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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） 総務分教常任委員会を開会したいと思います。 

（午後 １時 ３１分） 

                                             

○委員長（及川 保君） 本日の会議は、引き続いて実施しております町有地及び公社所有地の管

理状況について。本日は総務財政部、会計課の皆さんがおいでになっておりますので、説明をして

いただきたいというふうに思います。岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） それでは、きょう提出しました資料について、若干説明させていた

だきます。一応きょう提出したしました資料は、製本にしたのが１つと、あとＡ４版が１枚という

形になっております。それではまず製本にしたほうからご説明いたします。これにつきましては、

普通財産の中で、会計課のほうで今後売り払いとかができそうな部分について抜き出したものでご

ざいます。普通財産というのは、ほとんど売り払いが可能という形でございます。ただ、買われる

方がいなければ売れないという状況の中で、一応今回集計表に抽出したやつは、少しは売れるので

はないかというものを抽出しております。一応大体 20 くらいのやつがあります。次が位置図的なも

のでございます。若干ですが集計表を説明させていただきます。１番と２番が社台地区でございま

す。位置図の１ページになります。これにつきましては、旧公民館のところと、あとちょっと苫小

牧側にある旧公営住宅のところでございます。これにつきましては、旧公営住宅につきましては、

改修計画の中で建物の取り壊しが終わったあとで売却のほうに入れるのではないかなという形で考

えております。それと２番目の公民館のところでございます。これにつきましては、公民館等取り

壊しをしなければならないところもございます。そのほかに、ただ売っても売れないのではないか

と。これは一応宅地化をしなければならないのではないかという形では考えております。大体 10

区画くらいで宅地化できないなかと思っています。表の最後のほうに事業費全体というところがご

ざいます。これが一応道路をつくったり、水道を入れたり、水洗にしたりしたらこれくらいの投資

額になるのではないか。大ざっぱな計算なのですが、なるのではないかなと考えております。ここ

でいけば 1,100 万くらい投資しないと、ちょっと売れるものにはならないかなというふうに考えて

おります。そこで真ん中のところにあるのですが、評価額ということで売れるとすると 1,000 万弱

で、もしかするとマイナスになる可能性もあるかなというふうには考えております。次に３番目と

４番目でございます。これにつきましては、３番目については寿幸園の跡でございます。図面見て

いただきますと、ちょっと説明遅れたのですが、凡例として赤いところが現状ということです。整

備しないで売るしかないのではないかというところでございます。黄色い部分につきましては、一

応集計表の４番と５番。処分不可能地と保留地というところを黄色に分けております。緑色が建物

で、それを解体した後で売り払いできるではないかと。それと紺色なのですけど、これは整備をし

ていかなければ、ちょっと売れないのかなということで考えております。日の出の寿幸園跡なので

すけども、それについては、今使っているふれあいセンターみたいな形で建物も使っているところ



3 
 

が黄色いところ。寿幸園を壊した後で、残した建物がそういうもので使っておりますので、そこは

ちょっと保留地という考え方ができるのではないかなと思っています。赤いところにつきましては、

もう建物等がござませんので、そこについては整備するには難しいので、現状で買っていただくよ

うに考えております。４番目でございます。これは今高齢者大学等で使っておりまして、ここにつ

いてもちょっと保留しておかなければいけないかなというふうに考えております。次に５番と７番

と８番でございます。５番がポロトの若草のところでございます。これについては、ちょうどイオ

ルの関係で確か整備しているところと一致しているというか、隣接しているものですから、その構

想がある程度決まらないと売れないかなということで、一応⑤については保留という形にしており

ます。７番と８番についてですが、これは旧町営球場の跡でございます。これについては、今後ど

うなるかわからないのですけども、公営住宅予定地として位置づけされておりますので、これにつ

いても今のところ売れないなかというふうに考えております。次の位置図４ページ目でございます。

これにつきましては、６番と９番でございます。６番については、防衛庁の社宅の横でございます。

黄色い部分については、下水の大きな管が入っているものですから、その部分を除けたりすると、

ちょっと大きく分筆するのは難しいかなというふうに考えておりますので、一部黄色と整備しなけ

ればならないというものに変えております。ここにつきましては、８区画くらいに分譲できるので

はないかというふうに考えております。評価額としては 3,300 万くらいの、もし売れれば収入があ

って、そのほかに最初に設備投資としては 1,600 万くらい道路とかそういうものを入れていかなけ

ればいけないのかなというふうに考えております。９番目につきましては、ここも保留地にしてい

るのは、一応ここ町内会会館とかに貸し付けをしているところでございまして、その関係でまだ保

留にしておくべきかなというふうに考えております。５ページ目でございます。10 番目でございま

す。これはウヨロと石山大通のところでございます。ここについて大きく土地があるのですけども、

一応保安林が残っております。その中でいけば、これについては整備もしないで、もし買っていた

だけるのであれば現状のままで売り払いしかできないのかなというような形で 10 番目については

考えております。次が６番ページ目でございます。11 番と 15 番でございます。11 番が身障者住宅

の横あたりの土地でございます。それと 15 番がはまなすスポーツセンターの横あたりの土地になり

ます。ここについては、現状のまま売り払いというのは、一応は市街化調整区域でもありますし、

宅地化してもちょっと住宅は建てられないというところもあります。15 番については、ちょっと低

地で、これを造成するにはそれなりのお金がかかるものですから、現状で買っていただけるのであ

れば、買っていただくような形にしかならないのかなというふうに考えております。次は７ページ

目でございます。集計表でいけば 12 番目になります。これは 12 間線の石山大通りとの交点のコン

ビニの向かい側になります。そこがちょっと細長く土地があるのですけども、これについて、ちょ

っと奥行きはないのですけども、分筆は可能だと考えております。ただ、海側というのですか、下

側に送電線が走っております。それから考えると宅地化しても売れないので、これも現状のままで

しか売れないかなというふうに考えております。８ページ目でございます。13 番でございます。こ

れは昔の萩野の営林署の跡でございます。萩野小学校の横でございます。これについては昔、ちょ
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っと聞いた話では公住の拡張計画の部分だと聞いておりますが、ここについては 17 区画くらいに造

