて、現実

に利用の可能性のない部分もトータル的には買い取りみたいな形に、今そこまで具体的に国のほう

でそういう方針出されているのかどうか。その辺どうですか。今、３億 5,000 万円あるのだけども、

実際に該当するのはこれぐらいしかないと。あとの塩づけされた部分はどうしようもないと。町が

単費でみなさいとそうなるのか。その辺の部分まで詳細に入っていますか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 基本的には土地開発公社の解散という問題が、それが前提になり

ますので、そうすると、売れるものは町で買い取ってという話にならないので、全部町で買い取る

形にはなると思います、基本的な考え方は。それが前提で特例債を認めるというこういう形になっ

ていますので、それが前提と。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） わかりました。その辺理解しておかないと、土地開発公社の部分で議会と

しても理解しておかないと何で云々となってしまうので、ちょっと今、確認だけさせてもらいまし

た。 

 もう１点、いいですか。別なところで。今、議会の所管事務調査の主要な部分なのですけども、

10 ページなのですけど、できれば平成 18 年、19 年、20 年、21 年、差し支えあれば売却先の名称は

消してもいいですけど、１件ごとに何平米でいくらで売ったというのを資料提出お願いしたいので

すけども、副委員長いかがですか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 名前のところだけ消して、それで資料として提出させていただきた

いと思います。 

○副委員長（近藤 守君） お願いします。 

 暫時、休憩します。 

休  憩   午前 １０時４７分 

                                           

再  開   午前 １１時００分 

○副委員長（近藤 守君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 先ほど、前田委員から土地が全筆何ぼで何平米という形で質問あり

ましたことについて、ちょっとお答えしたいと思います。今、普通財産として会計課で管理してい

るのが総数にして 648 筆でございます。それで、面積が 935 万 4,752.78 平方メートルです。以上で

ございます。5,000 平米と 1,000 平米のものを引いていただければ、あと残り。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） そうしたら、648 筆から 52 筆と 87 万 1,000 平方メートルを引いたものが

5,000 平米以下ということでいいですか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 
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○会計課参事（岩崎 勉君） 5,000 平米以下についてはそういう形になります。 

○副委員長（近藤 守君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） そのほかに市街化区域内にも 5,000 平米以上は掲載されています。

１万平米以上のものもありますし、それが全部ではないです。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 済みません、そうです。一応考え方としては、市街化区域の面積と

市街化調整区域の面積を引いていただいた残りが残りという形で判断をお願いいたします。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 悪いのだけど、数字で、資料で出ないですか。ということは、ここで聞い

ても、多分、後で委員長が報告するとき何かに数字困ると思うのです。全体議論していますけども、

全体の、今、事務局長が言った部分も含めて整理して一覧表つくってほしいのです。だから、全体

で白老町としてどれだけのものがあるかというとらえ方をしないといけないと思うので、その中か

ら今回もらった資料ではこうだとかなってくるので。出ると思うのですけど。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 済みません、ちょっと確認なのですけれども。全体でいくらありま

すと、そして、市街化区域として 1,000 平米以上が何ぼあります。そして、市街化調整区域として

5,000 平米以上が何ぼありますと。それを内数で表示するような表をつくればいいという形で。 

○副委員長（近藤 守君） はい。よろしくお願いします。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） ９ページなのですけども、町有財産貸付の件で無償とか有償とかなってい

るわけですけども、まず、建物の無償１件ありますが、無償で貸し付ける建物は具体的にどういう

ものなのですか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 済みません、答弁が遅れまして。蔵の部分を貸しているという形で

ございます。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。それで、無償の土地を６万平米貸しているわけですけども、

無償になる場合の条件といいますか、どういう規約の中でこういう無償というのが出てくるのか。

そのあたりをちょっと。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 無償とか減額で貸し付けする場合は、一応他の地方団体、その他公

共団体または公共的団体で、公共もしくは公益事業に供するときに無償とか減額という形でお貸し

しているという形でございます。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 公共に役立つということで無償になるということは、それに準ずるような

形で減額といいますか、減免の対象になる部分も出てくるわけですよね。全く無償にはならないと。
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そういうものはどういう区分けになっているのですか、減免何かの場合には。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 済みません。その辺についてちょっと勉強不足で。後でお答えした

