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平成２２年白老町議会総務文教常任委員会会議録 
 

平成２２年 ６月 １日(火曜日) 

   開 会  午前 １０時０２分 

   閉 会  午後  ３時３５分 

                                                                                    

○会議に付した事件 

 １．町有地及び公社所有地の管理現状について 

                                             

○出席委員（７名） 

委 員 長  及 川   保 君       副 委 員 長  近 藤   守 君  

委   員  本 間 広 朗 君       委   員  前 田 博 之 君 

委   員  土 屋 かづよ 君       委   員  斎 藤 征 信 君 

委   員  吉 田 和 子 君       議   長  堀 部 登志雄 君         

                                             

○欠席委員（０名） 

                                                  

○説明のために出席した者の職氏名 

  会 計 課 参 事      岩 崎  勉  君 

                                            

○職務のために出席した者の事務局職員 

事 務 局 長      上坊寺 博 之 君 

書     記      伊 藤 沙 織 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） 総務文教常任委員会を開会したいと思います。 

（午前１０時０２分） 

                                             

○委員長（及川 保君） ５月 11 日に開催しました委員会の引き続きでございます。前回は町側

から状況の説明をいただいたという状況にありますけれど、本日は引き続いて、町有地及び町の財

産ですね、そういう土地の問題なのですけれど、前回に引き続いて行うということについては、本

日整理をして、皆さんの意見を聞きながら整理をしたいと考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 局長のほうからお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応前回は町側から説明を受けて、一定の委員さんの意見を出して

いただいたのですけれど、私何点かメモをしているのですけれど、それを確認させていただいてい

いですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○事務局長（上坊寺博之君） まず１つは行政財産で、将来目的のないものの普通財産への切りか

えが出ていたかと思います。それともう１つは、普通財産の処分、目的、一定の売却計画を出すべ

きではないかという話があったかと思います。それと３点目として、貸し付けしている土地に対し

て、個人、法人に貸し付けている土地は、処分、売却していく計画を立てるということが出ていた

かと思います。 

それと、現在減免の基準が不明確で、明確化していないと。平等、公平の観点から、減免する相

手の基準をもっと具体的に持つべきでないかという話が出ておりました。 

それと、公社の土地に関しては、まちの将来的に取得が薄い土地、要するに行政財産として目的

が薄れてきている土地については、公社は他に処分するべきでないかという話がありました。 

もう１点は、議決事件。土地の売却。現在 5,000 平米以上、2,000 万円という基準になっていま

すけれど、それを今、需要の基準が 5,000 平米以上 700 万円なのです。これの検討をすべきではな

いかという、この５点が出ていたと思いますけれど、その確認でよろしかったでしょうか。 

きょうはこのそれぞれで、議論していっていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休  憩  午前 １０時０３分 

                                             

再  開  午前 １０時０５分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。局長のほうから、若干説明をお

願いしたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうからですね、財産について理解をしていただくために、一

応資料つくらせていただきました。これの説明をさせていただきたいと思います。これは物の本に

書いてあるものですから、その部分で理解していただきたいと思います。 

 まず、財産管理の必要性。これは地方自治法で財産管理の規定が設けられておりますが、これに
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ついては、自治体の財務については、従来から現金中心主義の考え方が強く、財産の管理について

は軽視されていました。しかし、財産は現金の形を変えたものであり、その保全が不十分なときに

は、現金の追加支出が必要となるため、適切、効率的に管理することが重要なのです。地方自治法

では、財産の種類ごとに管理や処分の仕方を定めています。これが財産管理の必要性です、と書か

れております。 

 １つ、財産の範囲と種類でございますが、自治体の財産と種類は資料１のとおりであるというこ

とで、次のページです。図表になっていると思いますが、地方自治法で規定されている財産とは、

公有財産、物品、債権、基金という官吏規定になっております。今、委員会でやっているのは、一

番右の公有財産と。これを今、所管事務調査でやっておりますということです。 

 公有財産については、またその中に区分けがされておりまして、行政財産と普通財産に分けられ

るという、こういう規定になってございます。 

次に資料２のほうをちょっと見ていただきます。公有財産というのはどういうものを指すのかと

いうことが書かれていまして、地方自治法の 238 条に「基金に属するものを除く」と書いてありま

す。基金でも別な形で持っているものがありますので、その中で１つは、公有財産は不動産です。

２番目として、これはうちではないとは思いますけれど、船舶、浮標、浮き桟橋及び浮きドック並

びに航空機。これは、全然白老町にはないと思います。それと３点目としては、１、２に掲げる不

動産及び動産の従物ということで、どういうものがあるかといったら、流木、立ち木です。町有地

に生えている立ち木は、土地に定着している段階では公有財産になると。切り離した段階で動産に

なりますけれど、定着しているものは従物となりますので、不動産になります。 

それと４点目としては、地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利。これは白老町で持

っているのか、私のほうでは確認しておりませんけれど。地面の上にある権利。多分そんなのない

のではないかという気はしますけれど。ないと思います。それは、町として持っていないとだめな

のです。 

それともう１つは、５番目として特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権

利ということです。牛肉の商標登録が当たるのかどうかということです。それと６番目は、株券、

社債券、及び地方債証券ならびに国債証券その他これらに準ずる有価証券。これはあるのではない

かと思いました。次に７番目。出資による権利ということで、出資金を出しておいて、将来戻して

もらうというものがこれに当たるのです。ただ、従前は出損金で、出しっぱなしというのはこれに

当らないと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ＡＤＯとか。 

○事務局長（上坊寺博之君） あれは、出資金ではないと。出資金なのか、その前なのかというこ

とだと思います。株券で持っているのか。あれは特別。たぶん上だと思います。 

 不動産の信託の受益権ということが、１から８まで、地方自治法に規定されております。こうい

うものがあるのだという認識で、よろしいのではないかと思います。 

 前に戻っていただいて、一応基本的に現金も財産の範囲に入るのですけれど、地方自治法では、

財産から外されているのです。これは財産区分ではないですから、管理の区分ですので、現金はま

た別な保管方法が自治法に定められている。235 条の２で別な方法が、出納室が、今は会計管理者

が管理しなければならないという規定がございます。 
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 次に財産の管理と処分です。１点目として、財産の民主的運用と財産運営の健全化を図るため、

財産は、条例または議会の議決によるほかは、原則として、交換したり、低額で譲渡したり、安く

貸したりすることはできないことになっております。これは地方自治法で決まっていて、ただし、

白老町では、資料４についていますけれど、財産の交換、譲渡、無償貸与等に関する条例というの

が 58 年に条例になっておりまして、これに基づいて財産の交換、譲渡、無償貸与をできるという規

定でございます。ただし、普通財産なのです。条例で議会が議決して、裁量権を委任していますの

で、もうこれは既に町長の権限なのです。ですから、土地を 5,000 平米以上、今は 2,000 万円以下

ですか、交換したり、譲渡したり、減額で譲り渡したり、貸し付けしたりすることは、町長の権限

でできる。ただ、目的に合致していないとだめなのです。１つは、財産の交換では、この１、２の

場合は、町長の裁量でできると。同一の財産と交換するもので、その差額がその高価なものの価格

の６分の１を超えるときは、この限りではないと。この限りでない場合意外は、できると。町にお

いて効用または公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするときには交換ができると。

国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、町の普通財

産を必要とするときは交換ができると。これは、議会の議決は必要ありませんということが書いて

あります。 

 それと減額譲与は、１から４番の場合はできますという規定が書いてあります。 

 他の地方公共団体その他公共団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため、

普通財産を当該地方公共団体その他の公共団体に譲渡するときはできますという規定でございます。

多分あそこがそうだったと思いますけれど。白泉閣の跡が、これに該当してやったのだと思います

けれど。その下ですね、ごめんなさい。 

この４点があるということだけ、覚えていただきたいと。 

それと、普通財産の無償貸し付けまたは減額貸し付け。白泉閣はここの部分ですね。日章学園の

土地が、無償貸し付けしていますけれど、保育園。建物は譲渡する結論が出ましたけれど、土地は

無償貸し付けですから、これに該当して、議会の議決はいらないということになるのです。この辺

はちょっと、議会としても議決事件ですので、こういうものがあるというのを理解しておかないと

だめなのかなという気はします。 

もう１つは、財産の管理と処分の中で、教育財産や地方公益企業のように供する資産は、教育委

員会または企業管理者が財産の管理を行うという規定になっております。 

次に公有財産とはどういうものかということです。先ほど、財産には種類がたくさんありまして、

今、やっているのは公有財産ですと言っております。資料３です。資料の３が表ですけれど、前に

戻っていただいて、１つは、行政財産という区分があります。行政財産は、直接、特定目的のため

に利用されるものであるから、一定の場合を除いて、貸し付けたり、交換したり、譲渡したりする

ことは禁じられております。用途廃止しなければ、できないということです。その目的を完了させ

ないと、一切処分はできないと。一定の場合も条件ありますけれど、できないということなのです。

行政財産には先ほども言いましたけれど、公用財産と公共用財産。これは書いていませんね。分か

れる。１つは、公用に使うものを公用財産というのです。ですから、役場の庁舎なんか。自治体自

身が使用する目的のものを、公用財産といいます。学校、道路、公園、公会堂、病院など住民が一

般的に利用する目的のものを公共用財産といいます。保育所も公共用財産ということになります。



 5

行政財産は大きく分けて２つに分かれるということです。一定の場合を除いてというのは、目的外

使用というのがあるのです。庁舎に今、自動販売機とか置いていますけれど、あれ、目的外使用な

のです。使用料とって、自販機を置かしている。本来公用財産ですから、一定の条件を除いた場合

は、貸し付けたりできないのです。できないのですけれど、法上はああいうものを目的外使用で。

貸し付けても、影響がないですね。公用であっても。そういうことになっております。 

○委員（斎藤征信君） 公用と公共用の違いというのは、公共というのは公に使うもの、公共用と

いうのは住民が使うもの。そういう違いですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 庁舎の場合は会議室の一般の人に普段使用させないではないですか。

それと同じなのです。ですから、貸し付けするための条例案持っていませんし、便宜上使っている

場合もありますけれど、基本的には公用のために使うのです。ここもそうなのです。主に言うと、

庁舎とかそういうものに。コミセンとか、公民館は公共用財産なのです。あらゆる町民が使うこと

になっています。変な人でなければ、申請したら貸さないとだめなのです。営業用だとか、例えば

暴力行為に、それはだめだという規定はありますけれど、それ以外は貸さないといけないというこ

とです。 

○委員長（及川 保君） それが公共用。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい。最近あったのは保育所とか。そういうものは、ここの行政財

産に当たると。 

 次に２、普通財産ですが、普通財産は、今度逆に私法上の適用を受けるのです。ちほう自治法の

摘要ではなくて、私法上の諸規定、借家法だとか、借地法だとか、そういうものもすべて私法上の

適用を受けるものであるということなのです。だから、行政財産のように、何ら制約を受けないの

です。貸し付け交換譲渡など制約はないのです。しかし、交換して時価より安く売った場合は、条

例の議決が必要ですと。条例、または議会の議決が必要ですということになっています。うちで今、

財産の交換、無償譲渡とあるのは、先ほどの条例だけですので、普通財産の規定がこの条項に合致

しない場合は、議会の議決が必要であるということなのです。これは町側も条例提案できますし、

議会側も条例提案できると。議決されたときには、この条例の７条までの規定は、町長の権限にな

ってしまうということです。 

 それで、３ページです。今、説明したものは、大体書いてあるのです。先ほど言った下のほうの

公有財産の使用形態で、下の表に目的外使用とかありますね。目的内使用、目的外使用。これが許

可によって自動販売機を置かしたりすることができると。一応かいつまんで言いますと、財産の部

分。公有財産の規定は、これをある程度頭に入っていれば理解ができるのではないかと。私のほう

の資料の説明は、以上です。何か質問があれば、お受けしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） おおよそ財産という範囲を含めて、理解がされたかなというふうに思い

ます。ここでまた何か疑問点も含めてありましたらどうぞ。よろしいでしょうか。 

○委員（斎藤征信君） 税金は一切かからない。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 財産等以下、今、言っているのは公有財産ですから、公有財産につ

いては、地方自治体の持っている資産については、課税されないのです。地方税法の規定の固定資

産税の非課税規定がしていまして、そこにいろいろな団体が載っているのですけれど、社会福祉法
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人ですとか、ちょっと忘れましたけれど、もろもろ載っているのです。ですから、例えば、社会福

祉協議会が財産を持っていたら、固定資産を持っていたら、課税にならないのです。非課税ですか

ら。学校法人は、課税になるのではなかったですか。ならなかったか。区分けがあるのです。規定

が入って。国も非課税ですから、普通財産とか、公有財産とか、関係ない。その団体が所有してい

るものについては、非課税ですから。これはあくまでも自治体の財産規定で、行政財産、普通財産

と言っているだけで、民間が持つ財産は、別にこういう区分けはないはずですから、土地、建物。

よろしいですか。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。土地開発公社の持っている土地やなんかは、非課税ということ

になるのですか。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 土地開発公社は、また特別な法律がありまして、公有地の拡大推進

法という、略しましたけれど、それの特別法で設置される行政と同じ法人なのです。役所と同じよ

うな法人格を与えられた団体なのです。その目的は、行政の先行取得するために設置されている法

人であって、保有する土地については、当然非課税です。ですから、そこの土地開発公社が取得す

る土地については、税法上の得点があるのです。公共用のために先行取得するわけですから、課税

の免除が一定限されているのです。相手ですよ。売った方に対して、ここまで非課税だという枠が

高いのです。そういう法律が別にある。ただこれは、高度成長のときに地価がどんどん高騰して、

取得が困難なためにできた法律なのです。公有地拡大推進法というやつですけれど。ですから、今

の低成長で、地価が逆に下落するという現状の中で、土地の需要が、流動性がなくなってきている

というときに、果たして役割があるかどうかというのは疑問です。ですから今、公社を整理してい

くという団体が多くて、特別な起債を借りて、整理して、解散してしまうという方向にはあるので

はないかという気はします。以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） まだ整理できていないのですけれど。行政財産があって、その用途がそれ