成して売り払いできるのではないかなというふうに考えております。その場合に売り払いできれば、

全地できれは大体 5,024 万くらいの収入にはなりそうだと。ただ、事業費としては、多めに計算し

ているのですけども、3,500 万くらいの下水とか水道とか、そういうものは全部完備していかなけ

ればならないのではないかというふうに考えております。次が９ページ目でございます。14 番でご

ざいます。これにつきましては、フシコベツ川の部分の両サイドでございます。12 間道路の奥の太

平洋団地のところの部分でございます。ここにつきましても、造成するには形とかもいびつなもの

ですから、現状のままで買ってもらえないかな、現状のままでしか売り払いできないかなというふ

うに考えております。10 ページ目でございます。16 番でございます。これにつきましては、竹っこ

団地の山側でございます。ここにつきましても言ってしまえば調整区域になっておりまして、宅地

化しても家は建てられないということなので、使えるほうが現状のままで買ってもらえないかとい

うふうなことで、今のところ考えております。最後の位置図 11 ページ目でございます。これは虎杖

浜地区でございます。虎杖中の横の土地を大分広く持っております。ここで黄色ということでの処

分不可能地と考えていますところは、いつもここはいろんな工事の作業ヤードとしてお貸して、あ

る程度収入も入ってきているものですから、そこについてはそのまま残しておきたいなと。これく

らいの広い土地になると余りないものですから、作業ヤードとしては必要な部分ではないかなとい

うふうに考えております。赤い部分については、現状のままで売り払いが可能だということで考え

ております。面積的に合わせると 29 万 2,800 平米くらいになります。評価額としては、うちのどん

ぶり勘定なのですけども、４億 9,600 万くらいの全部売れればなるかなと。ただその場合に設備費

として 6,500 万くらいかかるのではないかなというふうに、今のところ想定しております。以上、

製本している部分については、簡単ですがこれで説明は終わりたいと思います。あと、Ａ４版につ

いて若干説明いたします。これは個人情報なものですから、個人名は表示しておりません。一応 21

年度の滞納分です。この前の説明のときに、21 年度で滞納はほとんどなくなるのではないかという

話で説明した記憶があるのですけども、ちょっと集計していくと、21 年度もそれなりに滞納が出て

くるという形でご報告があります。今のところ 21 年度滞納者、滞納件数５件でございます。その中

で全然全く払っていただけないのが１件ありまして、それは交渉中でございます。Ｂ、Ｃ、Ｄにつ

きましては、今後払う気持ちもありますし、Ｄにつきましては、もう滞納は消化しております。Ｂ、

Ｃについても月々何千円くらいずつ払うということでお願いして、それが今続いておりますので、

あと２年か３年すれば滞納が終わってしまうのではないかなと思っています。ただＥの部分の法人

なのですけども、ここについてはちょっとうちのほうも手の施しようがないというようなところで、

どういうふうにしたらいいかということで考えております。滞納としては、このＥの部分がちょっ

と大きいなと。これは今営業もしていないし、21 年度までは月々２万 5,000 円と年度末に若干のお

金ということでお願いしていたのですけども、この頃来た時にそれも苦しいのだと。月々1 万円に

してくれないかというような話があって、その中で払わない気持ちはないのだけども、そういう形

で何とか下げてもらえないかということで来ていますので、それは払ってもらえるものなら、とい
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うことで受けつけてはおりますが、それ以上やるのはちょっと難しいのかなという気はしておりま

す。きょう提出している資料の説明はそれだけでございます。 

○委員長（及川 保君） ただ今の説明でおおよその町有地、公社所有地の管理状況については理

解できましたね。何かここで聞いていきたいことがありましたらどうぞ。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の説明で聞きたいのですけども、１つは調整区域がございますね。調整

区域というのは、買ったから家を建てるというふうにはならないわけですよね。それでもこの調整

区域を何とか買ってもらいたいと、こういう話なのですけども、それは買う側にしてみれば、買っ

たからどういうことになるのですか。どういう利用の可能性があるのか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） ちょっと専門外なので、簡単にしか答えようがないのですけども、

調整区域の中では、住宅が建てられるのは１次産業に住宅は建てられるという形で聞いております。

あと、倉庫とかそういうものについては建ててもいいという形なものですから、そういう利用する

方に買ってもらうという形になるのではないかと思っています。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 簡単な建物なら建ててもいいということ。そこを手に入れた場合に、畑を

つくったり何かをするということでは構わない。自分でその土地を建物以外のことで利用しても構

わないという意味なのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） そうです。一応住宅はちょっと建てるのは難しいのですけども、先

ほど言ったとおり、１次産業に従事している方の住宅はオーケーなのです。あと、倉庫とか工場と

かもオーケー。工場とかは難しいと思うのですけども、コンビニとかそういうのはオーケーだと聞

いています。あと畑とかつくるのも問題ないという形で聞いています。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の図面での説明だと、ある一定まとまった土地ばかりなのだけれども、

すごく半端な三角地みたいなところで、これはもうどうしようもないというような、そういう場所

というのはないのですね、特別。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） そうですね、一応そういう形の三角地とかは何カ所かあります。た

だ、そういうものについては利用価値がないものですから、今回のからは抽出していなかったとい

う形です。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 緑丘の自衛隊の官舎の横に黄色い色が塗ってあるのだけれども、道路用地

ですよね。これは道路用地ではないのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応道路の部分もあります。あと、言ってしまえば原野というかそ
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ういう部分もがありまして、そこのところに一部下水道の本管が入っているところがございます。

黄色い部分についてはです。職員住宅側のほう側に細く線があると思うのですけども、そこに今の

ところ道路になるという形でございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） あともう１つ。貸地で未収納の金額がございますね。その中でＥの部分が