いと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） この間、小鳩保育園のところへ話に行ったのですけども、その中であそこ

にも土地があるというようなことで、そういう土地というのは、法人が持っている土地というのは

減免の対象になっているのか、有償なのか、あるいは無償なのか、どういう扱いになるのですか。 

小鳩ではなくて、日章学園。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 学校法人という形でいけば、ある程度幼稚園とかを営業されている

方は公共的団体という解釈をしていいのではないかというふうになっております。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そうすると無償になるのですか。学校法人関係ということになれば。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） そこにつきましては無償と減免があるのですけども、今、うちとし

ては無償かお金をもらうかという形の中で動いてはおります。日章学園はグランドとして使われて

いる中で、公営住宅が横にある形でそこのお子さんたちもグランドにある遊具を使わせていただい

ているという解釈の中で今年度から無償という形にしております。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） その辺の手続きの問題ですけど、今まで有償だったものが急に無償になる、

変更になると、こういうことになれば、相手側との契約書だとかそういうようなものが用意されて

いて、何かの条例の中でそういうものをきちんと定めると。それで、ことしからは無償にすると。

こういうはっきりした判断というものがなければ、あいまいになってしまうような気がするのです

けど、そのあたりはどういうふうになるのですか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 今回、無償にした経緯は、一応教育委員会のほうにも日章学園から

要望等がありまして、教育委員会のほうと何か手法はないかという形の中でいろいろと内部で調査

したと。その中で先ほど言った、公共的団体になり得るというものを見つけていただいて、それで

うちとしても、公共的団体と、あと、言ったとおり、公営住宅に住んでいる小さいお子様たちの遊

具としても使わせていただけるという判断の中で無償にしたという形でございます。それで、言っ

たとおり、公共的団体ということがまずは重要になるのではないかと。それについては言ったとお

り、資料的なものが教育委員会で見つけていただいたので、これからはそういう解釈ができていけ

るのではないかなというふうに思っております。 

○副委員長（近藤 守君） 吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 今、お話を伺っていてすとんと落ちないのですけど。というのは、公共団体、
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公共等に使用するという条件的なものあるということなのですけど、もうちょっと明確にしておか

ないと、なぜ、あそこが無償になって、こちらがならないのだとか。それから、今回、財政的に厳

しいとことで手数料とか使用料の減免とかかなりなくしました。それでやっぱり、公共的な福祉関

係のいろいろなことをやっている人たちもかなり使用料・手数料が取られるようになりました。そ

ういった方からいくと、土地の使い方、利用の仕方、明確に条件的なものをきちんとしておかない

と、説明がきちんとできるようにしておかないと、今回の使用料・手数料もかなり厳密に明確にし

たと思うのです。だから、説明を聞いた側もある程度は納得して皆さん支払うべきものは支払って

いると思うのですけども。土地の無償もなかなかこれは見えない部分だと思うので、あそこの土地

が貸しているか、借りているか、会館使っているのと違って見えないです。建物が建っていたり、

何かものがあって使ったりしていると。そういったところを明確に今後していかないと、やっぱり

財政が厳しいということで町民の方々に負担を強いているということから考えると、そういった条

件的なものをきちんとつくって説明ができるようにしておくべきだというふうに思うのですけれど

も、その辺の考え方をちょっと伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 委員のおっしゃるとおりで、うちも調べた中で減免規定とかもまだ

はっきりしていないところがあります。ただ、その辺をほかの教育委員会とかで物を貸すときに減

免規定とかある程度はっきりしていますので、その辺は今後、早急にはっきり決めていきたいとい

うふうに考えております。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の日章学園の部分についてはかなり経緯で 50 年までは無償だったので

す。そして、50 年以降いろいろあって有償になったのだけど。今の参事が話したのは、私が知って

いる範疇では、逆に教育委員会のほうが公共的団体という解釈があいまいで過去に何回も日章学園

に言っているはずなのです。それが今、急に公共的団体だからいいのだということになったのか。

そして、小鳩保育園を日章学園に委託することになったわけです。そういう部分の政治的な兼ね合

いで動いているのかどうかということが、答弁はいりませんけども、その辺やっぱり逆に担当のほ

うがちゃんと整理をして、各課がそれに従うような形にしていかないと各課であいまいになってし

まうのではないですか。各課から来たからではなくて。僕は逆だと思うのですけども。まず、その

辺が整理をしておかないと、時の政治的な利用に、解釈にされる可能性あるのです。それは絶対い

けないことだと思っていますから。その辺がどうかということを伺います。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 吉田委員からもご指摘あったとおり、利用料・使用料については