ぞれ定められて、あるものがあって、その用途が必要なくなったときには普通財産にするというこ

とですよね。普通財産にすると、一般に貸し付け、譲渡することができるということなのですけれ

ど、譲渡するのはその時の対価できっとやると思うのですけれど、貸し付けする場合には、今まで

無償というか、行政財産の場合は税金かかっていないですよね。一般貸し付けする場合は、その貸

し付けした土地に対しての貸し付け料だとか、それから税金とかというのは、その対価というのは

どういうふうに計算するのですか。町としては取りますよね。貸し付けしても、貸し付け料とか。

その人は、固定資産。普通財産だから、個人の財産ではないから、固定資産税を払わなくていいで

すよね。だけれど、町は普通財産になった場合は、町の財産だから、固定資産税やはりかかるので

すよね。だけれど、本人が借りるときは、借入金は払うのだけれど、税金は払わなくていいけれど、

借り入れするその貸し付け料というのは、普通一般の土地でいう一般の貸し付けをしたら、固定資

産税一般の人はかかっていますよね。それに該当するだけの貸し付け料というのは取っているので

しょうか。そういったことの考え方でやっているのでしょうか。言っている意味がわかりますか。 
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何かそういうところが、普通、民間に借りて、固定資産税分はそれに上乗せした分は取られますよ

ね。一般に土地を借りて家を建てるのに。しかし行政財産で普通財産になったから、たまたま使用

用途が合うということで借りることはできるけれど、そこは、税金は変わっていないから、税金の

算出方法というのは、ほかの土地のあれと考えて、全部あると思うのです。その考えてそのものは

あるのだけれど、その貸し付け料というのは、どういった算定をするのかと思って。固定資産税を

上回るようなものにしていかないと、不公平感ありますよね。一般の土地を借りた人と、行政の普

通財産借りた人と。そういったところをきちっと明記していかないと、町のある財産だから、財政

厳しくなれば、そういったことをきちっとしておくと、貸し付けしてもそれだけのものは入ってき

ていますということになるわけです。使う人も、一般の土地を借りて使う人も、普通財産を借りて

使う人も、目的によってはちょっと違ってくるのかもしれない。法人とか、そういうふうになった

ら、また別問題ですけれど、個人のもので借りたときには、そういった平等な貸し付け料というの

は取られるべきだと思うのだけれど、そういったことはきちっとやっていますよね。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 貸し付けの管理行政財産が何らかの形でどうしても重ねられたら、普通財

産にまず変えます。普通財産になったら、財産の算定法があるのです。ですから、固定資産税の 100

分の 1.4 に対してどうやっていくかということで、それについては、基本的にその場所にもよるけ

れど、動産評価だとか、普通は固定資産税の率とかを出して、計上によってちゃんと計算している

のです。それは算出方法があるはずです。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 町内会でいろいろ備品庫であるとか、保管庫であるとか、いろいろな

ものを、町に土地を借りるということで申請して、何カ所も借りているところがあるのです。そう

いうのをほとんど無償というか、町内会のあれであるということで、金は取らないのです。今まで

我々はそういうふうに経験してきました。ただ今、１つ大きな問題を抱えているもので、どうなる

かわからないけれど、無償であれしておいて願いたいなという気持ちはあります。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。土屋委員どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 単純な質問なのですけれど。町道にかかわる町有地とあります。そこに

元気号のバス停なんかが設置されているという場合は、あれも一応無償になるのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） バス停。町道があって、バス停がある。 

○委員（土屋かづよ君） そこに例えばバス停の待合室を置く。時刻表と、あれを設置しています。

あれは町有地ですよね。石山大通りとか、町道で。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 聞いたことなので確定ではないのですが。道路が町道でも、道路の歩道

のぎりぎりまで町道の場合だと、それ以上は今度私有地になってしまうから、私有地には置かれな

い。置くにはやはりお金を払わなくては、ただでは、置かせてくれるというのだったら別だけれど、

普通町道の幅が管理上それから 50 センチだか１メートルは町有地になっているような、道路用地に

なっているような話を聞いたのです。ただそれが場合によっては多いところと少ないところがある

ようで、私、何が言いたいかというと、必要以外のものは普通財産であるならば、やはり、もし地
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権者、隣接地の人にできるだけ早く売ってしまって、売れば税金ももらえるわけだから、そういう

形でやるのも１つの方法かなという感じが今、したのだけれど。ちょっと、管理用地があるという

話が。だから、そういうところにバス停や何かを置いているのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休  憩  午前 １０時３６分 

                                             

再  開  午前 １０時３８分 

○委員長（及川 保君） それでは休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

１番の公有財産の状況という中でほかの疑問点やご意見があれば伺いたいと思います。中身的に

はおおよそ理解されましたね。 

それでは次。普通財産。普通財産の処分です。一定の売却計画をどのように進められているのか。

また、現在こういうことがあるとか、こういう事例等含めてありましたら、伺いたいと思います。 

前田委員、ここで何かありませんか。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 貸し付け地の処分の売却計画ですよね。 

○委員長（及川 保君） ２番目です、普通財産の処分、一定の売却計画、普通財産の処分、目的。

先ほど口頭で局長のほうから。 

 暫時休憩いたします。 

休  憩  午前 １０時４０分 

                                             

再  開  午前 １１時１０分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

局長のほうから先ほど冒頭説明いただいた、前回皆さんから出されている自由討議の内容を５点

について分けて、皆さんの手元に示されました。これに沿って進めていきたいというふうに思いま

す。 

１番の行政財産につきましては、先ほど局長の説明を受けて、皆さんのほうからいろいろ意見が

出されました。次に移ってよろしいですよね。 

２番目の普通財産について、でございます。特定目的のない普通財産の計画的な売却計画が必要

でないかということなのです。これも皆さんのほうから出されているのですが、これは。内容につ

いては、わかりますよね。 

暫時休憩いたします。 

休  憩  午前 １１時１３分 

                                             

再  開  午前 １１時１４分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

内容的には十分ご理解されたと思います。この件についてはどうでしょうか。私としては、ごく

当たり前のことだなと。目的がないままで、そのまま寝かせておくよりも、普通財産ですから、こ

れは計画的な売却も、今の町の財政状況からすると、当然考慮しなければいけないだろうなと。た

だ、これが皆さんのほうから出されないとなれば。 
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 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 普通財産のうちの団地造成した部分だとか、臨海土地だとかというのは、

これは計画的にあるのだろうと思うのです。宅地にしろ、わからないのは、宅地としてあるのは、

全部売却計画というのはあるのかどうなのかという。今、あちこちで売りに出されているわけです。

ぽつん、ぽつんと家が建っているのだけれど、それが全部計画の中で進められているのか、それが

今、目に見えるところだけなのか。それとも、そのほかにもまだいっぱい宅地にしていた部分があ

って、そういうのが手つかずにあるのかどうなのかというのは、私達も今、わからないわけです。

宅地になっているところはもう全部計画の中に入っていますというのだったら、それならそれでい

いのだけれど。 

 もう１つは、山林だとか、原野だとかはまだかなり大きくあるわけだけれど、そういうものの計

画というのは、これは売れるのかどうなのか。そういう計画というのは、どういうことなのか。目

的はあるのか、ないのか、私にはわからないのだけれど、そういう山林とか原野の扱いというのは

どういう。そこまで含めて全部計画が立てられるのかどうかというのは、ちょっとわからないので

すけれど。 

○委員長（及川 保君） この部分でもう少し整理しておきたいというふうに私は思います。今、

斎藤委員から出されましたけれど、前田委員どうですか。この普通財産の計画的な売却計画が必要

とここではなっているのですけれど。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） 新財政改革プログラムではそういうような言い方して、現実に使うかとい

うことで、2,000 万円ぐらいやっていますけれど。ただ、ここで言う売却計画が、いつ売れるかと

いうより、そういう普通財産の宅地とかなんかに、売却できる土地の集約というか、整理は必要だ

と思うのです。だから、今、広報に載って、白老から虎杖浜、萩野まで「売ります」と言って売っ

ているけれど、それ以外にこれを見たら、普通財産で宅地としてどれだけあるのですかという部分

の仕方。だから、それを今、人口減少しているし、そういう将来のまち利用計画の中で、どういう

位置づけをもって、それがどうなのかということの整理というのは、土地利用計画の全体の流れと

しては、必要でないかと私は思います。これは過去にも、いろいろ言われているのです。そういう

部分では、売却計画を立てるにしても、基本的なところが理解されないとだめではないですか。そ

ういう部分が、全部見たけれど、この資料ではわからないのです。 

 そして、ここで言っているもう１つは、普通財産で貸し付けしている土地が、宅地でもあるので

す。これが、このうち全体としてセールスすれば、借りている人に売れるという部分だって出てく

ると思うのです。そういう部分を整理しないと、今、言っている議論が、基本的な部分が、できな

いと思うのです。それはすぐでないと思うから、そういう部分の整理を、期限をつけて委員会とし

て報告して、それをもってまた委員会が追跡、所管事務調査するとか、そういう流れになってこな

いとだめなのかなと思うのです。 

○委員長（及川 保君） これでまとめるとすれば、なぞったくらいですよね。 

 土屋委員どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 土地の一覧表は、ことし資料として要求して出していただいたわけなの

ですけれど、この中に雑種地とか、宅地、原野、これに対する評価額というのは、普通載せられな
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いものなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、国有地もそうですけれど、町有地も、評価額というのは

出さないのです。というのは、課税物件ではないから、評価額というのは税務上の作業であって、

課税のならない土地や建物まで評価する必要がない。ですから、多分、税の土地台帳は、白老町と

なっていますけれど、詳細には入っていないはずです。面積とか、そういうものは入っていますけ

れど。出ないことはないのです。路線化し、不動産鑑定士かけてその評価をすることは可能ですけ

れど、多分基本的には課税対象でないから、台帳上の評価額というのは、入っていない。 

○委員長（及川 保君） これには入らないです。ただし、この物件で、売却するとか、しないと

かという段階になったときには、評価を出さないといけないのです。そうすると、お金をかけて評

価をしなければいけないのです。そういう経過をたどるということを、まずご理解。これは我々議

会の中でも当然案件として出てきます。 

土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。例えば宅地として貸し付けている土地が若草にありますよね。

恐らくこれ土地代金を取っていると思うのですけれど、これは何年くらいこの状況であるのかとい

うところ。例えば 10 年借りていて、その後貸し付けた相手が買う意思があるのか、ないのかという、

そういう人方に売りつけるという言い方は変ですけれど、買ってもらうという手立てを取る手段と

いうのは必要ではないかなと思うのですけれど。そういうのも。 

○委員長（及川 保君） どこのことを言っていますか。今、２ですから。 

○委員（土屋かづよ君） 跳んでしまいました。 

○委員長（及川 保君） 一つ一つ今、整理をしながら進めたいと思っていますので。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 普通財産の売却計画という今、土屋委員もちょっと話をしたのだけれど、

現実に評価額等々は町有地ないですから、仮に売るときに今、言ったような、幾らで売ったらいい

かということで、不動産鑑定かけたりするのです。だけれど、それだけの費用をかけて、その土地

を売った場合に、時価と評価したら、それまで金をかけて売ることないのです。費用が上回る場合

があるから。だから、そういう部分も、質問足りなかったのだけれど、そういう部分もきちっと整

理しておかないとだめなのです。現実に、私が「税金払えないから土地差し押さえします」と。息

子たちもいません。町の物になっても、町はそれを今、言った形で売ったときに、税金の滞納が 100

万円あると。土地を売っていろいろ不動産鑑定かけても 80 万円しか入らなかったら、損するのです。

競売にかけるほどの必要があるかどうかという問題になってくるのです。そういう部分の、ここで

言う普通財産の計画的売却をしても、本来何平米以上でこの分は売れますと。しかしこの部分につ

いてはこうだよということでちゃんと整理をしておかないと、これは町として私はそういうことを

すべきだと思っているし、見てもまるっきり来ていないから、そういう部分は、お金がかかり、人

手かかるけれど、それは別にして、本来町民の財産だから、整理をしておいて、必要なときはすぐ

売れると思うのです。そうすると、それを見ても、これから議決事件に入るけれど、面積だとか、

金額によって押さえていくのかなと思うのですけれど。 

○委員長（及川 保君） 前田委員の今の意見というのは、要は、今、普通財産として町が持って
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いるこの部分についても、ある程度の評価額というのは持っていたほうがいいということですか。

そういうことでもなくて。 

○委員（前田博之君） ここで売却計画ということであれば、ちゃんとこういう、ごちゃ混ぜでは

なくて、今、言った部分の財産台帳を、先に整理する必要があるのではないですか。これを見たら、

まるっきりわからないです。 

○委員長（及川 保君） わからない。これは整理できるものだとか。 

○委員（前田博之君） そういうものをちゃんと区分しておく必要があるのではないですか。特定

目的内財産について、この特定目的内普通財産の経営学的な財産台帳、ちゃんと整理をする必要が

あるのではないですかということです。 

○委員長（及川 保君） なるほど。 

○委員（前田博之君） 当然目的とすれば、仕事に証すれば、当然売却計画が必要だけれど、ただ、

売れるかどうか。その年度なんかには。それは、難しいだろうと思います。 

○委員長（及川 保君） そうですね。この部分では、そこが一番あれかな。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） この前の委員会のときに、普通財産の土地のこと、今、ずっと土地一覧表、