かなり大きいという話があったのですけど、これは今の不況の中で事業や何かが上手くいかなくて

払うことができないと。借りているのだけども払うことが不可能という説明だったと思うのですけ

ども、あとの土地も大体似たような状況があって、払うことが難しいというのがほとんどなのでは

ないのかなと思うのですけども、どうなのかなということと、もし何年かかかって払ってもらえる

というものであれば、これは貸したのだから払ってもらうのは当然なのだけども、こういう不況の

中でどうにもならなくなっているものを黙って放っておくと、いずれ一切入らなくなってしまいま

すよね。こういう場合に金額を調整するとか、そういうような検討というのはされることがあるの

ですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 今のところは、普通財産の中では無償貸付と有償貸付しかありませ

ん。その中で、今やっている中では減免というのはまだ考えてはおりません。今本当に滞納者はこ

の５件しかないのですけども、言ったとおりＡの方については交渉中なのですけども、ＢとＣの方

につきましては、払える中でお願いできないかということでお願いしています。それと月々下手す

ると、2,000 円とか 3,000 円ずつ出してもらうという形の中で、少しずつ滞納分を減らしていこう

ということで話し合ってここまで来たという形でございます。Ｅにつきましては、実際もう聞いた

限りでは、そこでは営業してはおりません。ただ、建物とかあるものですから、それを取り壊しす

るお金もないので、そのままうちも貸付をやめるというわけにもいかないものですから、現形復帰

というのが原則なものですから、それでここまま続いているというのが現状でございます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ２点ほど聞きます。まず４ページの⑨、一応保留になっていますけど、そ

こは多分栄町の会館建っていて、まだ何年もたっていないけども、現実に財政厳しいということで、

遊休地を売りましょうという話で、これを見ますと地理的にも非常にいい条件なのだけど、ここに

会館を建てたことによって、今説明にあった状況になってしまっているのです。そういうことの土

地利用計画とか、これを貸すときとか、ほかに漏れがあるけども、全体の土地利用計画とか、今言

ったようなここに１軒ポツンと建てたときに、今後処理をどうするかとか、そういうことを内部で

十分協議されているのかどうかということです。ここも現状見ていますけど。建てることに対して

はいいけども、なぜああいうところに貸付してしまってあとの土地が無駄になっていて、どうも行

政の全体の町内でそういう議論をされているのかということ、まず伺いたいということです。それ

と今斎藤委員からお話ありましたけど、調停の一覧表の遊休貸付料。Ｅについては現状説明そうで

すけど、町として今見せてもらっているけど廃屋になっているけど、これは絶対このままです。そ
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れで今度廃屋も町でどうするということで、今度財産あそこに行っているこっちにあるとかいって、

結果的に廃屋になってしまって手もつけられないと思うけども、今貸付料が仮に滞納になっていて

も、まだそういう責任者いるのだから、その辺もちゃんと整理して見込んで対応していかなくては

いけないと思いますけども、その２点を伺います。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） まず１点目の番号でいえば９番の土地についてでございます。言っ

たとおり、その辺を考えないというか町内会の希望とかございまして、その中で空いている土地で

あればお貸ししたいというのはちょっと考えていたものですから、それでここはお貸したのではな

いかと思っています。考えているのは、今宅地分譲をやっております。一応 35 カ所ほどあって、1

万 5,000 平米くらい宅地分譲をやっております。それが、ある程度売れてくれば、この辺のところ

もまた町内会と話をしていきたいなというふうには考えております。少し言ったとおり、ここにつ

いては様子を見させていただけないかなというふうには考えております。あと、滞納のところでご

ざいます。これについは言われるとおり、今担当課のほうもどうしたらいいのかということで、所

有者とも話をしたいなと思っています。ただ何回も言いますけども、原形復旧というのが普通財産

の貸付するときの条件です。ただ、それを崩してしまいますと、ほかも出てくる可能性もあるもの

ですから、その辺をちょっと考えながら対応していきたいなということを今考えています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ⑨についての僕の質問は、町内でそういう土地利用計画で町の会議を開い

たりして、大局的な見方でそういう対処をしているのかということを聞いているのです。それとも

う１つは、原形復旧と言っているけど、今からもう何だかの手立てを打たないと、大きな問題にな

ると言っているのです。だから人ごとではなくて、現実に担当として処理していかないと、絶対決

算審査のときに絶対問題出てくる。だから僕はちゃんと会議録に残しておくけど、ただ言い放しで

はなくて、ちゃんと対応してほしいと思います、これ。絶対大きなものになるのだから、これはも

う。面積も大きいし、その辺。 

○委員長（及川 保君） 山口部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 委員おっしゃるとおりだと思います、全く。私もこの間資料見せ

てもらったのですけども、それまで事実的に承知していなかったのですけども、やはり委員おっし

ゃった同じことを担当のほうにもいいまして、検討すべきものは検討し、方法があるのであればや

はり方法を探っていかないと、これはもう解決、取れる状況ではないものをいつまでも貸しておく

という話ではないと。原状復帰といっても、建物があるから貸しているのです。これではいたちご

っこになりますので、その辺のところは時間をいただきながら十分内部で検討して、対応策を考え

ていかなければいけないというふうには思っています。そんなことで少し時間かかりますけども、

検討させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） ９番目の町内会に貸している話でございます。これについては、今
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後そういう状況で貸し付け要望等がありましたら、それについてはこれからは厳しく。厳しくとい

うのも、普通財産の利用計画とかを考えながら貸していきたいなというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今話されているのは末広５丁目ですよね。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） ９番については、今お貸しているものですから、これを急に返せと

いうわけにはいかないと考えています。これから空いている普通財産の土地をそういう形で借りた

いとか、使わせてくれという段階では利用計画とか十分練って内部で検討して貸せるとか、ここは

難しいとかそういうことをやっていきたいなということでお答えしております。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 下の町有地の貸付料についてなのですけども、これはずっと数字を追っ

ていくと変動があるのですけども、一律いくらというのではないのですか。それと、社台の旧公民

館跡地なのですけども、先ほどもお話であったように、あそこを整備して事業費全体が 1,100 万で

実際の評価格が 1,099 万ですか。そういうときに分譲して販売するとなった場合に、かかった事業

費をどのようにかぶせていくのか。またそれから、公民館の解体の予定は実際にあるのかどうか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 金額の調停の評価が変わっているのは、どうしてかという形でござ