４つの枠で切りまして、公共性だとか、それから、そういう形の中で整理を加えています。今回、

土地の話もそういった形の中で利用料・使用料と合わせる形でやっぱり整理というのは必要だなと

いうふうに思います。それで、そういった中できちんと利用料・使用料に準じる形の中での土地の

利用についても使用料ですので、そこは合わせる必要があるのかなと、考え方を。そこは早急に整

理をかけたいというふうに思いますので、そこのところはご理解いただきたいと思います。 
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 ただ、日章学園私も正確には、いきさつ等々は承知していませんけれども、担当課のほうについ

ては、基本的には教育委員会サイドを通じて話があったのかもしれません、従前どおり。担当課の

ほうには、ことし、そういう話を受けて話をしたので十分検討する時間がなかったのかもしれませ

ん。そんなこともありますので、基準的にはやっぱり担当課のほうできちんと整理をかけて、そう

いった会館の使用と合わせるような形での基準づくりを明確にしていきたいというふうに思います

のでよろしくお願いしたいと思います。 

 いわゆる無償と減免、どう違うのだという話だと思うのですが、無償というのは全免除を無償と

いう形でいっているのです。減免の中にも一部免除と全免除があります。全免除の部分は無償にな

ります、結果的に。だから、言葉を正確にいうと、減免の中の整理として一部減免と、全免除とあ

りますと。全免除については、無償という言い方のほうがわかりやすいということでそうしている

という形で整理としてはご理解をお願いします。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、無償の部分、減免出ましたけど、今の砂川かな、歌志内のほうで問題

になっていますけど、宗教法人に対する、仮に社台とか、八幡神社は別だけど、虎杖浜とか、あの

辺の所有区分というのはどうなっているのですか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 白老町に砂川の事例があるかどうかということで、まず、お答え

しますが、萩野神社がこれに該当します。あそこは公民館と保育所の一部の敷地のほうにかかって

いると、こういう形です。社台は鳥居だけだそうです。北吉原も一部ちょっと引っかかるところが

あるということで、全部引っかかっているのが萩野。ですから、３カ所で、全部引っかかっている

のが萩野で、社台が鳥居のみと、それと、北吉原は一部だというこういう形です。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） それで今後の白老町の考え方をお聞きします。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） これは最高裁の判決が出ているのですが、高裁に差し戻しなので

す、正確にいうと。そこでいろいろな論議が砂川の場合については、経過的には地主さんが寄附し

て、それから、無償で使うことを条件にしてやっていると、こういう事案なのです。ですから、そ

ういうことを考えて社会的に、そのときもよく言われているのですが、本当に子守している方が宗

教的な子守をしているのかという問題もあったり、お正月のお祭りについて、いわゆる一つの風習

行事として行っているところもあるというふうに聞いています。ですので、その辺のところが最高

裁から高裁に差し戻して、もう少し論議されてくるのかなというふうに思います。それで、全部が

全部、果たしてこれがなじむのかというと、ちょっとなじまないところも個人的にはあるのではな

いかなというふうに思っていますので、裁判継続中でございますので、この推移を見ながら、出て

きたときには関係者の皆さんとも最終的にご相談をしながら、どういうふうにしたほうがいいのか

ということを。これは議会の皆さんとも相談しないとならないのかなというふうに思っています。

感情的に、法律的にバンというのは、果たしていいのかどうかも含めて、ちょっとこれは難しい問
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題かなというふうに思っています。地域にあるのは地域の神社としてなっている部分がありますの