34 区画、市街化区域と市街化調整区域 52 区画と。それをやって、普通財産として全体どれくらい

あるのかといったら、それを集計するのに、担当課でも大変だったみたいなのです。あとから一覧

のものはくれたのですけれど、全体では 648 筆あると。そのうち市街化区域が 34 筆だと。市街化調

整区域 52 筆だと。その辺の状況把握というのが、なかなかできていないというか、かなり苦労して

いたみたいなのです。だから、先ほど言ったように、普通財産として売れるべきもの、そういった

ものをきちっとして、それを売る計画を立てなさいと言われても、まずどういう関係のものがある

のかということさえ掌握していないわけですから、１からきちっと、先ほど前田委員がおっしゃっ

たように、町民の財産であるわけだし、これからもしかしたら、今は単式ですけれど、複式簿記を

取り入れるようになってきたときに、土地というのは、かなり大きな位置を占めますし、そういう

ふうになったときの評価額も、もちろん出してこないとならなくなると思うのです。そういった意

味ではやはり、白老町の財産として、評価する、しないは別として、そうしなければならなくなっ

たときに、きちっと立て分けておいて、きちっとできるような形に、もうつくっておくということ

も、今後必要になってくるのかなというふうには思うのです。売れる、売る計画、つくる、つくら

ない以前に、きちっとした縦分け的なものをつくっておく。そしてそれが、その中で売れるものと

いうのがあるわけだから、それをきちっと明確にして、その中からどういった計画で売っていくの

かという。今、世帯もどんどん減って、子供も人も減っている時代だから、なかなか売却計画を持

つのも難しいのかもしれないですけれど、そういった中での財産の、まず、きちっとした確保とい

うか、明確にしておくということも、必要なのかなというふうに思うのです。 

○委員長（及川 保君） そうですね。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 同じことを言うことになるのかもしれないけれど。今、これだけの一覧表

を全部、財産をコンピューターの中へ入れてしまって、そうすると、すべてが売れるということは、

おおよそ思わない。本当に売却が可能か、整理して売れることが可能かという、その区分けやなん

かも全部入れておけば、ボタン１つでそれが今、出てくるわけです。そういうことさえまだ整理が

できていないということは、やはり先ほど話が出ていたように、財産に対しての取り扱いが軽視さ
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れてきたという１つの表れかなというかがするのです。そういう意味では、今、こういう機器が発

達している場合に、それくらいの整理というのはできるのではないかと。全く手をつけられなかっ

たり、損をしたり、どうしても売れないというものは全部省いたって構わないけれど、売れるもの

はどれなのか、整理できるものはどれなのかということぐらいは、やはり全部記載していって、一

度にそれが出せるようにしていなかったら、財産管理にはならないのではないかと、そういう感じ

はします。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

よろしいですか。こんな感じ。皆さんいいですよね。ただ、今までのきちっとした台帳としては

持っているのですけれど。なかなか、今、意見出されたような整理はされていなかったという部分

についてなのですけれど、これはやはり軽視をしてきたという現状ですか。このあたりは私も。も

し報告するときに、このあたりが本当にそうなのかどうか。もしくはできない現状なのか。現状と

してできないのか。このあたりちょっと局長大ざっぱでも何かあれば。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 先ほど局長おっしゃったように、その都度、その都度、税金、課税対象と

ならないから、町としての土地だから、かからないから、評価とかそういうのを一切していないわ

けだから、あることだけはきちっと明記していても、それをやる必要がないから、そのまま置いて

おいたという感じで、それで今までは通ってきたのだと思うのですけれど、どうなのですか、違い

ますか。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 評価額というのは、課税のための数値ですから、それは皆さん勘違

いしているのは、財産価値のための評価ではないですから。実際の売例とか、そういうものではな

くて、その価値が課税するために、平等にするための額だから、それは課税上に必要なのです。よ

く源泉徴収というのがあります。あれは所得証明だと思っている人がいるけれど、あれは申告のた

めに発行されるものであって、評価額というのは、それと同じなのです。３年に１回評価額という

のは変わるのです。ですから、それを「整理すれ」と言ったときに、土地台帳の中で課税の資料を

整理しなければならないのです。そういう部分が当然ありますから、町有地だって何も隣の土地の

価格がわかっているのだから、評価は可能なのです。課税上必要ないからついていないだけの話し

だから、その辺は勘違いしないで。売るときはそんなに、評価するときと、不動産鑑定する年と、

しない年があるのです。当然実例がたくさんあって、路線価もついているところは、不動産鑑定な

んて入れませんから。職員だってそんな技術力よくないわけではない。ただ、実例がないだとか、

偏平率だとか、いろいろなものの場合は不動産鑑定入れるのであって、ですから、やみくもにすべ

てが不動産鑑定入れるわけではない。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 今、言われていることは、十分にわかります。すべての土地に評価額がわ

からなかったら、財産管理にならないのだという、そういうものではないだろうと。もし売ったと

きにお金のあれが必要であれば、その時に鑑定すればいいわけであって、財産として不要になって

いるのか、処分が可能なのかどうかということが問題なわけです。そこのところが明確になってい

れば、話は見えるのではないですか。 
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○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 外れたらごめんなさい。私、ほかの役所の関係で、そういう土地のほうの

管理にかかわる人は、土地建物取引法の資格を取らなければならないというのを聞いたことがある

のですけれど。それは、売買するために必要なのかなと、私は思って、そのときは聞いていたので

すけれど。役所にもそういう財産管理のほうの、今は会計責任者なのか、出納のほうかわからない

ですが、そういった人たちはそういう資格を取るというのが義務づけられたりしているのですか。

それは、たまたま便宜上なのですか。その辺違っていたらごめんなさい。全然必要ないということ

であれば、それはいいですけれど。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 土地、建物取引上のために必要なのです。ですから、それを商売に

して、建物とか土地を動かしてお金を儲ける人のためのものであって、町は儲けるためのものでは

ないし、ただ自分の財産を売るだけだから、要するに、直接やるわけです。吉田委員が斎藤委員に

土地を売って、「幾らです」と。司法書士さんを使って、登記してもらうのと同じです。ただ、極端

に言ったら、何々宅建業でやっているときは、置かなければならないとか、そういうのがあると思

いますけれど。商売にしているところは、置かなければならない。あったほうが好ましいと思いま

す。実務やる方ですから、いろいろな土地の取引のための知識はだめだということではないけれど。

その人は多分、役所を辞めたら、そういう商売はやれるでしょうということであって。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 昔は、聞いたら、そこの不動産売買をやるとかあります。会社に１人いて、

苫小牧に本社があって、白老に支店を設けたときに、１人の資格者がいて出せたのだけれど、今は

その事務所、事務所に、そういう国家資格を持った人がいなければだめなのです。それはあくまで

も斡旋業務ですから。役所の場合は斡旋でないですから、法の中でやって、位置づけられているの

です。だから、自治体は必要ないということです、多分。 

○委員長（及川 保君） 専門家がいるということですね。 

 よろしいでしょうか。大きな問題というか、課題として、私は、これは残っているのかと思うの

です。白老町役場として普通財産の現状の、きちんと整理されていないという部分については、言

えるのだろうと思うけれど。特段これが軽視されたとかということではないと思うのです。このあ

たりはきちっと整理をして、報告しようと。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） そういう、評価額は別です。今、言った台帳をきちっと整理しなければい

けない。ここ 5,000 平米だか 1,000 平米以上だけれど、逆に、具体的なことを私は知っているのだ

けれど、それは別にしておいて、委員会として、そこまで言うのであれば、現地調査でどういうよ

うな台帳保管、整理しているのか。仮に、今、言ったように 1,000 平米以上、こうやって打ってき

ているから、あとこれは仕分けすればいいだけの話だから。宅地は宅地、原野は原野に分けてすれ

ばいいわけだけれど、1,000 平米未満のやつは、単なる昔からの紙の台帳でやっているのかどうか

という問題もあるのです。その辺を、先ほど斎藤委員も言っていたように、今の時代ですから、緑

丘だったら、緑丘をぽんと押せば、どれだけの売る土地とか、売れない部分もあるけれど、これだ

けの町有地がありますとか、これは宅地になっているとか、原野になっているとか。そういうこと
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がすぐわかるようなもの、こういう時代だから、将来的にもつくっておく必要があるのではないか

ということです。それが今、現実的にどういう処理をされているかということを、ここに来ていた

だいて聞いてもいいのだけれど、そういうことを理解した上で議論をしていかないと、「できている」

となって、報告しても、「こうだ」となったら、困ると思うのです。 

私が言いたいのは、きのうの質問ではないけれど、あれだけの黒牛和牛が、白老以外にいる血統

馬を、人を雇って 120 万円で、コンピューター入れるということになったら、この量というのは、

金額的に言えば、そうではないと思うのです。逆に言えば、町有財産を守る、管理するためには、

必要ではないかと思うのです。多分、「緑町にいいところないですか」と言ったら、100 平米だった

ら、ぱっと１回、これでやっているのかどうか、そのあたりは、やはりやる以上は、裏をとって整

理をしたほうがいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 突き詰めていくというか、整理しておく必要があるなというふうに思う

のです。単に軽視したとか、やるべきだとかいうふうではなくて、中身をきちっと精査しようと、

私は考えるのですが。 

 土屋委員どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 今、パソコン１つですべての情報が得られる時代です。だから、きちっ

とした形で整理をしておいて、例えば役場に来て、あそこのパソコンに入力して探すということも、

これからすごくふえてくると思うのです。ただ「売る土地があります」ではなくて、そうした場合

には、虎杖浜にはこういう土地がある、竹浦にはこういう土地があるということを、やはりきちっ

と公開できるような、そういうふうにしたほうがいいと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 確かそれは会計課が今、町有地を、新財政改革プログラムで処分す

るという一定の方向を出して、毎年一定額の量を、売れてはいませんけれど、掲げて、売ろうとし

ていますから。広報にも載っていましたよね。ああいうのは、ホームページにもアップされている

のです。ですから、町民の玉突きに入っているかどうかはわかりませんが、あれもホームページ検

索できるから、多分あそこからも見られるのではないかなという気がします。ただ、売ろうとして

いる土地だけしか見られませんから、ほかに多分たくさんあるのだろうと思いますけれど、それは

出てきません。 

○委員長（及川 保君） もう少し整理する必要があるというふうに、報告するのであれば。 

暫時休憩いたします。 

休  憩  午前 １１時４３分 

                                             

再  開  午前 １１時５０分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 管理の現状ですから、今、前段で議論あった分と含めて、22 年度の予算で

２名雇って、そういう機械化、データ化するとあるみたいですから、今までの作業も検証して、そ

れにさらにどういうふうにデータ化していくか聞いて、そして、今、議長も話をしていましたけれ

ど、この中に不足している部分もちゃんと入れたほうがいいのではないかと。今、これからはじま
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るのだから。そういうことを議会として残して、理事者側、町側に伝えたほうが、今後より以上の

ものができるのではないかと。そういう議会としての考え方を、申し述べていく必要があるのでは

ないかと。仮に委員長が報告をやるときに、そういう状況を聞いたと。だけれど、こうだけれど、

こういうことをつけ加えるべきだとか、そのほうが私はいいのではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○委員長（及川 保君） 今、前田委員が言われたように、これからかかろうとしている部分があ

りますので、そのあたりの、議会として、委員会として、きちんと把握する必要があります。これ

からどのような取り組みをされるか、整理していくのか、このあたりも十分把握した中で報告する

ということが、非常に重要になってくるというふうに思いますので。 

どうしましょうか。午後も整理しなければならないところがまだ残っているのですけれど。貸し

付けだとか、開発公社だとか。いろいろ。この部分について一応きょう、とりあえず整理しましょ

うか。そういうことでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） このあとの部分についてはまた、きちっと町も交えた中で、また現地を

見るということも当然出てくると思うのです。 

 皆さんのほうから、午後からも引き続き行いたいと思いますので。ということで、進めてよろし

いでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。再開を 13 時といたします。 

休  憩  午前 １１時５３分 

                                             

再  開  午後  １時００分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 先ほどまで１番、２番について皆さんのご意見を伺ったのですが、全体としては、今回のこの調

査の進め方ですけれど、６月定例会が 22、23、24 日ということがもう既に決まっております。ここ

で全般にまとめることができれば、定例会の中で報告をする予定というか、そういうふうに考えて

いましたけれど、これ、まとめるとなると、非常に中途半端な状況になってしまうということを、

私も憂慮しております。ですから、何とか中間報告、先ほどの局長のほうからも話がありましたけ

れど、中間報告という形で、ある程度までは何とかまとめることができるかなというふうに考えて

おります。ここで残り午後からの会議ですけれど、ある程度全般、皆さんのご意見をまとめまして、

中間報告でできる範囲、報告できる範囲を決めておきたいなと。中間報告という形で、今回の定例

会で、そういう形で持って行っていいか、皆さん確認をお願いしておきたいというふうに思います。 

 どうでしょうか。残された部分について、９月に何とか報告できる方向で進めていきたいと。と

申しますのは、午前中は２番まで、前回皆さんが出された部分について今、再度きちっと意見の取

りまとめをしているわけですけれど、５番の議決事件についての土地の売却額 2,000 万円引き下げ

が必要かと、この部分も１つの課題として残されているわけですから、これもきちっとした形で、

この委員会がどういう形をとるかということも決めなければいけませんし、午後からの会議につい

ては、このあたりの進め方、１つは中間報告でいいかどうかです。このあたりの確認と、今後の進
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め方も含めて、皆さんのご意見をまず伺っておきたいと思います。 

 もし仮に中間報告をするにしても、午前中出された、この普通財産の、今後どういう形で管理、

整理しながら管理していくのかということを含めて、町側の考え方もきちっと聞いた中でないと、

なかなか中間報告も簡単ではないはずなのです。中間報告をするにしても、町側はどういう形で進

めていこうとしているのか、そのこともきちっと整理をしておかないと、単に今までのやり方がい

いとか、悪いとか、こうすべきだとか、これで本当にいいかと思っていたものですから。町側の考

え方も、前回確認していない部分を再度やっておく必要があるというふうに考えるものですから。

ですから、中間報告するにしても、今まで午前中出された皆さんのご意見を整理すると、どうして

もちょっと厳しいと今、考えているのです。 

 局長、どういう形をとったほうがいいです。流れとして。 

○事務局長（上坊寺博之君） 継続調査というのもある。 

○委員長（及川 保君） きちっとやるとなれば、また１日とか、そんな話では多分、全然足りな

いはずなのです。委員会としてどうするということですから、当然町の考え方も確認しておかなけ

ればいけませんし。 

 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 今の委員長の報告では、１、２番の中間報告でまとめるということにした