います。これにつきましては、13 年度については、多分まだまだ面積を貸していたと思うのです。

ある程度毎年お金をここに繰り入れてきてちょっと数字が変わってきているとか、極力負担かけな

いように本当の建物だけの面積にしてきたとか、そういうのがございます。19 年、20 年とかありま

すが、きっと払ってくれたやつをここに納付したという形で、ここの部分が下がっているのではな

いかと思っています。21 年度、やはり累進課税とかでまた上がったこところがあります。それと社

台についてです。同じ値段でどうするのか、ほとんど同じでマイナスになる値段でどうするのかと

いう形なのですけども、そのまま持っているよりは売ったほうがいいのかなという気はしています。

もしそこで売れて建物でも建てば、固定資産税とかそういうのが入ってきますので、そういうのも

考慮すればちょんちょんであればやっていってもいいのかなということを思っています。ただ、収

入の前に町の単独費ですけども、まずは事業費としてこれくらいは出さなければならないかなとい

うふうに考えております。公民館の解体については、まだどのくらいで解体するとかは、ちょっと

まだ情報が入っておりません。 

○委員長（及川 保君） 山口部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 例えば社台の土地、事業費かかって売買ですよという部分につい

て言えば、これもほかに普通財産ではないですけども、開発公社だとか分譲宅地やっている部分が

ありますから、それが売れて整理してそれで初めてどうするかという話です。当然整備するときは

整備費かかってしまうわけですから、今度売れないとなると塩漬けになるわけですから、そういう

判断含めてどういう処分していくかという。今の現状であれば処分する気であれば処分できる状況
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にはありますよという資料です。これをすぐこういうふうにやっていくということではないという

ことをまずご理解をいただきたいと思います。それから、社台の公民館について、いわゆるここ一

部記載していますけども、文化財をアヨロの関係でそのまま保存しているのです。保存していると

ころは今見つかっておりませんので、当分文化財をどうするかというものを含めて今のところ活用

せざるを得ないという、こういう状況です。ですので、例えば文化財を移転する場合について可能

になってくれば、ここは解体できる状況にあるのかなという、こういう感じでございます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今のお話を伺っていて、今回の説明で区画に分譲して売りたいという、今

後の希望としていたということで聞いたので、ああそうなのだなと思って。今分譲して新築件数が、

苫小牧あたりでは微量でもふえているというふうな新聞報道があったので、白老町の少しずついい

方向性のものが見えてきているのかなと思いながら区画整理していくのかなと思ったのですけど、

まだ売れていない土地がこのほかにあったはずだから、その辺での絡みで将来的なものも含めての

ことだと思うのですけども、今現在のこれはこれで今後の希望なのですけど、言ったように白老町

も苫小牧あたりに、苫小牧は人口も白老とはふえ方は違いますので、対象にはならないかもしれな

いですけども、移住定住策ではほとんど空き家を利用してやっているということもあるので、新築

ということはないけれども、胆振東部のほうは移住定住でかなり土地を安く分譲しながら、上地を

提供して移住定住につなげているというのもあるのですけども、そういった形での白老町の今後の

新築に向けてと、それから移住定住含めての、そういった将来的な、ここ数年でもいいのですけど、

財政健全化もやっていますけども、そういった中での見込み的なものが上向きになってきているの

かどうなのか、どうなのでしょう、その辺。そんなに変わらないですか。 

○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。移住定住のほうになると、ちょっと応対はできないの

で、ちょっと申し訳ないのですけども、お答えできないということでご承知願います。ただ、分譲

地につきましては、先ほどもご説明したのですけども、大体 35 件分譲しております。面積にして１

万 5,400 平米くらいのものを分譲しております。そが全部売れれば１億 2,900 万くらいになるので

はないかなという形でございます。その中で一応、これ５月の広報でも見せたのですけども、その

後状況でいけば４件くらいの問い合わせは来ています。１件が何とか契約してもらえるのかなとい

う状況まで来ております。あと、残りについてはやはり金額とか聞くと、もうちょっと景気の状況

もあるのですけども、考えていますと言って返事が来ないという形でございます。今年度につきま

しては、このほかに１件売れまして、１件契約終わって、もしかするともう１件契約ができるとい

う形でございます。その辺だけでちょっとご承知願います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 土地を買って家を建てるということは、すごく一番財政的にも、今後の支

払いに対しても厳しいものがあると思うのですけども、区画整理して分譲しているところで、借り

てだったら建てられると。それだったら建物だけでいいですよね。そういった相談というのはない
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のですか。こちらのほうの滞納もありますけど、分譲地を借りて土地を借地して家を建てたいとい

う、そういった希望はないですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） この頃は余りございません。うちとしても今有償でお貸していると

ころで建物が建っているところもあるのですけども、そういうところは極力借りている土地を買っ

ていただけないかということでお願いしているところでありまして、そういうことから考えると、

建物建てるから町有地を貸してくれということであれば、それはお断りして、それであれば買って

くれという話で今はやっております。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 希望としてはもちろん買っていただいて、家を建てるということが最高に

いいことなのでしょうけども、今の財政的な状況を踏まえると、今家を建てるのに頭金が必要で家

を建てるだけしかないと、だけれどもある程度払い終わって、年齢的に退職の年数が来たときには

土地は買えるとか、そういったもので家を建てたいけども全部両方一緒にできないという。ただ、

人口がどんどん減っていく中で、建設関係も大変不況のときに、土地があれば家を建てたいという

希望の人がもしいれば、買ってほしいというのがもちろんそれが分譲されてお金が白老町に入って

くるから、すごく理想的なことだと思うのですけども、違った形の貸付制度みたいなものができて

くると、町の考え方に逆行していくことになるのか。両方はできないけども、家を建てたいという

希望の人がもしいればそういったことの考え方も今後必要にならないのかなと、ちょっと思うので

すけども。両方できれば、もちろん理想的だと思うのですけども、どうなのでしょうその辺。売る

ということが目的なのだからなかなか厳しいのか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 本当はそういうこともしたいとは思うのですけども、ただ現状での