で、それでは、建っているところで子守している、例えば町内会さんだけにご負担願うのがいいの

かとかそういう問題もありますので、これはちょっとまだまだ先に検討する課題が多いのかなとい

うふうに思っています。そんなことで高裁に差し戻し裁判でどうなっていくのか、最終的に裁判が

どうなっていくのかというのを見守りながら、最終的には関係機関とご相談しながら決めたいとい

うふうに思っています。 

○副委員長（近藤 守君） ほか、何か。吉田委員。 

○委員(吉田和子君) もう１点。土地の処分に関して。前に財政改革プログラムの中でも工業団地

の土地の売り払い計画を立てたらどうだという話が出たりとか、ある程度町としてもこういった白

老町の全町の土地に関して分譲したりとか、広報に載せたりとか、いろいろな計画性を持ってやっ

ていると思うのですが、全体的な土地の売り払い関係の処分の計画を持つべきだというふうにうた

われているものもあるのですけども、今の時代的なものを合わせると、その計画を立てることが有

効なのかどうなのか。その辺町としてどう考えられているのかということが１点。 

 それから、もう１つ。先ほど、９ページの無償で貸し付けているところがありますよね。これは

ほとんど公共団体だとか、そういった公共を目的に使っているものが多いということだったのです

が、公共的なものであるということはわりと場所的にはいいところなのかなとちょっと思って、そ

うではないところもあるのかもしれないですけど。そういうふうに考えたときに、無償で貸してい

ることはずっとこのまま続けられていくのか。それとも、その団体によっては、事業として成り立

っていくというか、土地を買ってもやっていけるような方向性が見えてきているのかどうなのかと

いうような、そういう計画を持ちながら無償でやっているところの土地の状況もそういう人たちと

話をしたことがあるのかどうなのか。できれば、買ってもらったほうがいいと思うのですけど。だ

けど、今の状況の中では無理なところもあると思うのですけど、そういったことが話として進めら

れているのかどうなのか。その辺どうなのでしょうか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） まず、無償でお貸ししているところはほぼ町内会さんです。例え

ば、いわゆる物置だとか、それから、リサイクルの物置を置きますと、古紙の回収だとか一時保管

するときに使っている物置だとか、ほぼそういったものなのです。ですので、先ほども言いました

とおり、本当に無償でいいのかどうなのかということを含めて使用目的も厳密に精査をして、本当

に買ってくれるところは、そのほうがいいということであれば、基本的には売り払いをしたいとい

うのが基本的な考え方ですから、そこは整理しますけれども。基本的には先ほど言いましたとおり、

町内会さんのリサイクル物置だとかが主体でございますので、そこはそういうことでの整理をかけ

たいなというふうに思います。 

 それから、計画的なものですが、基本的には工業団地等々、目標数値的なものは持っているので

すが、それが実態になじむかというとなかなかなじまないという部分。それから、工業団地除いた

新財政改革プログラムでも宅地は年間 3,000 万円ぐらいを売りさばきたいというのは、１つにはそ

ういったことでの広報周知だとか含めて設定しながらやっているというこういう状態です。ただ、
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先ほどの土地開発公社の問題からすれば、なかなか公園用地にしたいという部分もあったり、道路

のはずですとかいろいろな形態があります。ただ、本来的には土地開発公社が先行取得している部

分については町で買い取りするのが基本的なものですから、そこは先ほど言いましたとおり、財政

改革プログラムの中で整理をかけたいなというふうに思っています。そんなことで逐次すっきりし

た形にしていきたいなという方向性では考えていますのでそういうことでご理解お願いしたいと思

います。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 電柱類何かを立てて、それは収入があります。かなりの数にはなるのだろ

うと思うのだけども、そういう場合に１本いくらという形で料金計算されるものなのか。それとも、

地価によって、便利な場所、不便な場所いろいろあります、そういう地価によって値段が変わって

いくとか、そういうようなことというのはあるのかどうなのか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 条例等で１本いくらという形で設定されております。普通財産のと

きはうちですけども、普通は大体行政財産の道路用地とかそういうところに入っているのが現状で、

それもやはり１本いくらと形ではなかったかなと思っています。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 途中で料金の変更や何か、基準というのか、何かあったような記憶もある

のだけども、そういう社会状況によって値段が変わるとか、最近変わったなんていうことはないの

ですか。料金が上がるとか、そういうトラブルというのはないのですか、料金に関する。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 料金についての条例につきましては、北海道から値段が変わった段

階でそういう指導があって上げるという形が主なもので、うちが単独で上げるとか下げるとかとい

うことはあり得ないと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 町内会で管理している外灯あります、電柱。そういうものはどういうふ

うになっているのでしょうか、使用料。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 多分で答えると問題ありますが、無償だと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 休憩します。 