としても、その後また継続してその次までに調査しなければならないという課題が残ります。そし

てこの次の議会でまとめ上げるという方法が１つと、中間報告も難しいとなれば、今回の議会の中

では継続調査という形にすると、報告というのは、いらなくなりますよね。継続にすると、継続だ

けで済むわけですよね。全面的に継続にして、この次の課題に残しても、結果としては同じになり

ますよね。 

 だとすれば、無理をしないで、これから町側に聞いて確かめなければならないことも相当数ある

とすれば、かえって継続調査という形にしたほうがいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 私もできればそのほうが、逆にいいのかと。中途半端に。ただ危惧する

のは、今、もうすでに進められているはずの新年度予算で、臨時を２名雇って、もうすでにそれが

スタートしてしまうと、議会が例えば継続として９月に方向性をきちっと「こうして」とか、「やる

べきだ」とかいうことを報告したとしても、もうすでにかかっている問題がありますから、後手に

なってしまうという部分があるものですから、それだけは今、どうかなという。 

○委員（斎藤征信君） であれば、中間報告を無理してでもまとめて、その部分を含めて、やはり

せっかくこうやってやったものだから、その辺の意見というのも加えた上で、中間報告という形を

とらざるを得ないのではないですか。 

○委員長（及川 保君） そのあたりの進んでいる状況がわからないものですから。考え方が聞け

ないかどうか、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） その部分だけですか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休  憩  午後  １時１２分 

                                             

再  開  午後  １時１７分 
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○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 今、町側の財産管理の状況、台帳含めて、例だと思いますが、どういう管理の仕方をしています

という例を今,30 分ぐらい時間をくださいということですので、それまで会議を進めておきたいと

いうふうに思います。 

 それでは３番目です。一応確認だけきちっとしておきたいと思いますので、この５点ある内容に

ついて進めてまいりたいと思います。 

 ３番目の土地の対応について２つあります。個人、法人に有償で貸し付けている土地の計画的処

分が必要。もう１つは減免基準の明確化。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休  憩  午後  １時１９分 

                                             

再  開  午後  １時２４分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開したいと思います。今、会計課岩崎参事が出

席しております。今、皆さんのお手元に台帳、例としてお手元に配布されましたけれど、参事、こ

れが全部、当然こういう形になっているのではないかと思うのですけれど。 

 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） うちで持っている件数としては、大体 7,000 件くらいあります。だ

からこれが 7,000 枚あるという形です。 

○委員長（及川 保君） もう１点、私のほうから。この整理の仕方としては、今、7,000 ありま

すと。この整理の仕方としては、今後も管理の仕方としまして、とっていかざるを得ないというこ

とについてはどうでしょうか。 

 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） そうですね、一応町で持っている財産なものですから、ある程度ど

ういうものがあるかとか把握するためには、こういう台帳整理はしていかなければならないと思い

ますし、これで今のところは台帳としては成り立っていると。あと、今、予算化しているのは、先

ほど説明したとおり、今度は資産評価というのですか、そこも含めてまた、それを追加していくと

いう形になっています。 

○委員長（及川 保君） なるほど。それでは皆さんのほうから、せっかく今、岩崎参事出席して

おりますので、皆さんのほうから意見があれば伺いたいと思います。 

 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） この台帳、これはわかるのですが、これには一連番号というのはない

のですか。これを出すときに大変だなと思ったのですけれど。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 今の台帳機構の中には、一応番号はついています。その中では一応、

出し方としては、まず普通財産と行政財産とあるのですけれど、行政財産だと何があるかとか、ど

この課で所管しているものとか、そういうふうに区別しながら、それぞれ出していけるという形に

なっています。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 
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 １点、私から、今参事が各課にまたがっている部分があるはずですと。例えば教育委員会所管の

公有財産というか、こう分けて管理しているということになりますか。 

 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応行政財産と普通財産がありまして、行政財産につきましては、

やはり行政で使うものとして、各課で必要なものとしてわけてあります。そこで管理的なものは、

やはり現課でやっていただいて、財産台帳の中では、行政財産も普通財産もすべて網羅されている

という形です。 

○委員長（及川 保君） 今、せっかくですからここで、先ほど来進めている内容についても、皆

さんのほうから聞いておくことは聞いておいてほしいというふうに思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今、財産台帳を２人の臨時職員を採用して、7,000 件に及ぶこの１枚、１

枚に対して、資産評価をしていくのだというお話。バランスシートの関係もあるので。もちろんそ

れが、今までは、土地の持っている普通財産については、課税がないから財産評価はしていなかっ

たということだと思うのですけれど、この資産評価というのは、その臨時職員２人でできることな

のですか。それとも何か、特に調査をするためにどこかに委託するとか、そういう整理をして委託

するとか、評価額を入れていただくということになるのですか。その辺をちょっと伺いたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応２人の臨時職員さんを雇うのですけれど、その２人の中で対応

できるものだと思っています。今、ある財産台帳を、ある程度それを生かしながら、あと、税務課

の固定資産台帳と照らし合わせて、相違がないか確認しながらやっていくと。そして、今、あるデ

ータをまた新しく入れ直すというか、機構に入れ直して、そして、国のほうからそれぞれのものに

対する指数というものが出てきますので、それを入れていくという形になるはずです。ただそこが、

国のほうでまとまっていないので、どういうふうにやるというのは、まだ来ていないというところ

があります。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そういう整理をしなさいということは言われて、町としても対応するので

しょうけれど、それはバランスシートの関係なのかなと思うのですけれど、そういう指数が、国か

ら指名されてくるということですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応データを入れて、あとは想像中なのですけれど、土地について

は、そこの評価は「いくつを入れなさい」とか、道路については「いくつの係数をつけなさい」と

か、そういう形で指導があるのではないかと考えております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 台帳は用途別に分けているのですか。それとも住所別ですか。それとも、

この台帳番号でも図面なっているけれど、番号順に何ら関係なくとじているのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） これは、ちょっとそこ、私、台帳見ていないので、それはあとでご

回答します。 
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○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） それと、今、国のバランスシートで、今、聞いたら、どういうデータにな

るかわからないところがあるのだけれど、これは流れ的なことはわかるのだけれど、基本的にこの

１件、１件をデータ化していくのですか。それによって評価する。それとも、どういうふうにデー

タ化されるのですか。財産台帳にここにある評価とあるけれど、これを１枚ずつ見ていって、評価

額を入れるだけの話ですか。それとも、今、言った 7,000 件全部チェックするわけですよね。それ

が、この台帳にかわる１つずつすべてデータやって、必要なものが入っていくのかどうかというこ

とです。それが、国はどうするかわからないけれど、町としてどういうようなプラスアルファして、

せっかくつくるのだから、永久的に使えるような形にされていく工夫というか、されていく何か、

そういうもの、予算化されているのだから、流れが、「こういうものを入れるよ」とかなっているの

かどうか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応今の考え方としては、１件、１件入れるという形であります。

その中でいけばやはり、地番から地目とか、そういうものを入れていくという形で整理していくと

思っています。ただ今、うちのほうでできるかどうか考えていないのですけれど、今の財産台帳で

は、市街化区域と市街化調整区域を分離するのに１件、１件やっていかなければならないものです

から、その辺を分離できないかということを、そういう業者さんと話をしているところです。ただ、

そこまで行けるような、予算でいけば、そこまでいけるような予算を確保しているかどうか、今の

ところわからないところです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ということは、今、入力することによって、財産台帳にかわる物になると

いう解釈をしていいのですか。細かい入力項目は別として。それはつくるけれど、これはそれまで

生きるということですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応、この財産台帳については、基本として生きるということで考

えています。それにつけ加えて資産評価、できるところを新しく入れるという形です。ただ、いろ

いろやったのですけれど、この台帳に資産評価の部分を追加できないかということもちょっと考え

たのですけれど、金額が多額になるものですから、安いものでということで、ちょっと予算づけさ

せています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 当初予算ついていますよね、それは多分国のほうからもある程度概略的な

データ項目の資料がきていると思うけれど、私が聞きたいのは、その時にこういう原始的な仕事で

はなくて、せっかく入力するのだから、併せてこれにかわる物にできないのかということ。必要で

あれば、今、200 万円予算持っているものを、50 万円出せばできるのだということであれば、それ

が担当として、そういうことを考えて、予算要求していくとか。こういうものが必要なのだという

まで考えているのか、ただ国からこういうことで「データ出して」と言われて、評価だけ載せるよ

うなものにしかならないのか。私が言っているのは、そういう仕事のあり方と、将来にそういうも

のを残すのだということの、せっかくやるのだから、考えてはないのかということを聞きたいので



 20

す。今、肝心なところなのです。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） そこはちょっと難しいところなのですけれど、今、ある台帳はその

ままにして、新しく入れるシステム的なものは、言ってしまえば、この台帳の上に資産評価をつけ

るというところまでの予算で、今のところしています。今のところそこまでで、整理したいなとい

うふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） それでは具体的に聞くけれど、今の話を聞けば、評価した額は、これには

入らないのですよね。別に 7,000 件やって、これでいけば、公衆道路の萩野 22 番地出ていて、評価

額幾らとだって出てくるということですか。ということは、なぜ聞くかというと、３年ごとに見直

ししたら、これ、当然評価額が変わってくるわけです。それも入っているのですか。お金のことを

抜きにして、３年毎常に見直しやっていくのですか。そうすると、データで入っていたもの、その

データで全部打ち返していかないと、こちらになったらまたこれでやるわけですよ。それきりで終

わったら。せっかく同じ仕事をやるから、その辺の整合性はどうなっているか聞きたいのです。同

じ仕事をやるのに、大事なところなのです。だから、今、委員会がやっているわけです。管理上、

現状についてどうなっていくのかということで。煮詰まっていないなら、煮詰まっていないでいい

ですけれど、その辺どうかと。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） ３年間で評価がえするという形の場合は、今のところ、もしやると

すれば、今度導入するデータの中で、ちょっとデータを入れかえるという形になると思います。た

だ、台帳のこれには評価額を入れるということは、ちょっとまだ考えてはいなかったのです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 必ず３年ごとにこれは評価しなければいけないのですよね。バランスシー

リングだから、毎年変わるのだから。そうすると、今いった、多分入力したものの評価が変わらな

いところだってあるわけです。変わるところだけ入力していくわけです。そうすると、今、言った

ように、こちらも持って、入力したものを持っていったら、どちらを優先するかわかりませんが、

絶対にどちらか欠けるよね。コンピューターのほうでできて、評価額やったけれど、台帳の表で同

じことがあるのだから、二重手間になるわけです。だから私が言っているのは、１本化のような形

の中で、同じ予算化できないのかと聞いたのです。それは今、町として大事なことだと思うのです。

来たばかりだから、ちょっとわからないかもしれませんが。逆に、現場として、そういうふうに必

要だと思いませんか。必要であれば我々議会もちゃんとやって、理事者がそれでやっていいという

のであれば、議会もちゃんとそういう部分長い目で見て、指摘しなければいけないから聞いている

のです。より効果的なものをやりたいと思っているから。応援しようと思っているのです。 

○委員長（及川 保君） 関連でいいですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ということは反対に、データ化はするけれど、資産台帳としてのこれを保

存しなさいというような、反対に指導があるのかどうなのか。データ化したそのものがあればいい

ということではなくて。データ化しても、台帳持っていなければだめなのです。 

○委員長（及川 保君） 関連でいいですか。斎藤委員。 
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○委員（斎藤征信君） ちょっと今、作業をやる意味というのがどういうことなのかと。何のため

の入力なのかということも、よくわからないのだけれど。例えば、こういうデータ１枚ずつのやつ

を全部機械に入れてしまって、一覧表になって、そしてボタンを押せば、それが全部すっと出てく

るという状況になるわけですよね。そうしたら、それが例えば、市街化区域と調整区域に区分けす

ると、それをやれば、それが分かれて出てくる。あるいは、大きさ、広さ、面積の広さによって、

1,000 平米以上だとか、以下だとか、5,000 平米以上、以下、それを押せば、それがぱっと分かれて、

データとして出てくる。あるいは、土地の種別によって、山林なのか、住宅地なのか、雑種地なの

か、そういうふうなことで分かれて、すっとこういうふうにすぐにデータとして出てくるというよ

うな、そういうような物をつくれるのですか。つくるつもりなのか。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員、今回のやっていることですね。今回新年度予算でやろうとし

ていることですね。 

岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 斎藤委員のことでお答えをします。今、中でいけば、この財産台帳

の電算化しているやつでも、若干そこまではできない。地目で分けるとかは可能なのです。ただ、

この財産台帳では、面積が何平米以下とか、そういう分けは、ちょっとできない。市街化区域と市

街化調整区域を分けるとか、そういうこともできないと。だから、今の台帳で言ってしまえば、行

政財産と普通財産に分けるとか、所管の現課を分けるとか、土地と建物と、そういうものに分ける

とか、そういう区分はできるのですけれど、そこまでのものしかないという形です。ただ、新しく

導入するやつについても、そこまで分けられるものにはなっていないという形です。言ってしまえ

ば、地目ぐらいは分けられると思うのですけれど、大きさで分けるとか、先ほど言ったとおり、市

街化区域、調整区域で分けるとか、そういうところまでのものではないという形でございます。 

新しいシステムにつきましては、この財産台帳では評価ができないものですから、まずは来年で

資産評価を出さなければならないというものがあるものですから、まずはそこで資産評価しなけれ

ばならないということがありまして、今回導入するという形でございます。 

前田委員のほうの答えが、私もそこまでちょっと勉強不足なものですから、もう少し時間をいた

だきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員よろしいですか。斎藤委員が言ったようなわけ方は、今回のデ

ータベースでは、要するにできないのです。いずれにしても国の「こうしなさい」という部分があ

るから、来年報告しなければいけないのです。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 先ほどから話している、データを入力する。それはいつでも取り出せる状