有償でお貸しているところに、使っている土地を買っていただけないかと話をすると、その土地の

値段とかを話に行くと、それであれば貸してもらっていたほうがいいとか、そういう形が多いもの

ですから、今の状況でいけばやはりそういう建物を建てるときは、お貸するよりは買っていただく

という方向で考えていきたいなというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 寿幸園の跡地ありますよね。これは１カ所寿幸園を壊した跡地。まだ建物

が残っていて、今施設として使っていますよね。これは貸付地ですけれども、無償貸し付けですよ

ね、確か。建物も無償で貸していると思うのですが、白老町が無償で貸付している土地はまだ土地

は大丈夫だと思うのですけど、建物に関してあそこは子供たちが集う場所になっていますよね。耐

震の関係で、貸しているということは、お金を取っていないから、責任がないのか、その辺がすご

く気になっているのですけど、そういった部分での町の責任といっていいのか、無償貸付だから法

責任ないのか、そういうこと全然考えなくていいのか。あそこは自然の木が生えていて、すごくい

ろんなことでそれをいろんなことでそれを有効に活用して、いろんな補助体制をつくりながら、い



11 
 

ろんなことをやっていますよね。本当に場所的にもいい場所を借りられたという当人たちもそれで

つかっていると思うのですが、建物に関して学校の耐震もずっとやっていて公共施設の耐久化もや

っているときに、町が貸付している建物に関しての、そういったものの責任というにはどういうふ

うになっているのかなと、いつも気になってあそこへ行くと見てくるのですけど、どうなのでしょ

う。 

○委員長（及川 保君） 山口部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） あそこは木ですよね。憩いの家。所管は教育委員会で契約やって

いますけれども、お使いになっていただきたいという、こういうことだろうと思います。したがっ

て、町が耐震のところまで検討したかというとそうではない。あくまでも借りる側があそこの場所

を利用し貸していただきたいということになっていますので。いわゆる保険料、火災だとかについ

ては、町のほうで管理はしている形にはなっていますけども、耐震のところまでは、だから実際の

ところ、借り手のほうで耐震の云々かんぬんが出てくれば、そこは再度話し合わなければならない

かなというふうには思います。実質的にその不安があるとすれば、耐震見ていませんけどもまだ、

実際には貸せなくなる場合があるというふうには思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 町の財産になっている、土地も町のものなので、そういったことでの責任

分野となると、それは相手と話し合い、今後教育委員会も含めた形でなっていくのかなというふう

には思うのですけども、その辺また何かの機会で伺っていきたいと思います。それからもう１つ、

これは普通町の所有している土地を貸しているということはないと思うのですけど，砂の掘削関係

の。これは農業関係の方々が土地を持っていたり、白老の自分の広大な土地を持っているところを

貸付あるいは許可を得て掘削していると思うのですけど、町の土地でそういった貸し付けをしてい

るところというか、掘削をさせているところはないですよね。 

○委員長（及川 保君） 山口部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 今のところは、そういう掘削しているところの、そういう貸しだ

しは考えておりませんし、今もやっておりません。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） このままではこの土地は売れないだろうなと、処分できないだろうなとい

うところ２カ所ちょっとお聞きしたいのですが、14 番萩野のフシコベツ川をつくったときの残地。

町有地が大きくあったところ、あそこ川を斜めに横切って分断しましたよね。三角地ができるのは

承知の上で。そうなってしまえば町有地として売りたくたって売れなくなるだろうなという感じが

あるし、真ん中川を通してしまったら、両端というのは河原になってしまう。川岸というのか何と

いうか、よほどきちんと整地して分譲しなかったら危なくて買えないというような場所になってし

まうのではないかと。とすれば、これは川をつくった時点で、こういうふうに斜めにぶった切って

しまったわけだから、このあとどうするのかという計画だとか、そういうものがあってこの土地残

っているのか。ただこうなったから、仕方がないからそのままぶっ飛ばしてしまうのか、このあた
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り売りたいといったって、なかなか売れる場所ではないでしょう。だから、よほど整地をきちんと

して、隣の団地と結合するとか何とか、そういうような形にしない限り、ここは売れない場所。そ

のままにしたって売れないだろうなと。ではもったいない。川の両側をどういうふうに町として整

備をして、あとの残りは売りますと、はっきりこういうふうになればいいのだけど。何だかあそこ

に川をつくって、そのまま残っているとか、自由に買ってくださいでは、これは商売にもならない

のではないかという気はするのですけど、いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 山口部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） この図面というのは、あくまでも売れるところがありますという、

そういうことで表示しています。ですので、当然先ほども言ったように、ある程度整備をかけてや

ることが果たして今のところ、行政的に効果をもたらせるかもたらさないかといえば、それは今の

ところもたらさない。逆にマイナスになる可能性があるわけですから、そこは今後の状況みながら、

いかに成果を図り、いかに処分していくかという、そういうことだろうと思います。だから、ここ

に図面出ているところでも、当然先ほど言った住宅の分譲地が全部売れて、宅地が必要だよといっ

たときには、この中でも優先順位をつけながら、整備できるところは整備して、売れるものは売っ

ていくと、こういう形になるのかなということで、今段階でここがどうのこうのということではな

いということはご承知願いたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 手を入れて分譲するというのは、相当な金額がかかるでしょうから、今の

理屈は納得しなければならないのかなというふうに思いますけど、こうやって広げれば売れたもの

を割ってしまったわけだから、何とかならないのかなと。それと、先ほど話出た社台の埋蔵文化財

の。あれがあるためにどうにもならないとすれば、場所的にも国道縁のいい土地なわけで、埋蔵文

化財をまちづくりにどう生かすかというものと、これは関係してくるだろうという気はするのです。

そういう文化財の展示場所だとか、保管の場所だとか、そういうものがきちんと町に展望があって、

そこへ移してしまってここを広くするというようなことを、財産を管理する課としては、ここをそ

ういう観点からそこを立ち退いてほしいと。どこかにこれをきちんと将来を見通して移して、あそ

こは区画して売りたいと、こういうような形にはならないのかどうなのか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 今の公民館のところなのですけども、一応今考えているのは、やは