休  憩   午前 １１時３２分 

                                           

再  開   午前 １１時３８分 

○副委員長（近藤 守君） 休憩を閉じて委員会を再開します。千石会計課長、どうぞ。 

○会計課課長（千石講平君） 現在、所管が違いますけども、町内会さんで立てる部分については

無償という形で今まで進んでおります。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 
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○委員（前田博之君） これは多分ミスプリントだと思うのですけど、ちょっと伺います。２ペー

ジです。普通財産に表書きになっているのですけど、３ページになったら公有財産（一般会計）と

なっているのですけど、これは普通財産でいいのですよね。公有財産という解釈なのですか。公有

財産は違うと思うのだけど。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 公有財産と書いておりますけども、これは普通財産でございます。 

打ち出しの中では公有財産というのは行政財産と普通財産がありまして、普通財産分だけを打ち出

しているという形でございます。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 一般会計だというけど、他会計は財産持っていますか。町全体のものを掌

握したいのですけども。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） これは普通財産のみの表でございます。だから、他会計については

今のところ入っておりません。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ３、４ページにかかわって、これは今、一般会計の普通財産になっていま

すけども、この中で区分からいけば宅地なら宅地になっています。このほかに雑種地とかいろいろ

ありますけれども、この中で多分宅地は案内されている部分の分だと思いますけども、それ以外で

雑種地の中で将来、宅地として転用できる部分というのはあるのかどうか。この１から 36 の中であ

るのかどうかを伺います。仮に、順番からいけば６番目、若草町１丁目、場所がちょっとわかりま

せんけど、こういうところとか、あと、原野何かも将来宅地に変えられるのかどうか。そういう部

分の整理というのはされていますか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） この土地台帳のデータなのですけども、データを入れてちょっと間

がないものですから地目的にははっきりしないところがございます。これを少しずつ今、地目をは

っきりさせていきたいという形で考えております。あと、使える土地はあるのですけども、今、分

譲地として使えるというか、造成しないと使えない、分譲できないところしか今のところ残ってい

ないと。もし、これから分譲するのであれば、道路をつくったり、区分けとかしていかなければな

らない部分があるという形なものですから、今、分譲している部分がある程度売れた段階で、また

改めて宅地化して、その部分を分譲していくという形で今のところ考えております。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ちょっと視点変えて、先ほどの土地の売買の関係の議会の議決の関係で伺

います。資料いただきましたけど、その中で議会の中でも私も含めてほかの委員も、今の議決要件

の 5,000 平米かつ 2,000 万円について、今現状の経済情勢あるいは財政改革プログラムをやってい

ると、その中で多くの普通財産を売るということになっていますので、そういう部分からいけば今

の議決要件の 5,000 平米以上かつ 2,000 万円についてはちょっとなじまないのではないかと。町当
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局としても条例の一部改正をするような考えはないかということが、先ほどの委員から出ていまし

たけども、その辺について多分庁内でももう１年以上たちますから議論されていると思いますけど

も、その辺の考え方、見解は町として庁内議論されているのか。されていれば、どういう方向で見

定めているのか。その辺の見解をちょっとここで伺っておきます。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） この件に関しましては、委員おっしゃったとおり１年ぐらいたち