態になる。そして今、ある基本台帳の分が、それに全部入ってくるわけですよね。そうすると、そ

の入力したものが、基本台帳として認められないのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） そこまでの入力項目がないはずです。今の台帳の電算の中の項目よ

りはちょっと少なくなるというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） さっきから議論しているようなものではないということです。前田委員

が言われていることでもないわけです。 
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 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） これは財産台帳をもう既に入れると。パソコンには入力されるけれど、

これには必ず図面があります。これだけではわからないです。その図面というのは、どういうふう

になるのですか。別個でもって出して、図面は図面で手分けして出すのですか。それともこれも、

図面のほうも一緒に電算化できるのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応財産台帳の中では、図面が全部そろっているわけではないみた

いです。今の電算のシステムの中にも、位置図的なものが、位置図とやれば、出てくるような形に

はなっています。それが全部そろっているというわけでもないです。いったとおり財産台帳なので

すけれど、これは、財産台帳という形でして、実際に電算化すると、もう少し詳しく入れていくと

いう形になっています。そこに先ほど言ったように、地目とか、今の山林とか、そういうものを全

部入れていくという形と、あと、言ったとおり、建物でいけば、何年につくったものとか、土地に

ついても、何年に買ったものとか、そういうものを入れていくという。入れている形が、財産台帳

です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） そうしたら今、新年度予算で、事業名何というかわからないので、臨時２

人で頼んでやるということは、それは、今、聞いている範疇では、ある程度の財産台帳に項目にあ

る部分も記載して、評価額を入れますよね。主は、評価額は、どこで出すのですか。評価額を出す

ためのアルバイトなのですか。主に財産台帳に付随する 7,000 件の項目を全部打って、そして評価

額というものを入れます。そういうものになるのですか。そうしたら、評価額というのは、どこで

出すのですか。その作業は誰がやるのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） まず言われたとおり、新しいシステムにデータを入れると。それが

まずは２人の臨職の仕事になります。あと、データを入れたやつをチェックして、間違いなかった

中で、国のほうからのある程度の係数とかいただきまして、そして、それによって評価をしていく

という形で、今のところは聞いています。 

○委員（前田博之君） 評価はないのですか。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 評価については、国からのデータをもらいながら、そこに、何回も

言いますけれど、係数を入れていく。それぞれのやつに係数を入れていくという形になると思って

います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。続いて何かあれば、前田委員。 

○委員（前田博之君） 評価額を求める方程式があります。それは、仮に、全国一律ではないです

よね。白老は白老の、萩野の、ここでいけば、22 番地でいけば、バスには路線価格とか、そういう

指数があって、それにいろいろなものの係数を掛けて、評価が出るわけですよね。言っているのは、

１つのソフトがあると思うのですが、そのソフトは今、何百とか何十地点の地点があるから、そう

いうものが全部白老の分と入れておいて、それに掛けるということになるのですか。そこまではま

だ来ていないのですか。 
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○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） すいません、そこまでは来ていないのですけれど。一応今、聞いて

いる範囲では、言ってしまえば、道央道でいけば、舗装道路は幾らだとか、砂利道は幾らだとか、

幅が何ぼだったら、幾らだよとか、そういう係数が来るということで考えています。ただ、土地の

評価については、どういうふうになるかというのは、まだ来ていないところがあります。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） その部分はあとでわかると思うけれど。元に戻りますが、今いった地方公

共団体のバランスシートを出すために、財産の、そういう評価額をしなさいと、その通知というの

は、国から何らかの、そういう通達とか何かに基づいて、予算づけをしているのですか。国がそう

いうことをしなさいということで、来たことによってやっていることかどうか、私、ちょっと戻る

のですが。あと２、３聞きたいけれど。まずそこ、どうなのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 私の聞いている範囲では、そういう形で、「来年度からそういう評

価が必要になるので準備しなさい」ということで来ているものですから、今回予算づけしたという

ことで聞いています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） そうすると、逆に聞いて欲しいのだけれど、私が間違っているかどうかわ

かりませんが。うちの局長も勉強しているからだけれど、この、公有財産の現在報告をつくるとき

に、これをつくる基というのは、財産台帳から拾ってきますよね。だから、今、言ったことを、白

老町この財産台帳つくっていると。だけれど、今、参事言ったように、ある程度全部網羅されて、

そして 7,000 件打ち込むと。それが、財産台帳にかわる物にならないのかどうなのかということを、

国か道のほうに確認してほしいのです。施行例か何かでうたっているのかどうかわかりませんが。

せっかく入れるのだから、それはかえてもいいのだということであれば、そうしたら、問題解決さ

れてしまうのです。財産台帳は、施行例か何かでやっているのですか。これを施行例何かで、つく

らなければいけないとなっているのかどうか。 

 そうすれば、今、せっかくつくったものを、あと町独自で何項目か入れて、それが台帳にかえら

れるのだというような見解になるのかどうか。そうすれば、みんな解決するのです。こんなの二重

にしなくていいと思いませんか。 

○委員長（及川 保君） 関連して、私の方からも。今、前田委員が言っているのは、考え方とし

て、参事わかりますよね。二重に管理をしなければいけないのだという。これ、もともとあるのに、

国の指示とはいいながら。であるならば、そういったソフトにこれ、きちっと拾って入れるのです。

であるならば、今回進めようとしている部分で、管理できるのではないかと。効率よく、大きな改

善というか、この土地の管理の部分で言えば、改革になるのではないかという。そこにそういうこ

とができないかどうかを聞いていると思うのです。 

 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） そこの話なのですけれど、ただ何回もご説明しているとおり、今回

入れるシステムについては、今、入れている財産台帳のデータの全部を網羅して入れるというもの

ではないということで考えています。だから、ある一部の必要な部分だけ抜き出して、そのシステ
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ムに入れていくという形になるのかと思います。 

○委員長（及川 保君） 抜き出して。台帳から抜き出して、全部ではないと。 

○会計課参事（岩崎 勉君） それで行きますので、前田委員が言うとおり、ちょっとその辺確認

しなければならないと思うのですけれど、今、入れるシステムが財産台帳にかわるものというふう

には、ちょっとならないのかなというふうには考えています。 

○委員長（及川 保君） なんとなく概要は見えてきたのですが。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 確認。ということは、今の国の指示というのは、評価額を載せるための作

業ということになるのですか。バランスシートをつくるための、そういう評価が必要だから、その

仕事をやりなさいと、そういう指示になるのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応、今はそうです。まずは評価しなければならないということな

ものですから、まずは評価できるものをつくりたいという形で考えています。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今ここでいろいろな議論をしていたことは、この間も委員会あったときに、

5,000 平米以上だとか、その中間と、数を出すときに、いろいろ調べて出すことに、何筆何ぼとか

いうの、苦労をされていました。どちらにしても電算化、先ほど言ったように、ソフトが来て、そ

れに打ち込むのが決まっているからだという話をされているのですが、委員会としては、そういう

ふうに土地、原野だとか、いろいろな土地の区分があると。そういったものを今、コンピューター

ですから、その必要な部分を言ったら出てきてくれるものを、どちらにしても打って電算化、デー

タ化するのであれば、そこまできちっと必要だろうと。きちっと分けたものが、必要なときに必要

な部分を出せるようにするべきだろうという、私達の意見の中にあったものですから。今、データ

化するというお話があったので、それではデータ化するときに、データ化したら、そういったもの

が部分的に、ここは土木の所有のものだといったら、それぞれの課の所有する分にわけてほしいと

言ったら、その分が出てくるとか。そういったデータ化ができるものだというふうに、みんなとら

えていたのです。だから今、聞いたら、バランスシートのためのものだから、資産評価をするため

のものだから、ソフトにはそれしか入れるものがないのだと。それを、また分けるということには

ならないということなのですけれど。今、前田委員がおっしゃった、私もそうなのだけれど、ソフ

トに対してお金を払ったらできるかどうかわからないけれど、またお金がかかってもいいから、ど

うせやるのだったら、そのことをプラスして町独自でできないものだろうかという話なので、それ

はこれから調査しなければわからないものであれば、調査するような、そういったものが一括して

できたら、こういうときに乗っかって、町の持ち出し分があってもできたら、今後これからこうい

ったことで財産しっかり管理をして、「どんな状況なのだろう」と質問が出たときにも、コンピュー

ターでこのデータが必要だったら、それが出てくる。そのためにデータ入れるものだと私達はとら

えたものがあったものですから、そういう質問になったと思うのですけれど。やはりソフトに入れ

ていくということになれば、それにプラスするということが難しいのかな。私達余りコンピュータ

ーわからないけれど、国が考えることだから、もう少し考えてくれればいいのに。 

○委員長（及川 保君） 多分同じ繰り返しになると思いますけれど。岩崎参事。 
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○会計課参事（岩崎 勉君） 本当は自分でもそういうふうになれば、非常にありがたいと思うの

ですけれど。そこまでいくと、言ったとおり、新しくソフトをまだまだ開発していかなければなら

ないというところがあると思うのです。今の財産台帳でも何回も説明しますけれど、そこまで改良

するにはちょっと、時間もかかるし、金もかかるという形です。言われたとおり、今の新しいシス

テムは、パソコン１台分の予算です。大体 30 万円くらいの予算なのです。その中でシステムをちょ

っと高度化にするということは、難しいのかなというふうには今、考えております。 

○委員長（及川 保君） おおよそ概要はわかりました。このシステムを、今回の新年度予算の中

でどういう取り組みをするのかという、あったものですから、今、参事をお呼びしてうかがいまし

た。 

 各委員の皆さんも、状況は理解できたというふうに思います。 

 前田委員、まだ何かありますか。前田委員。 

○委員（前田博之君） もう 1 回確認しますけれど。評価額を出すためのパソコンなのですか。そ

うしたら当然、遠隔は別にしても、ほとんどのものは入るのですよね。そしてこれ、ずっと打って

いって、評価額を出すときは、路線価格とかあるけれど、それはこの項をずっと打っていって、何

か入れて、面積、住所も読み取って、地籍の中にそういう係数みたいなのが入って、すぐに評価額

というのは出るのですか。別なソフトで評価額出ます。それがここにまた記載していくのですか。

パソコンでやるとすれば、作業的にどうなってくるのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 私の説明も悪かったのですが、評価額というのは、言ってしまえば

その土地の評価なのですけれど、言ったとおり最初の路線価とかは、やはり自分たちで調べて入れ

る。その値を入れるしかないと思うのです。それは国のほうで路線価を使えとか、いろいろ、その

土地の評価額というのが、３つも４つもありますので、そのうちのどれかを使いなさいという形で

指導が来るのかという気はしています。ただ言ったとおり、道路とか、そういうものについては、

メーターあたり幾らとかという換算が来ると思います。土地の評価額というのは、言ったとおり、

それは国のほうで路線価を使いなさいとか、あとはほかに公表した土地の価格とか、３種類くらい

あるのですけれど、それに係数を使いなさいとか、そういうのは改めて指導されるのではないかと

は聞いています。 

 私も勉強不足なものですから。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） それも税務課にあるのです。評価額出すのも。岩崎参事の横にちょうどあ

ったら、同じくなると思うのです。あえて同じ作業を、ソフトでまたやるということなのですか。

そのソフトが来て、ばんばん入れていくのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） その評価額は、まずはここで１件のデータを入れますと。それが面

積が幾らありますと。そこまではまずデータ化します。あと、そこで評価するときに国のほうで、

言ったとおり、そこの付近の路線価を入れなさいというのであれば、路線価をうちのほうで調べて、

それをそこのデータに入れていただくという形になると思っています。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員どうぞ。 
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○委員（吉田和子君） 単純なこと。わからないから言うのです。そのデータベース化するときに、

これ、一覧表で原野だとか、ぱらぱら入っています。こちらの資産台帳から取るときに、原野は原

野ずっと入れていく、宅地は宅地でずっと入れていくとか。その中でも 5,000 平米のところは 5,000

平米でずっと順番に入れていくとか、入れるときに工夫したら、後々使えないのですか。そんなこ

とにはならないのですか。 

○委員長（及川 保君） 関連して、前田委員。 

○委員（前田博之君） 私も。ちょっと話が合わないのだけれど。一番大事なのだけれど。財とあ

ります。これでいけば、萩野の何番地と、原野打っていくわけです。そうしたら、多分ここに、こ

れからいけば、こういうものでこれ１枚使わなくたって、入ってきて、最後に評価額が出ます。こ

こまでこちらの分を打つのですかということです。打って、改めてこちらで別に評価額を出したも

のを、あとからまた数字を入れるのですか。これを打っていったら、ソフトわかっているから、そ

の都度全部打っていって、あとは評価額を出すときに、こちらのソフトで何番地と入れたときに、

500 円とか 600 円というものがこの一覧のこうなったときに、ぱっと入ってくるのかどうなのかと

いうことです。そうすると、二度もしなくても、全部打っていけば、これにほとんどかわることに

なるでしょうと言っているのです。そういうことにならないのですか、と私は言っているのです。 

○委員長（及川 保君） 参事、吉田委員と前田委員の一緒にお願いします。 

岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） まず原野なら原野とかというのですけれど、一応今、考えているの

が、財産台帳の台帳番号で打っていこうという形なものですから、それでいけば、原野は原野でず

っと打っていくとか、そういう形にはちょっとならないのかなという気はしています。 

 前田委員の言うのは、言ったとおり、こちらのデータは全部入れます。そのあとでソフトがあっ

て評価額が入るのではなくて、データを入れて、二度手間みたいに調べた評価額を入れていくとい

う形で、今のところは考えています。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員いいですね。 

暫時休憩いたします。 

休  憩  午後  ２時０１分 

                                             

再  開  午後  ２時２５分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 参事の質疑の中で、大体、新年度予算の何をしようかという状況は、つかめたかなというふうに

思います。ただし、各委員の皆様が考えているような状況ではなかったということで、まず押さえ

ていただきたいと思います。 

そこで、今、一つ一つ、どういうふうに次回に向けて持っていくかということも含めて、進めて

まいりたいと思います。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私たちとらえていたことと、町の予算をもってやっていくことが、私たち