り公民館と旧職員住宅は取り壊ししなければできないだろうということは考えています。でも、そ

れを外して宅地化というにも可能なものですから、この色分けも紺と緑にしているのですけども、

紺の部分だけでも宅地化は可能でありますので、先ほどから言っているとおり、また分譲地が必要

になってくればここをどうするかという検討の中では公民館を残してでもやっていけるのではない

かと考えています。 

○委員長（及川 保君） ほかありませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） この図面では表示されていないのですけども、先般の統廃合したまきば保
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育園とたけの子保育園。この土地の取り扱いはどうなっているのか、ちょっと伺います。ここには

表示されていませんので、どういう状況でどういう土地利用計画が検討されているのかをお聞きし

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） まきば保育園とたけのこ保育園につきましては、今のところ小学校

の横とかでありますので計画の中には入れておりません。計画もまだ考えてはいない状況です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私が聞いているのは、これはもう２、３年になりますよね。多分行政財産

になっていると思うのだけど、普通財産にするとか行政財産にするとか、そういう処分的なことは

ちゃんと所管から来て整理されているのかどうかということです、何かあるときにこういう現状に

なっていて使えるとか、もう教育委員会なら教育委員会のほうで処理されてい上がってきていない

のか、土地の所管する担当課のほうである程度整理されてくるのか、その辺と現状今聞いたのだけ

ども、もうちょっと具体的に。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応行政財産から普通財産のほうに所管がえ終わっております。た

だその中で、どういうふうに使うかということは、ちょっとまだその計画等は考えていないという

形でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかありませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。ちょっとお聞きしたいのですけれども、例えばの話なのです

けども、固定資産税とか税金が払えなくなって、建物、土地を町に寄付するとかいう、そういう話

というのは現実にありますか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 年に数件とかございます。ただ現状では、１筆でいただいても、町

としても利用計画が成り立たないものですから、それについてはある程度お断りしています。ただ

広い土地とかになれば、それについてはまた各課とかに取り扱いながら、寄付をして受け付けてい

いものかどうかという検討をして、その中で対応しているという状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかありませんか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） なかなか普通財産の遊休地で売れないという、これは売れるという状況

のものをきょうは提示していただいたのですけども、これを何とかして売れればという期待感、評

価額が約５億円あるのです。先ほど参事のほうからの説明で、この評価額というのは何を基準に出

されているのか。この資料だけみると、話聞いているとこれは全然売れそうもないなと思って、こ

の数字見ると何とか売れば５億円なるのでないかという変な期待感もあるわけです。だけど今一般

的な社会情勢からいくと、固定資産税の評価額というのですか、課税の評価額よりはるかに安くて

も売れなくて、今土屋委員から出た寄付をしたいのだけど、税金払うのが大変だから土地もいらな

いから寄付したいのだけども引き取ってくれないと。ただ、税金の紙だけ毎年来て、本当に困って
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いるのだという相談も実際に私も受けている部分もあるのですけども、その辺の聞きたいのは、ま

ず評価額が何を基準に出されているのか、その辺をちょっとお聞きしたいのですが。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） この評価額につきましては、今そこのある土地の付近の実例とか、

町有分譲地と同じなのですけども、今売るとしたら幾らで売るかということをある程度算定しまし

て、その中ではじいた金額でございます。だから売れたら大体この金額、うちの値段としてはこれ

で売りたいという金額でございます。言ってしまえば、現状で売買しているような価格をある程度

参考にしながらはじいているという形の価格です。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） それで細かいことなのだけど、事業費全体の中で、これだけ事業費かけ

ないと売れないという数字なのですけど、これには一般的に売るとなったら測量や何かにすぐかけ

なければだめなのですけど、それらも含んでいるのですか、これは。測量はまた別な費用になって

しまうのうですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 一応、金額の小さい 23 万とかは測量費だけなのですけども、そう

いうふうに測量費も全部含んだ値段でございます。これには言ったとおり、道路の整備とか水道、

下水そういう諸々の整備を全部して、本当に宅地で住宅が建てられる状況にして売り出したときに

かかる整備費という形でございます。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） そうなると、何にも書いていないところは、現状のまま売り払いとなっ

ているところは、買った人が測量して買うということになるのですか。現状のまま売るというのは、

ただ図面上で売ってしまうということになるのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎参事。 

○会計課参事（岩崎 勉君） 議長の言うとおり、現状のままということで、１筆とかで買ってい

ただくときには測量もしないで、そのままで売るという形でございます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） この間も企業の撤退もあったのですが、そこは工場別なのでそのままだと

思うのですが、あそこの緑町を通ったときに、旭化成も盛んに壊していますれども、あそこの土地

はあのまま旭化成さんが所有するということでいいのですか。それとも町にということには全然な

っていないですか。何も話していないですか。あそこの固定資産税というのは、結構土地だけで残

って、旭化成で持ってもらったら固定資産税というのは結構入ってくるのですか、土地だけでも。 

○委員長（及川 保君） 山口部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 正直まだ聞いていないです。どういうふうにするかという話は。

ただ、いろんな噂話みたいなのはありますけど、そこは確認していませんので。 

○委員長（及川 保君） 最後の現状で言えば、固定資産税は入ってくるのですかという話。 
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○総務財政部長（山口和雄君） 固定資産税は当然所有していますので入ってきます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんね。それでは、今回の所管事務調査については、町側

の説明についてはこの辺に留めたいと思います。暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時 ３３分 

                                             