ます、議論的には。ただ、自治法あるいは自治施行令から見て、当然 5,000 平米の、施行令でいう

と 700 万を下らない範囲でやりなさいとこういう話です。それで、当然条例を改正して、うちのほ

うでやった、その当時の議会とのコンセンサスも得ながら、議会からの要望もありながら現在の

2,000 万円にしたという経過もあります。その当時の価格帯と現在の価格帯を見てみますと、ほぼ

同水準にあるのかなというところもあります。それで、そういうことからすると当面急がなくても

いいのかなとも思いつつ、片やもう一方、国、道の動向で今、委員の皆様もご承知のとおりかと思

いますが、総務省の地方財政の行財政検討会議が協議されておりまして、その中でいわゆる６月を

めどに地域主権戦略大綱を定めるとこういう話になっています。その第１分科会で議会のあり方が

論議されているということがあります。それで、その中で議決に関する項目が出ておりまして、そ

の中でこの部分をどうするかという議論がされているというふうに言われています。基本的にこれ

を受ける形で将来自治法の改正が伴うのではないかなという考え方もあります。そして、議論のあ

り方ですが、ちょっとここでわかる範囲でお話をさせていただきたいのですが、この諮問のいわゆ

る審議会の中で２つの考え方がありますということで、限定して議決事件だけについて、そのほか

もまだあるのですが、今回それに特化してお話しますと、いわゆる責任強化型、議会と町との関係

において、議会が執行権限により責任を持つようなあり方、これが責任強化型というふうに言われ

ています。それと、もう１つは議会と執行権限との分離を徹底するようなあり方。これが分離徹底

型という２つの考え方が論議されておりまして、分離徹底型からすると契約の締結であるとか、財

産の取得処分、訴えの提起、それから、人事同意等のいわゆる副町長の同意するだとかいろいろ種々

の議会に同意するものがありますが、こういったものを議決事件の対象外とするという考え方も１

つあるという形なのです。そうしますと、この考え方は議会の権限を本来的なものに純化するとい

う考え方が１つの考え方としてあって、これが諮問して大綱に盛られるとすれば、まったくいわゆ

る、こういったものを議会に議案としてかけないというこういう１つの方向性。それから、もう１

つは、責任強化型といいまして、これは議会が執行権限により責任を持つということからすると、 

議会の議決事件については、今国会にいわゆる法定受託事務の議決事件の追加が提案されていると、

こういうものは整理されてきますけれども、こういうものが基本的に現行制度を維持するとこうい

う形の流れになると思っています。そこで、こういう２つのことが今、論議されておりますので、

これに基づいて自治法の改正も考えられることから、この推移を若干見守りたいなというふうに考

えています。それで、基本的には、議会のあり方等については検討会の中で、第１分科会で話され

ておりまして、５月に基本的な考え方を示すという話になっています。そして、６月には全体の検

討会議としての中で地域主権の大綱をつくるというふうになっていますので、そう遠い話ではござ
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いませんのでこの論議の推移をちょっと見守りたいというふうに考えてございます。それから、町

としての最終的な判断というか、検討をしてまいりたいというふうに考えています。いずれにして

も、国の動向を見極めながらちょっと整理をかけたいなというふうに思っていますのでそこのとこ

ろはご理解お願いしたいなというふうに思います。 

○副委員長（近藤 守君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、お話された部分はかなり議論されていますし、逆に首長方からすれば

議会を取り込むという、二元代表制をなし崩しにするというような議論もされて、多分反対もされ

ていますからその辺はあると思います。ただ、現実の問題としてどうかということと、もう１つは

先般、苫小牧市が入札の議会にかける最高限度額を下げたのです。契約の透明性を図りたい、一般

競争入札の透明性を図りたいということで苫小牧は下げているのです。そういう自治体もあります

から。それは議会でこれからまた議論しますけど、そういう部分も含めて国はどうかいつになるか

わかりませんけども、現実にどうかということをもうちょっと町側も、議会がどういう対応になる

かわかりませんけども、その辺も合わせて含んでおいてほしいと思いますけどもいかがでしょうか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 基本的に先ほど言いましたように、これが１年先に出てくるとか、

２年先に出てくるという話ではなくて、ある程度の方向性というのは５月、６月というふうに話さ

れていますので、その辺のところを待ちながら。これはそうしますと、今年度中にはいずれにして

も整理されるのかなという話になると思います。そういった中での話でございますので、そこのと

ころをもうちょっと推移見させていただきたいなということでございます。ずっと先延ばしにする

とかそういう話ではございません。それを受ける中でさらに検討を加えたいと、こういうことでご

ざいますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） ほか、ございませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） ちょっと単純な質問をいたします。例えば土地を借りる場合に、市街化

区域内と区域外の場合には単価というのは当然開きがあるのですよね。それは、土地の広さに応じ

て決めるのか、単価というか、その辺。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 国のほうで路線価という形で表示になります。それを基にしまして、

うちの係数をかけていくという形でございます。だから、やはり路線化につきましては、市街化区

域であれば高いし、市街化調整区域であれば低くなるというのが現状ではないかなという形でござ

います。 

○副委員長（近藤 守君） 吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 済みません、確認だけ。公有財産、先ほど一番最初に説明のあった１ページ