が考えていることとはちょっと違いました。ですから、先ほど始まる前に委員長のほうからありま

した、中間報告の６月にやらなければならないという必要性は、なくなったのかなというふうに思
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いますので、今後の進め方、状況を見て、中間報告がなくなったので、今の状況では、５番までの

議決事件までは行かないみたいですので、今後の進め方によると思いますけれど、継続審査にする

というような形のことにもなっていくのかと思いました。 

○委員長（及川 保君） 今、吉田委員のほうから話がありました。私が午後からの冒頭申し上げ

たように、ちょっと危惧する部分があったものですから、これ、早急に、逆に、状況によっては報

告しなければいけないのではないかと。そういうふうに考えていたのですが、どうも今、参事の話

を聞くと、そういう状況ではないと。皆さんが考えていたような状況ではないということが判明し

ましたので、これはきちっと腰を据えて、議会としての意見をまとめたいと。方向性をまとめたい

と思いますので、継続審議ということで、今回の所管事務調査については、きちっとした中で、次

期の報告にしたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） つきましては、とはいいながら、次期の町側に対して、もう少し中身を

精査した中で、町側に聞いていくと。どういう状況かということも聞いて、きちっと聞いておく必

要がありますので、きょうの時点でこの５点についてのどういったものを絞り出して、それなりに

委員会としての町側に対しての確認事項といいますか、その部分を皆さんとここで確認しておきた

いというふうに考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ２番までの部分については今、皆さんと議論をしてまいりました。普通財産についての部分まで

なのですけれど、この程度でよろしいでしょうか。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） ここでいくと、普通財産の計画的売却計画が必要です。これは、必要だと

思います。今、委員会でやっている以上は、前回も担当からも聞いたのだけれど、具体的に押さえ

ていないのです。だから、計画的は別にしても、普通財産として、今、分譲地やっているものは別

にして、それ以外で本当に売却が可能な区画と面積というのは、何ぼあるのかなということを、地

区別に。それを整理していただいたほうがいいと思うのです。これを見たら、雑種地だとか、宅地

だとか、原野いっぱいあるけれど、この中で、仮に雑種地でも目的、宅地にあわせて売れるのか、

そこを現実に議会としても、これだけ財政厳しいのだから、新財政改革プログラムはっきり答弁な

いから、今回せっかくやっているから、ここの普通財産で本当に総面積も８百何平米と出てきたの

だけれど、この中で本当に財産として売却可能な部分が幾らあるか出していただいたほうがいい。

そうすると、その評価額は別にして、本当にこれだけ財産として売るものを持っているのだという

ことがわかると思うのです。それを求めたらいいと思うのですが、どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 今のような意見があります。普通財産としての売却可能な土地、面積が

あるか。「土地、面積を示してください」と。それは、多分出せると思いますので。それを基にまた、

議論はできるはずですから。この２番の普通財産のところで、今、１点出てきました。今のような、

あと、よろしいですか。この部分についてだけでとらえると。先ほど出た中では、売れる土地の整

理が必要ではないか。ここの部分でいいですね。それをデータとして出していただくと。今、町が

考えていることですね。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 普通財産の、特定目的のない普通財産の計画的な売却計画ということで、
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今、土地の要旨とか、そういったものをきちっと洗い出して、明確化すると。それが明確化なるこ

とで、売却計画というのは、ある程度出せるのではないかと思います。ただ、今、この時代的な背

景を考えると、「計画を持ちなさい、持ちなさい」と言っても、売れるのかなと思うのです。ただ、

家を持ちたいとか、そういった思いでいる町民というのは、結構いると思うのです。それが、この

間お話があったように、いろいろな条件が満たされないがゆえに、他市町村に出ていっているとい

うのがありました。そういった中では、アンケート調査まで入らないけれど、何かちょっと、やる

必要があるかどうかそれも悩むのですが、家を建てたいと。どういうことに引っかかっているか。

そういうことの相談とか、そういったものがあっていいのではないか。それが即、苫小牧に向いて

いって、水道料が安いから向こうへ行ったとかいう話もありますが、水道料に負けない白老の何か

ほかにないものかどうなのか、町側として持っていると思うのです。また、家を建てるとなったら、

条件としてどうなのかということも、今後、土地の、工業団地と同じように、人口減を食いとめる

ためにも、セールス的なものも必要になってくるような気がするのです。そういったことでは、売

却計画を持つとともに、相談体制とか、そういった形も必要になるのではないかというふうにちょ

っと思ったのです。アンケート調査とか、結構家持ちたいという人がいるのです。ただ、いろいろ

な条件が合わないとか、悩んでいるとか、そういうことだと思うのです。そういうことも含めて何

か、これが、今、これに合うのかどうか分かりませんが。「計画つくれ、つくれ」というのはいいけ

れど、では売れなかったら、つくったのはいいけれど、また売れないのではないかということにな

ってしまうから、そういった意味では。 

○委員長（及川 保君） ちょっと今、整理するのですが。このことだと、会計課だけでは、多分

難しくなるはずなのです。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 確かに今の背景として、今、言われたようなことはあるのだと思います。

今、ここの調査の目的からいったら、ちょっと広がりすぎではないかという気がするのです。だか

ら、今、そこへ行くまでに、そういうようなところまで自然に目が向いていくような土台づくりと

いうものを、きちっとしなければならないと。そうすると、「売却可能な土地はどうか」と聞くだけ

ではなくて、土地造成をして、地目を変更して売れるものだとか、何かそういうような、売れる状

態にしながら可能な物とそのまま売れるものと、いろいろとあるわけです。売却可能な面積で求め

るだけでなくて、そういうふうに中身をもっと細かにわけて、そういうふうに宅地にしなければな

らない、売れない土地だとか、それから、そのままでも売れる土地だとか、いろいろあるのではな

いかと思うのですが、そういうような細かい内容でここは聞いてみる必要がないかどうか。 

○委員長（及川 保君） 今、すぐ売れるということは、どういうことですか。 

○委員（斎藤征信君） そのままで売れる状態。 

○委員長（及川 保君） そのままで売れる状態、どういうものがありますか。 

○委員（斎藤征信君） そんなのは、ないのですか。 

○委員長（及川 保君） どんなものがあったかと思って。前田委員、何か考えられませんか。前

田委員。 

○委員（前田博之君） 同じですが。だから、そこまで細分化しなくても、現状の中で売れる。地

目は言ったように、宅地、雑種地になっていても、雑種地でも現況を見たら、宅地に変更できるわ
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けです。だから、今、現状である程度売れる土地、そして先ほど言った地目を出していただいて、

何かすれば、そして残りはいろいろな条件があって売れないというふうに整理していただけば、わ

かるのかと思います。今、すぐ売却計画もてないのだから、そこまでする必要は、私はないと思い

ます。全体として売れる分はどうなのだということで認識すれば。町だから、民間もそうですが、

雑種地だけれど宅地という地目になっていないだけであって、それを直せばいい話で。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 要するに、計画的売却計画というのは、前回も話があったのですけれ

ど、宅地として売れる面積が 1,000 平米あって、一般の人がなかなか買えないわけです。それであ

れば、分離して、例えば 100 坪 300 平米くらいに区切って、要するに公募出すとか、いろいろなこ

とをやる必要があると思うのです。だから、どうしても売るというふうに、販売計画に乗せるので

あれば、そういうことをやはりやらざるを得ないのではないかと思います。 

○委員長（及川 保君） 今、出された中では、次回の委員会で十分議論できるような状況にはし

ておきましょう。こういうことで聞きたいということで、この部分では、お話をしておきたいと思

います。 

 資料という部分では、このぐらいでいいですか。 

 それでは３番目に移ります。今度土地の貸し付けです。貸し付けの部分です。個人、法人に有償

で貸し付けている土地の計画的処分が必要でないか。これ、全部前回出されています。というのは、

先ほど来出ていることを言っているのですか。現在貸し付けている、相手が買いたいというのであ

れば、売ったらどうだということですね。これも資料としては、出ているのですか。件数と、トー

タルの面積は出ています。これは、資料として出してもらう必要ないですか。これは、土地だから、

膨大になりそうですね。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） それは、この前話済みで、貸しているものは、一時的に借りる部分はやむ

を得ないけれど、長年借りている部分については、売り払うことが必要だと。やっているのか、ど

うかということで、「それはやっているけれど、なかなかそうはならないです」という答弁はあった

のです。それに対して資料がどうの、こうのということにはならないのではないかと。ここの中で

言えるのは、減免規定が不明確な部分を、どのような基準をもってやっているのか、そういう資料

を出してくださいということになるのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 今、一番目のことで私がちょっと、前回の部分を把握していなかったも

のですから、話ましたけれど。今、斎藤委員の話ですと、町側としての意見は、それなりに出され

たのですね。ただし、委員会として、再度これを報告の中に入れてもいいですか。確認はしておき

たいと思います。 

○委員（斎藤征信君） それは、必要なことなのだから。 

○委員長（及川 保君） 今のお話ですと、これはやる考えはありませんと、何か言われたみたい

なのですが。 

○委員（斎藤征信君） 考えがないのではなくて、なかなか売れないのだということです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） これは今、３でやっていますよね。個人に有償で貸し付ける土地の計画的
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処分で、全部で 74 件ありますけれど、本当にこの中で、74 件で、1,000 万円ありますけれど、これ

で普通の条件の中で売れる物件があるのかどうかということです。それを調べてもらうのと、そし

て、今、1,000 万円貸し付け料入っているけれど、仮に今、言ったように、この 74 件のうち何件は、

買う意思があるかないかは別にして、現状で譲れる、売れるものがあるとしたら、そこ件数があり

ます。仮に 74 件のうち 50 件売れますと。50 件がどういう、評価をして売ると思うけれど、それが

逆に売ったときに幾らの額になるかという見込みを出していただかないと、手間賃は別にして、貸

し付けしているほうが有利なのか、売ったほうが有利なのかわからないわけです。そういう原価コ

スト計算は別にしても、単純に比較したとき、それではこれ、財政厳しいから、借りるほうがいい

のではないかと。将来的にやれば、また売ると。その辺をちょっと評価。売った場合幾らだと。そ

ういうのを出していただいたほうがいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） そういう出し方したほうがいいですか。 

 有償で貸しているところ今、トータルして 74 件あるのです。これが今、ここに書かれているよう

に、前回出されたように、貸し付けている土地については、売れるものであれば売ったらどうかと

いう意見が出されたと。ところが町としては、トータル的には難しいという状況だったのです。た

だし、中身はわかっていないのです。その資料として、今、前田委員が言われた資料としてまとめ

て出してもらえるか、出せれば、出してもらうか。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） その辺整理しておかないと。私が言っているのは、なぜかと言うことは、

今、新財政改革プログラムでも売りなさいと言っているから、やはりせっかくここの今回の現状を

調査しているのだから、そういう視点でも議論して、こういうものもありますと、議会として、委

員会として、ちゃんと示したほうがいいのではないかということです。大変だとは思うけれど。 

○委員長（及川 保君） 一つ一つまとめなければいけないはずなのです。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、有償の話をしましたけれど、無償も内容を伺ったら、町内会のリサイ

クル保管庫のほうが多いという話だったのですか、中には先ほど言ったように、何カ所か、４カ所

ぐらいだと思いますけれど、無償対応しています。これは何年にどういう条件下でやったのか。か

かわった人はわかると思うのですけれど、どういう条件下で無償対応になったのか。見直しとか、

そういったことはないのか。何年後に点検するとか、そういったこともないのか。その辺掌握して、

必要であればきちっと担当課も伺って、その状況をきちっと把握することも必要ではないかと思う

のです。今後また、大抵福祉施設が多いのですけれど、福祉施設が多いだけ、今後これから多くな

ってくるのは、福祉施設というより法人にかかわるものが多くなってくると思うのです。ですから、

そういった部分では、先ほども言ったように、減免基準が明確でないということで言わせていただ

いたのですが、減免基準を明確にして、減免があっても、それに対する附帯意見をきちっとつける

ようなことも必要になってくると思うのですけれど。 

ごちゃごちゃ全部一緒になりましたけれど。まず、無償のところも、町内関係以外は、法人関係

の年度と条件的なものを出したら、明確に条件とかあれば、お知らせしてもらって、それがどうか

ということは、委員会として検討していくべきかというふうに思うのですけれど。意見も何かあれ

ば述べていくという。 
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○委員長（及川 保君） そうすると、有償も、無償もということになってしまいますね。 

○委員（吉田和子君） 無償も、町内関係はいいと思うのです。リサイクル保管庫とかそういうの

が多いと言っていましたから。ほとんどがそうだと言っていましたけれど。 

○委員長（及川 保君） そういうことで、局長、可能ですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 可能だと思いますけれど。現状で書類がなければ出せない。つくっ

てまでは出さない。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） １件１件無償の契約をしていると思いますから、今、吉田委員が言ったよ

うに、無償貸し付けの条件です。だから、学校教育法人だから無償だとか、社会福祉法人だから無

償だとか、そういう条件を提示してくださいということですよね。町内会が何件で、これは町内会

活動の何々基準というか、町の減免基準に該当するというか、その他の公共団体に入るのだとか、

そういうような仕分けをしてくださいということですよね。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 貸し付けのところで、法人団体でも有償のところがあるのです。これを書

き出していただけばわかると思うのです。無償のところは法人だというふうには、私達もとらえて

いるのです。だけれど、法人でも、先ほどもちょっと言っていたのですけれど、同じ福祉施設にし

ても自分の土地を使って建てている人と、無償対応で建てている人と、収入は違うのかと言ったら、

介護保険法でいくから、もし同じ建物だったら、介護保険法でいくと、収入は同じなのです。収入

とか、その人、その人、それぞれ細かいものはあるけれど、介護報酬で入ってくるものは、基準は

同じだと思います。土地借りているから安くなるとか、入居者もそれで安くなるとかはないと思い

ます。そういった部分で、収入は同じなわけですから、そういったことの収入を得ているものに対

してそれでいいのかどうかということも、今後の中では検討する、見直すというか、有償にしなさ

いということではなくて、それでいいのかどうなのかということを、中間で検討する必要が、私は

あると思います。有償のところもあるわけだから、そのどこが違うのかということも、私達明確に

わかっておかないとだめかなというふうに思うのです。 

○委員長（及川 保君） そういうことだと、有償、無償の条件ですね。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、一言で言って、無償貸し付けがどういう基準になっている