再開 午後 ２時 ４８分 

○委員長（及川 保君） それでは、総務常任委員会を再開いたします。３日間にわたってこの調

査を行なってまいりました。定例会２回またがって、継続審査ということで行なっております。ど

ういうまとめ方をしたらいいかを含めて、皆さんのご意見を伺ってまいりたいと思います。どうで

すか、当初の目的含めて。１枚もので町有地及び公社所有地の管理状況について。これ１つずつ検

討していきますか。自由討議の中で、この委員会の中で出た項目ですね。１つ目の行政財産につい

て。将来に向けて目的が希薄な行政財産の用途廃止による処分が必要ですよということです。目的

をきちんと見込んでいるものはいいのですけど、それ以外のものについては。挙手をして意見を述

べていただきたいと思います。暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時 ５２分 

                                             

再開 午後 ３時 ２４分 

○委員長（及川 保君） 総務常任委員会を再開いたします。それでは、最後のまとめに入りたい

と思います。１番の１つ目に課題としてあります行政財産についてで、将来に向けて目的が希薄な

行政財産の用途廃止による処分が必要ではないかということだったのですけども、ここはどういう

ふうにまとめたらよろしいでしょうか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 希薄な行政財産の用途廃止。しかし他に利用が可能できる場合には、用途

を明確にして別途活用を図るべきであると。条例が必要な場合は条例を制定しながらやっていくと

いうことで、別途活用の場合も。前例で言うと虎杖浜の教員住宅を町営住宅として活用したときに

条例化したのです。そういった形で明確にしながら別途使用していくという。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） さきの議会で目的の財産を条例化して、積極的に普通財産として運用した

例があるので、それに習い今後も積極的に行政財産を的確に用途廃止するとして、普通財産として

活用して、財源的な部分に起用させるべきだと思うのですけど。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね、皆さんは。それでは普通財産について。特定目的のな

い普通財産の計画的な売却計画が必要ではないかと。これも今回資料として出てきまして説明を受

けました。非常に売却は簡単ではないという部分は理解しましたが、そう言いながらも、厳しいと

はいいながらもやはり最大限の努力をしなさいということでよろしいですか。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 売却計画は今回の委員会で示されましたよね。売れるかどうかは別として
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も。なかなか売れることは今の経済状況を踏えると厳しいと。ただし、この売却計画をつくった以

上は定期的に検討課題に上げて見直していく必要があるだろうと。課題として上げていくという必

要があるということで。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 多分ある程度整理されているけども、売却可能用地等の台帳的なものを区

分して整理するということが、パソコンに入れてやりますと言っていたので。やる方向にあると。

我々委員会で言っているのとソフトには差があるけど、基本的なことをやると言っていました。別

なソフトが入っているというか、その辺やはりちゃんと台帳整理したほうがいいと思います。もう

１ついいですか。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 普通財産で今積極的に各地区普通財産売っているのだけど、民間業者との

ある程度整合性を持たないと、逆にお役所仕事ばかりやってしまうと、民間の土地でなくなってい

る可能性があって、経済の活性化に多少ひずみを追う可能性があるのです。議論してほしいのです

けど。 

○委員長（及川 保君） 逆に僕らは安くしてもある程度売れると思うのだけど。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そこまで踏み込まなくたって、町の財産でさえ売れないでいるわけでしょ

う。だからって値段が段々下がっていくような状態で不都合が生じたときの問題であって、今どう

なるかわからない中では、そこまで踏み込む必要がないのではないかと。 

○委員長（及川 保君） それでは３番目、土地の貸付について。この部分ではどういうふうにま

とめますか。今回資料として示されました。これを見ると非常に厳しい町の状況の中で、大型の滞

納もあると、そういったものもあるのですが、法的措置も必要だという文言を入れてもいいですね。

これは入れますね。前田委員。 

○委員（前田博之君） それと今話していた貸付地の中の老朽化施設の未納とあわせて原状復旧も

視野に入れて。 

○委員長（及川 保君） 要するに、老朽化施設を壊してということ。 

○委員（前田博之君） 今貸しているでしょう。それでいっぱい溜まっているでしょう。それで工

場がいっぱいあって、もう操業していないのです。段々朽ちていくでしょう。ただ僕が言うのは、

仮にここでいう貸付料が入ったとしても、それで終わりではない、建物の貸付金が終わってしまっ

たら、建物が残ってしまうわけでしょう。だから、その間未納も含めて、使用料も含めて徴収行く

ときは合わせて、そういうことも一緒にやりなさいということです、視野に入れて。老朽化施設の

原状復旧も視野に入れて対応することという。 

○委員長（及川 保君） それともう１つ。財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例について。

網掛けの２つ目にある部分。この部分で吉田委員何かありますか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 土地の貸付に関しては、減免等いろんな措置を町として、しているのです

けども、やはり基準になるものが公平性とか平等ということからいくと必要ではないかということ
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で、今後減免の基準、無償と有償の違いを明確にするということと、それからここに書かれている

ように、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例を補完する規則または要綱をきちんと明確に

するということで、町長の裁量でやっていくということで条例ではなっていますけども、それを補

完する明確な説明をできるような形にきちんとするべきであるということだと思うのですけども。 

○委員長（及川 保君） わかりました。今吉田委員のまとめ方でよろしいと思うのですが、条例

そのものは、その中でもよろしいですか。暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時 ３６分 

                                             

再開 午後 ３時 ４０分 

○委員長（及川 保君） 再開いたします。３番目の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

を補完する規則または要綱なのですが、先ほどの公平性、平等性の観点から、この場合はきちんと

明確化しなさいということなのですが、条例を項目ごとにきちんとした、具体的に入れて運用すべ

きだということになりますよね。そうしないとなかなか厳しいと思う、また同じようなことが起こ

る可能性があると思うのです。そういうことで提言してよろしいですか。条例をきちんと明確化す

るように補完しなさいということでまとめたいと思います。よろしいですね。それでは４番目、土

地開発公社について。ございませんか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 土地開発公社については、国の今後の考え方として、第３セクターとして