の。それで、居住施設の 115.21 マイナスというのは、職員住宅の町のほうに売却の形になるのか。

そうではないのかな。今度、一般の方に公営住宅のほうで管理して貸し付けになりますよね。だか

ら、ここではマイナスになるのだけど、公共財産のほうでふえないのですか。 

○副委員長（近藤 守君） 岩崎会計課参事。 
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○会計課参事（岩崎 勉君） 115.21 平方メートルにつきましては、一応分譲地の中で住宅付きで

売ったという形でございます。それで売り払いしているので減るという形でございます。個人が買

ったのです。 

○副委員長（近藤 守君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 具体的な話で。固有名詞出てきませんのでお話しますけれども。

今、町のほうで旧保育所、白老保育所のところを分譲しています。その横に職員住宅が何軒か持っ

ていたのです。ブロック造りで古い。教育長の公宅もありますけど、その横に古いものがあるので

すが、そこを土地付きで買った人がいるのです。それで、自分で直して、今、生活していますけれ

ども、そこの部分です。事例としてはそういう事例です。 

 基本的に一部免除というのはないと。全免除だというふうに思います。ただ、そこで一部出てき

ているのは、火災保険料の部分の負担をお願いしている部分がありますということもありますが、

基本的にそういうことを考えると、それは業者方に負担願っているのですけども、いわゆる土地に

関しての一部負担というのは、基本的には、この数値的には。ですから、数値的には全部免除して

いると、そういうことでご理解をいただければと思います。 

○副委員長（近藤 守君） それでは、暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午前 １１時５７分 

                                           

再  開   午後  １時０８分 

○副委員長（近藤 守君） それでは、休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 一応、午後の部はまとめのほうに入っていくのですけども、まだ何か行政側に聞きたいことがあ

ればお呼びしますけどもいかがですか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 総括でひっくるめてやるとわかりづらいのではないかなという気が

します。ですから、１つ１つで議論していったほうがいいのではないかと思います。要するに１つ

は、公有財産の保管状況を見たわけだから、ここについて何かあれば議論だしてもらって自由討論

してもらうと。それが終われば、土地減免と。分けてやったほうがわかりやすいかなと思います。

一まとめでやるとごちゃごちゃになると思いますのでどうですか。 

○副委員長（近藤 守君） それでは、順番にいきますか。１ページ目、公有財産、土地及び建物。

前田委員。 

○委員（前田博之君） 土屋委員もいて、農業委員会もやっていますけれども、ちょっとお聞きし

たいのですけれども。１ページの原野というところで別表を見たら 804 番地で原野をこの前の説明

では農地という説明で約２万平米売っていますけども、こういうものというのは農業委員会にはか

かっているのですか。これは原野だから農地変更しなければいけないのか。どうなのですか、この

辺は。 

○副委員長（近藤 守君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 毎月１回開かれていますが、そのときに農地変更、それの確認はやって

います。ただ、大抵は専決処分されていますので、それは私達が確認するということです。農地変
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更ではなくて、地目変更。 

○副委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わからないから聞くのだけども。例えば公園の用地が減ったでしょう。そ

れで、それがポロト湖周辺の土地と言いました。そして、それが行政財産だったものが用途変更で

普通財産に変更になって、そちらへいったわけでしょう。行政財産と普通財産の違いというのは何

なのですか。 

○副委員長（近藤 守君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 使途目的が決まっているものを行政財産、決まっていないものを普

通財産といいます。ちゃんと地方自治法に財産区分があって、行政財産と普通財産に区分けがされ

ているのです。行政財産というのはその目的使途が定められている土地のことをいうのです。厳密

に自治法を写してきますか。 

○副委員長（近藤 守君） 暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午後  １時１４分 

                                            

再  開   午後  ３時０２分 

○副委員長（近藤 守君） 休憩を閉じて、会議を開きます。 

 きょうの続きは６月１日ないし２日でもって、また会議を開きます。その結果、あしたは会議を

開きません。そういうことでございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから委員長のほうに。委員長の体調もあるから、一応あし

たはしないで１日ということで。きょう、いろいろと話は出ましたけど、総括的まとめは１日か２

日にすると、その後の対応も含めて。ということで連絡しておきたいと思います。 

                                           

◎閉会の宣告 

○副委員長（近藤 守君） それでは、本日の総務文教常任委員会を閉会いたします。 

   （閉会 午後３時０４分） 

 