かということではないですか。 

○委員長（及川 保君） どこのところの法人がどうのこうのとか、藤田がどうのこうのとか、そ

ういうことではなくて、条件ですよね。先ほど前田委員が言ったように、基準がどういうふうにな

っているのだと。 

○事務局長（上坊寺博之君） それに尽きるのだろうと思います。どこの法人がどうなのかという

ことはいらないのではないかなと。 

○委員（吉田和子君） 例を上げて言っただけであって、出していただければ、無償でいいのかど

うなのかというのを、有償と比較してできるわけですよね。そういう意味で言ったのです。 

○委員長（及川 保君） それであれば、十分可能だなというふうに思います。 

この有償、無償の部分については、この程度ですね。 
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次、減免です。減免基準の明確化。これも今、関連していると思うのですけれど。明確化と言っ

ていますけれど、このあたりも議論しているのですね。前回まだしていませんでしたか。 

○委員（吉田和子君） していないです。 

○委員長（及川 保君） ただ意見としてこれ、出ていたのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 個人の意見を出しただけです。 

○委員長（及川 保君） なるほど。このあたりもきちっと把握する必要がありますね。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私も勉強していなかったのだけれど、事務局のほうから資料読んで、無償

貸し付け等に関する条例があります。これは、規則はないのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 規則はないです。 

○委員（前田博之君） そうすると、私は今までこの委員会で議論していますから、規則要綱とか、

具体的に明確にすべきだと思います。ここで用語説明とか。公共的団体等でしたら、地方自治法何

を指すだとか、そういうちゃんと規則か、要綱で制定すべきだと思います。そうすれば、解決する

話だから。 

 それと、許可というか、貸し付け決定する先の一元化。この前の話では、教育委員会が決めたも

のを今、会計課で判断しているみたいですけれど、やはり一元化を諮るべきでないかなと思います。 

ただ、規則で委任されているところは別になるかもわかりませんけれど。 

○委員長（及川 保君） 一元化ね。これ、先ほどちらっと聞いた。 

○委員（前田博之君） 一元化というか、統一すべきだと。 

○委員長（及川 保君） 今、前田委員のおっしゃっているのは、教育委員会でこの事案が発生し

たとしても、当然こちらとのやり取りはやっているはずです。ですからそれはいいのでしょうけれ

ど、何となく、しっくり来ないのです。一元化というのは、必要なのかもしれません。 

○委員（前田博之君） 私、言葉の使い方、一元化と言ったけれど、要綱とか規則ができれば、そ

れが一元化になるからいいのかと思うのだけれど。事務的な話になってごめんなさい。 

○委員長（及川 保君） これは、いいですね。資料はいいですか。確認ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 規則はないですから。 

○委員長（及川 保君） その確認をきちっとしておきましょう。 

 土地の貸し付けについて、大体それくらいでいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） 次、４番目に入りたいと思います。土地開発公社について。町が将来的

に利用、取得が薄い土地は、計画的な処分が必要ではないかということです。公社の部分について

も、今後いろいろと動きがあるはずですけれど。 

 これは、意見として出されたのですね。この意見というのは、前田委員ですか。 

○委員（前田博之君） 皆さんの意見です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 担当部長のほうから、将来土地開発公社で今、持っている債権についての

取り扱いが皆さんに説明あったので、その上で議論されればいいかなと。 

○委員長（及川 保君） なるほど。そういうことで、こういう意見が出ているのですね。 
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 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 土地開発公社はいろいろな面で今後のあり方というのは国からも来ている

みたいで、財政のあり方というか、基準要綱の、新経理基準要綱等も適用しなさいとか、いろいろ

な面が出てきているので。ただその中でも、土地処分計画の策定をしなさいということで、私、こ

のちょっと読んだものから言ったのですけれど、個別の事業用地に関する処分方針や、長期保有と

なった原因、現時点で予定されている用途なども明確にする必要があると。今後のしっかりとした

計画を持つ必要もあるのではないかという話も出ていましたし、今後先ほど言ったように、将来負

担比率の算定に当ってくるわけだから、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ているのです。将来負担利率に。だから、そういったことでは、不均衡が生ず

るから、新経理基準要綱を適用するということも、話として出ているのです。そういったことも含

めてのことは言ったのですけれど、ただ、今、私たちは土地開発公社のあり方についてやっている

わけではないから。だから、それはそれで町側としては考えているみたいだから、ただ、その保有

している土地を、きちっと明確にしていく。だから、これが出たのではないかと思う。将来的な利

用とか、そういうものを明確にして。 

○委員長（及川 保君） これは示されました。これですよね。そうしたら、資料的には、出てい

ますね。ここは余り突き詰める必要はないですね。ただ、プログラムとかいろいろな、今、吉田委

員がおっしゃったように、将来的には厳しい部分が出てくるはずですから。このあたりの部分議論

はしておかなければいけないのだけれど、どうでしょうか。一応、資料としては出されていますか

ら。いろいろな思惑の、町のその時々の思惑の中でも。ですから、これは、この資料でよろしいで

すね。もし何かあれば、そのときまた、特別出てくれば。今、考えられることはないですか。これ

以外で。よろしいですね。 

 それでは５番に入りたいと思います。議決事件について。土地の売却の分 2,000 万円の引き下げ

が必要でないか。この考え方は、前回聞いていますか。 

○委員（吉田和子君） 全然触れていません。 

○委員長（及川 保君） これ、そうすると、前田委員、今後どういうふうな考え方を持たれてい

ますか。 

○委員（前田博之君） お手元に。私のほうで説明させていただきます。総務文教常任委員会の所

管事務調査ということで、参考資料ということで、きょう配布してあります。目的は、今、議論し

ていますけれど。議会に付すべき契約の財産、処分に関する条例です。このうち特に財産の取得ま

たは処分ということで、米印していますけれど、これがなぜ上がってきたということは、過日の委

員会で提案しています。別紙でついていると思いますけれど、１ページ目の２月 12 日に条例提案に

関してということで、議会改革と委員会の活性化、議会の自立性、そういうものを含めて、私たち

の持っている権能を高めたほうがいいのではないかと。１つの例として、どうでしょうと。それは

なぜかというと、ここにあったように、議会や委員会で数人の議員から、こういう問題について質

問があって、町はその都度検討すると言っていましたけれど、１度も議会には話がないと。それで、

放っておいていいかどうかは別にして、追跡的な部分も議会がありますので、そういう形で議会の

チェック機能を高めて、財政改革プログラム整合を図ることはもとより、議会や委員会の権能を高

め、議会の姿勢を示すためにも、所管の委員会からの議案の発案という形で行ったらどうですかと、
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こういうことです。そして、議案の発案権というのは、ここに書いているとおりです。ご承知だと

思いますけれど、読みません。そして、起案の要件としては、団体意思を決定するものを条例とか、

提案権、ここにあります。提案するものとしたら、今、私が説明しているこういう部分が議会で公

に議論されていますので、いろいろな経済情勢を考えた中で、議論する余地があるのではないかと

いうことで、出させていただきました。そして、提案内容については、あとで説明します。 

次のページ。こういう流れの中で、今度一番頭の①になります。（１）の①。本条例の経緯として、

これ、事務局のほうから条例の案来ています。処分に関する条例で。これを見ていただけば、第３

条は、財産の取得または処分なのです。１枚もの。これが２条と３条と分かれているのです。契約

の部分と、財産の処分と取得について分かれているのです。２条と３条と使い分けしますけれど、

一応今のところは３条でやっています。それでこの３条で行くと、現在は 50 年４月に一部改正され

た 5,000 平米の 2,000 万円以上ということになっていますけれど、最初の昭和 39 年にこの条例制定

されているのです。そのときは 700 万円、こうなっています。参考に第２条とうたっていますけれ

ど、この 39 年に併せて契約もやっているのです。契約も 1,000 万円だったものが、50 年に 3,000

万円に上げているのです。財産の処分が 2,000 万円になったときに、契約も 3,000 万円に上げまし

ょうと。一緒に改正されています。改正の理由は、昭和 50 年２月 18 日の決算審査の報告がされて

いるのです。このときは２年遅れているのです。決算審査 48 年度分を一般会計でやっているのです。

そこで、当時の委員会報告を見たら、要点だけですけれど、このように「本条例は、当時の経済情

勢、町の財政規模を勘案して、昭和 39 年４月に制定されたものです」と。700 万円です。現在とい

うことだから、50 年のときを言っています。「現在の経済情勢、財政支出においても、当時と比較

してかなりの変動であり、円滑な事業推進する上にも、金額の改正時と考えられるので、他市町村

の実態を調べ、検討されたい」と、こう委員長が報告しています。このことを受けて、このときは

町も早かった。２月に報告されていますけれど、すぐに３月に本条例の一部改正の議案が提出され

ているのです。そして、先ほど言いました、２条と３条が、同時に改正が行われています。これが

先ほど説明した現在の 2,000 万円ということになっています。 

これから議論するのに、他の町村どうですかということで、全国における地価の累積変動率、そ

の前に③ですね、別紙１、２で他の市町村の状況がついています。 

別紙１見てください。これ、土地の面積 5,000 万円については共通です。金額によって、胆振・

日高管内の類似団体の状況を調べていただいています。これ、担当のほうと行って、担当も調べて

ありましたし、調べていただきました。それで、白老は 2,000 万円。あと 1,000 万円が、ここでい

けば、洞爺、安平、壮瞥です。そして 700 万円が厚真町と、こういうふうに管内はなっています。 

それで次、全道の市町村を見ると、別紙２になります。市は別にして、下のほうの本町でいくと、

全体的にざっと見ると、700 万円が現状でもかなり占めているのです。白老は 2,000 万円ですから、

ずっと 2,000 万円の枠の。町村にすれば、余りないのです。これから行けば、大体規模、中標津と

白老が大体同じですから、浦河の若干、あとはほとんど小さいところで 2,000 万円になっています

けれど。あとは大体 1,000 万円から 700 万円あたりが、現状としてはこういう形で、議決事項の金

額にしているというような状況にあります。 

別紙３を見てください。土地の関係ですから、全国の地価の累積変動率となって、この一番左側

に条例改正したときに 50 年、これを 49 年 100 としたら 90.7 なのです。だけれど、39 年の時点か
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ら見れば、50 年は 90.7 なっていますけれど、39 年の場合はもっとずっと下がりますから、それが

徐々に上がってきて 100 に近づいてきて、このときに直しているのです。ちょうど、さっき言った

経済的な推移を見たら、だんだんバブルで上がってくるのだろうと、多分予測して上がったと思い

ます。だけれど平成３、４年でピークを迎えて、今、現状でいけば、39 年とはいいませんが、49

年を割って地価が下がってきていると。そうした場合、結論は別にして、ある程度金額の議決額を

見直してもいいような情勢にきているのかと、こう思います。そういうような状況です。 

最後ですけれど、⑤です。これは、先般町側からも説明がありましたけれど、今の地方制度調査

会等なんかで地方自治法の改正やっていますけれど、その中でこういうことの提案をしているので

す。「地方自治法改正を念頭に置いた具体的な提起がありますと。契約の締結及び財産の取得・処分

について、条例で定めるものが議会の議決となっているが、政令で縛られています」と。今、説明

した部分です。あれはすべて施行例でうたっていますので、承知していただきたいと思います。「議

会の監視機能を強化するために、条例によってその範囲を拡大すべきであると、条例の「上書き権」

の議論とともにこの財産処分の議決の額も連動して、議会自由に決めたほうがいいのではないかと、

そういう連動、そういうふうに今、議論されていますということで、先般の町の担当部長でいけば

６月ぐらいにこういう方向が見えるのではないかと、こういうことを言っていましたけれど、現状

から見れば、それはどうなるか別にして、こういう１つの議会の監視機能を高めるということで、

議会の独自性というか、自治制で議論をする必要もあるのではないかと、こういうふうな形で資料

まとめて来ましたので、もし委員会として、結果は別として、１つの例として議論されたらいいの

かと、こういうことです。以上です。 

○委員長（及川 保君） このことについては本会議の中でも、定例会の中でも町長が改正の方向

も考慮するような、検討するような話も間違いなく出されておりました。これは、皆さんご承知の

とおりだと思いますので、今の状況を、前田委員がお話された経済状況も踏まえて、土地の今の、

これは三十数年前の数値なども含めて説明がありましたので、およそ概要はつかめたかと思います。 

 委員会としてこの現状を踏まえて、その必要性が私自身も、せっかく議会改革を行っているわけ

ですから、是非取り組むいいチャンスかなというふうにとらえておりました。みなさんの意見も伺

いたいと思います。いかがでしょうか。 

 前回の委員会の中では出されていなかったということですので、町側の状況もわかっていないと

いうことですね。そういうふうにとらえてよろしいですか。今、現状ほかに動きがないということ

でとらえてよろしいのですか。このあたり確認もして・・・。前田委員。 

○委員（前田博之君） 町のほう。私、担当の会計課長と話をしたら、町の動きとしては、今のと

ころはしていないと。ただ、議会からそういうことを言われているということは、認識しています。

ですから、こういう資料も集めているのではないかと思います。他の自治体の例とか。これは、担

当のほうで、ある程度整理していたみたいですから。そういう状況です。 

○委員長（及川 保君） いかがでしょうか。近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） これ、前回前田委員から出たときに、うちの会派でちょっと話をした

のです。決してだめなことではないし、大事なことだということなのですけれど、相手があること

だし、余り細かくして複雑になってしまうと町側が困るのではないかと。その辺をカバーして慎重

にやったほうがいいのではないかという、我々の中ではそんな話でした。 
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○委員長（及川 保君） 皆さんのご意見を伺っておきたいと思います。 

 斎藤委員いかがでしょうか。 

○委員（斎藤征信君） 今、説明聞きながら、現在の情勢として、これは必要なことかなというふ

うに考えるのです。ただ、１つ確かめておかなければいけないのは、2,000 万円から引き下げたと

きに、今も隣で話が出ましたけれど、事務量とか、何とかというの、どういうような変化をするの

か。忙しくなるのか、大して変わらないものなのか。その辺がもうちょっと見えないということで

す。 

○委員長（及川 保君） なるほど。資料またありますか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 町有地の売払調書というの、前もらっていますよね。 

○委員長（及川 保君） 私のほうには、それはないです。 

○委員（前田博之君） ほかの委員さんあると思いますけれど、これからいけば 21 年度は、分譲

地の区分け方もありますけれど、ただ数字だけを見れば、700 万円以上というのは２件だけです。

だから、20 年度は１件。わけ方にもありますけれど。ただ大きいのは、19 年に資料を見ても、最後

の 11 に保安林が 120 平米売っているのに、金額 1,350 万円ですけれど、こういう例が出てくる可能

性があるから、だから、ある程度宅地と、保安林とか、山林とか、指定の部分についての地目によ

って分ける可能性もあるかなと。そうすると、原野とか保安林単価 10 円ですから、これで 2,000

万円以上となったら、かなりの面積になるけれど、本来その目的によっては、保安林とか議会にか

けて、本当にどうだということも必要だと思うのです。かからなければ、みんな行ってしまいます

から、素通りですから。そういう部分も含めて議論されたらどうかと思います。私はあくまでも個

人的に絶対したいとか、どうかではなくて、やはり先ほど説明したように、トータル的なことを考

えて、所管委員会として将来を見越してどう考えるべきかと。そういう姿勢が大事だと思って提起

していますので、できれば大いに議論していただきたいと思います。 

 ただ１点。この件ばかりではないですけれど、私たち議会が一般質問している委員会で所管事務

調査を報告しても、追跡したということがないのです。町から何も言ってこない、言い放し、成り

放し。そうではなくて、やはり議会と最終的にどうしたかということを整理することあると思うの

です。今回もまるっきり町側言ってきていませんから。そうすると、議論してそれならば、それは

転売しますと。うちのほうで上げさせてただくとかどうだとか、そういう政策というか、事業に、

言った以上、議会もどうかかわって、初期の目的を達成させるかという行動が私は必要だと思って、

私はこういうことで、ちょっと一石投じているのです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員の、十分理解いたします。確かにこれから委員会で総意として

当然報告を毎回しているわけですけれど、そういった追跡というのはなかなかされてこなかったと

いうのは、本当に私たち反省しなければいけないことだと思います。やる、やらないは別としても、

これがどういう結果だったと。将来的にこうするのだということも、やはり今後議会としてやって

いく必要もこれからあるというふうに思いますので。前田委員。 

○委員（前田博之君） 資料の最後に苫小牧市の新聞写しが付いていると。苫小牧、多分白老町も

3,000 万円ですから、苫小牧も条例ではそうだと思いますけれど、取り扱いで、工事の関係ですけ

れど、苫小牧もやはりあれだけの工事をやっていても、2,000 万円から 1,000 万円に引き下げてい

るのです。理由はこういうことです。透明性だとか、下段のほうにいろいろありますし、随意契約
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を原則的にあまり行わないという透明性を図っているし、受注の機会を多く図って、議会のチェッ

ク機能というか、そういうものを高めようとしているのです。ですから、これは多分市が出してい

ますけれど、議会の決算委員会なんかでも言われている可能性があると思いますけれど。そういう

ような行動を起こしているということを。 

○委員長（及川 保君） 皆さん余り、要は、いろいろな発注、それからこういった土地の部分も

あるのですけれど、疑義が生じることのないように、議会としてもそういったことをきちっとチェ

ックすると、当然まちも緊張した中でまちも進めるということになっていくのでしょうし、いずれ

にしてもつながっていくはずですから。特にこれから透明性も含めて、必要な状況になっていくの

でしょうから、何とか町と一体となった中で進めていければと思います。 

 吉田委員、ご意見があれば伺いたいと思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 前に一般質問等で出ていましたけれど、答弁の中で、前の改正のときは議

会側からの要請があってやったと。だから、議会側がどう考えるかということにもよりますという

ような答弁で、それを受けて、町としては検討する余地はあるというお話だったと思うのです。改

正理由がきちっと明確にわからないと、ということで、今、ここに載っています。これを見て、こ

ういうことで出したのだなということと、この表を行政でつくってくれたと言っていましたけれど、

やはり改正した時期の数値的なもの、私は土地のほうのものの価格変動がなければ、今のままでい

いのではないかという思いはあったのですけれど、下がってきているということでは、条件として

は今後上がっていく可能性が今はないわけですから、その時々の状況判断というものが議会にもあ

ってもいいのではないかというふうに、私も思っています。だから、そういった部分では、この条

例提案ですから、かなり重たいものがあると思いますので、しっかり委員会として出すことで、半

分の別の委員会の人たちのこともきちっと理解を得なければならないのではないかと思いますけれ

ど、提案は条例提案だから、12 分の１の賛成があればいいということなのですけれど、できれば委

員会として出す以上は、きちっと議会の１つの統一したものとして、議会意見として出せるような

ものになっていければいいと思いますので。出し方、私はちょっとわからないですけれど、委員会

提案だけでぽんと出していっていいものなのか、同時に相手側のほうのもう 1 つの委員会の賛同も

得る必要はないのかな・・・。これを見ていると、ないのかもしれない。だけれど、理解はしても

らわなければならないし、説明はもちろんしなければならないのではないかというふうに思います。

今後の議会改革の中での提起ということも載せていますし、現在の状況、他市町村の状況を見てい

ったときに、2,000 万円以上というのはほとんどが市で、近隣にちょっとありますけれど、本当に

土地の売却を見ても、私は両方だと思っていたのです。2,000 万円以上もしくは 5,000 平米以上だ

と思ったから、どちらも引っかかったらほとんどないのではないかと思っていたのですけれど、き

ょうの条例を見せていただいたら、「かつ」だから、両方かからなければだめだということです。そ

うしたら、先ほど説明があった町有地売払い調書の中でいくと、ほとんどないということです。今

のところはないということです。両方かかるということはない。700 万円以上の金額だけでそれが

かけられるのであれば、あるのですけれど、土地の広さでいくとかからないと。だから、700 万円

が妥当なのかどうなのか、その辺が反対に私はちょっと思ったのです。だから、私は金額か、きょ

うのあれを見たら、「もしく」というのは、どういうふうに解釈するのかと、朝これを見て言ってい

たのです。両方入るという意味なのですね。私は、「もしく」は「又は」なのかなと思ったのですけ
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れど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 5,000 平米以上に限るなのです。 

○委員長（及川 保君） 括弧内で、土地についてはとなっています。土地については、１件 5,000

平方メートル以上のものに限る。 

○委員（吉田和子君） だから、ほとんど引っかからない。金額の訂正だけではなくて、平米の訂

正も必要なのかとちょっと思いました。 

○事務局長（上坊寺博之君） だめです。 

○委員（吉田和子君） それはだめなのですか。できないのですか。両方がそれに該当しなければ、

だめだということですね。金額訂正だけではだめなのですね。金額訂正しか、議会としては、条例

として提案できないということなのですか。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 地方自治法の議決事件で、地方自治法の施行例の別表で定められて

いるのです。要するに、基準が決められていて、今、言ったように、市町村にあっては 5,000 平方

メートル以上のものに限って 700 万円を超えるものの規定がされなければならないということです。

ですから、これは任意規定ではなくて、700 万円というのは下限規定ですから、これを下回ること

は法律上できないという規定になっています。 

 条例をもって、これを以下に定めることはできないという規定なのです。 

○委員（吉田和子君） それ以上はできるけれど、できないということですね。だから、この金額

でもし条例変更を出しても、ほとんど引っかかってこないのかとちょっと思ったりしているので、

何かもっと方法ないのかなと思って見ていたのですが。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の局長から説明があったように、そのとおりなのです。ただ私が先ほど

後段で言ったように、今後そういうことが政令で縛りなくなったときに、今、吉田委員が言ったよ

うな部分がまた議論されてくると思います。それは６月以降になるのか、来年以降になるのか、そ

れはわかりませんけれど。その前段として言ったのは、一般的なこの辺の宅地は面積が小さいから

いいけれど、先ほど言ったように、原野だとか保安林だとかというのは、ここに出ているように、

平米 10 円だとかなんかやったときに、大きな面積でかつ 2,000 万円であれば、よほど引っかからな

いのです。そうであれば、そういう原野とか、大きな、大規模で処分するものあるいは、保安林解

除しなければいけないのに、今回いろいろ議論ありましたけれど、いいとか別にして、そういう部

分が議会としてチェックできるのではないかと。そういう部分である程度必要でないかとは言って

いるのです。ですからこれから仮にあるかどうかわからないけれど、民間の株式、農業法人の参入

できると。その時に、町有地を売るときに、仮に 1,900 万円で、かなりの面積があっても引っかか

らなかったと。そうしたら、「あそこいいのか」というときに、議会はチェックできないですという

ことです。だから、ちょっと外れのほう膨大な土地の面積を売っても、ある程度金額で縛りをかけ

ておけば、チェックできるのではないかということです。 

○委員長（及川 保君） どっちもというのは、厳しいですよね。 

○委員（前田博之君） それと、前言ったように、これ見ていただけばわかるのですけれど、土地

の処分のやつを見たらわかると思いますけれど、前も私、前回言いましたけれど、解釈にもよるの
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だけれど、売払調書があります。仮にいけば、１つの例とすれば、東町、１番目、６ありますね。

東５丁目。これ、780 万円になっていますけれど、２区画ありますけれど、これが仮に１つの区画

として 700 万ですと。それで面積仮に 5,000 平米とします。その場合は引っかかるのだけれど、こ

れを同じ１番の中で１筆ずつ分筆して、それぞれ売ったときに、仮に宅地分譲したときに、かかっ

てこないのです。5,000 平米で 700 万円の土地です。それを売るときにあえて分筆してしまって、

それぞれ毎年買っていったらどうですかということになるけれど。１つの団地形成の中でどう処分

するかという問題も出てくるのです。5,000 平米以上といったら、かなり大きいから。１つの例で

す。そういうふうに運用されることがあるのです。そういうことです。 

○委員長（及川 保君） 本間委員いかがでしょうか。 

○委員（本間広朗君） いろいろ前田委員のほうから説明受けて、町民の財産でもありますので、

今、前田委員の言われたような金額の変更ほかも含めて、いろいろ金額はこのぐらいがいいかとい

うのも含めて考えていきたいと思いますので。あとは本当に、できれば他の市町村と同じくらいの

金額にして、議会がチェックできるような形でやっていければとは思っています。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。やはり今の時代に照らしてみんなが納得できるような形でも

って、やはり変更も必要なのかと、私は思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 委員長おられなかったので、町のほうの見直しについては、しない

とは言っていないのです。今、民主党の地域主権侵略会議というのが設置されていまして、ことし

の夏までに一定のものをまとめると言っているのですけれど、その中に議会のあり方ですとか、執

行機関、議会の組織、機能、財務規定、いろいろ検討するのですけれど。委員会２つあって、その

中で議会のあり方で、今、地方自治法が完全になくなるという方針なのです。議会と執行機関の区

分けをどうするかというのを今、議論している最中なのです。ですから、今、やっている工事議決

ですから、財産の取得とか、財産の売払いというのは、執行にかかわる議決なのです。だから、基

本的には、全点としては、町の執行権にかかわる議決なのです。ですからこれは、今、外そうとい

う議論も現実にあります。外そうというのは、議会は議会の分野、町は町の分野の区分けをしまし

ょうという議論は、確かにあるのです。ですから今、それを見て、町は対応したいと言っているの

です。それが６月過ぎに出てくるので、それを見てからしたいと、考えたいということなのです。

どういうふうに動いていくか、まだわからないと。 

○委員長（及川 保君） なるほど。状況はわかりました。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば９月まで、今、延長するということになれば、その中でも一

定のやつは聞けることにはなるのではないかなと思っています。 

 今、地方自治法が基本法に変わって、細部についてはそれぞれの地自体が考えてという方向性な

のです。 

○委員長（及川 保君） 町側も今の国の状況を見ているという状況だという、局長の説明でした。

いずれにしても、近藤副委員長のご意見もありましたけれど、全体としては、委員会としても取り

組むべきだという意見が大勢かなというふうに考えます。もう少し具体的に時期、これと一緒に土
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地をやってしまうとあれですけれど、本当は一緒のほうがいいのでしょうけれど。厳しい部分があ

るなということもありますので、次回のときにしっかりと議論したいというふうに思います。取り

組む方向で、この件については確認をしたいと思います。 

 よろしいですね。それでは今回の土地に関する調査、今定例会の中では中間報告をせず、継続審

査にするということで決定をしましたので、次期の調査としてしっかりと取り組んでまいりたいと

いうふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、局長から報告があったように、そういった流れで、実際独自で進めて

いくような方向性になるかもしれないということであれば、もし委員会としてそういった条例提案

をしていくということが基本的にあって、積極的にやっていくべきだということであれば、所管事

務調査はこの次まで延ばしましたけれど、状況に応じては、議会がきちっと判断をして、もしかし

たら数値を下げてもいいとか、そういうふうになったら、こちら側が、白老町としてどういった数

値が一番適当なのかということを、しっかりと研さんして、独自で出すということも考えられます

よね。それが９月までということになるかどうかは、時期を見て、７月なり、８月なり、また見え

てきた時点で、こちら側からも積極的にやっていくということも、考えられますよね。 

○委員長（及川 保君） 町側に当然アプローチもしなければいけませんし、吉田委員が言われた

とおり、是非進めて、町側の考えも当然聞きながら進めてまいりたいというふうに思います。 

 よろしいですね。次期は、定例会直後にまた確認したいと思いますので。副委員長とこの件につ

いても頭に入れながら、日程調整をしたいと思います。 

                                           

  ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議をこの辺で終えたいと思います。 

（午後３時３５分） 