は廃止の方向でということで出ていることから、これは町の判断等によると思いますけれども、た

だ第３セクター債を使って土地を全部買うとか何とかという以前に、それは今後の課題としてこれ

から町でもちろん決めていくことだと思うのですが、それ以前に土地開発公社存続の有無にかかわ

らず、保有するすべての土地について、土地処分計画を策定するべきであると。なくなってしまう

わけですから、すべての土地をやらないとだめだと思うのです。その土地処分計画を策定するよう

にということで、この計画の中でそのほかに個別の事業用途に関する、これは目的を持っているも

のもありますよね。だからそういったことでは、個別の事業用途に関する処分方針や長期保有とな

った原因、現時点での予定されている用途なども明確にしておくと今後計画の実行がしやすいので

はないかという。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。今のまとめでよろしいですか。それでは５番目の

議決事件について。土地の売却額 2,000 万円の引き下げが必要ではないかという課題であります。

前田委員。 

○委員（前田博之君） この条例化については、50 年に１度改正しています。そのときの理由につ

ては、別紙の資料のとおり、議会のほうから決算審査報告で当時の経済情勢、町の財政規模等を緩

和して 39 年４月に制定されたものであり、現在の経済指数、財政推移においても当時と比較してか

なりの変動であり、円滑な事業を推進するにおいても、金額の改正時と考えられた市町村の実態を

調べて検討して報告をしています。それで別紙の資料の全国における地価の累積変動率等の資料を

見ても、50 年のときにはそういう指数を参考にして、その経済情勢にあった額に変更しますけども、
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この資料を見ると平成 22 年度では 50 年で改正したときより地価の変動率より下がってきていると

いうことであれば、うちの売買価格も小さくなっていますので、議会もチェック機能を果たすため

にも、あるいは町が普通財産等々の積極的な処分を図っている中で、もう少し議会も権能を発揮し

て、それは一部改正等も含めてチェックする体制が必要ではないかと。そのためにもやはり今の

2,000 万を今の自治法の施行令でいっている町村の 700 万の限度額までに近づけた改正をしたらい

かがですかと思いますけども。 

○委員長（及川 保君） ということで、前田委員の意見が出ました。これは委員会として、町側

からは今少し状況を見たいという回答があったわけでございますけども、総務常任委員会としてど

う扱うかということであります。今前田委員の話がありました。今回のこの報告の中で対応するこ

とだけでいいのかどうか。報告の中に入れますか。どうします、別途対応するか、入れて対応する

か。 

○委員（前田博之君） これはここの委員会の主体性なのですよ。どうするかということだから、

報告でどういう報告をするかわからないけども、したほうがいいのではないかと対応的な報告をす

るのか、そうではなくてすべきというところまでの方向にいくとか、時期早尚だとか、どうあるべ

きかということなのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 委員会報告に、こうしなさいというはっきりとした意見を出すので

あれば、これは委員会の総意ですから町が議案提出してこない場合は、町と議会に提出権ありまし

て、委員会で言った以上、権限のないものだったらこれはしょうがないですけど、権限のある行為

ですから、委員会が出すか議員が出すかは別にして、議会側は条例提案を出さなければならないと

いう仕組みのものだと思います。ただし、ここに賛否取る数が７ありまして、賛否取って一致しな

い限りは委員会報告に載せるべきではないと思いますし、それは賛成者が議長に提出して議員提案

すべきだと思います。ですからいずれにしても、もうちょっと議論してもらって、全会一致であれ

ば、盛り込んで町が対応しなければ、委員会でもう一回改めて所管で組み入れて提案するかという

ことになろうかと思います。 

○委員長（及川 保君） それでは、この最後の案件でありましけども、５番の議決事件について

の部分を、この委員会報告の中に。前田委員。 

○委員（前田博之君） これは今議論しているから、皆さんにそれぞれ意見を聞いたほうがいいの

ではないですか。結論ではなくて、議論の今の流れの中でどう理解をしているのかどうかというこ

とを、あくまでもここでやるべきですから、今局長言ったように会派云々ではないですから、あく

までも所管事務の委員としてどうかということで、もっともっとやはり理解を深めて議論をしてい

く必要があると思う。これはやはり過去にもそうかもわからないけど、１つの行動に出るステップ

踏んでいけるかどうかという大事なところ。 

○委員長（及川 保君） 皆さん、今までお話ありましたけども、皆さんのこの部分についての取

り扱い。どうするべきかということも含めて伺いたいなというふうに思います。前田委員。 
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○委員（前田博之君） 今、局長のほうからお話があって、流れがわかったと思いますけど、その

ときに別に総務文教常任委員会条例提案に関してということで、今局長がお話されたことを整理さ

れて書いていますので、それを流れ読んでいただければ、大体取り扱いはわかると思いますので。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ６月１日に出している資料あると思いますけど。 

○委員長（及川 保君） これをご覧になれば状況わかると思いますので、他市町村の。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、前田委員から提案あったあれで、皆さん意見ということで聞いてお

られますけども、この辺の 2,000 万円の引き下げが必要ということで、39 年から 50 年に変えてい

ますよね。そのときの社会情勢は売却する額ではなく、購入する額も含むのでしょう。取得のほう

は関係ないのですか。今言っているのは。売却額、取得も同じですね。そういう中では 39 年当時を

思い起こしてみると、町有地を売却するとか何とかという話にはまったくなくて、全部買うほうの。

そういう中での経済的な状況変化というのはあるけど、今の場合だと逆に買うなんていうことでは

なく全部売却する額の 2,000 万円だから。やはり同じ 2,000 万円でもえらい意味違うから。だけど

これだけのものを処分するのだから、当然ある程度は少ない例見ると 700 万から 3,000 万あるのだ

けど、やはりその辺を今後十分考慮した上で、このままではいいと思わないし、十分議論してまと

めていったほうがいいのかなと。何か同じ 2,000 万でも全然その辺の状況。今は売らなければだめ

だというときの。それをどこまで議決に持っていけるかということ。それは十分考えてやったほう

がいいのかなと。 

○委員長（及川 保君） どうですか、今議長のほうからもありましたが、売る部分も議論になっ

ているのですが、買うほうもということなのですけども。買うほうも含めたとしても、市町村もこ

の時代に応じていろいろ手を尽くしているようなのです。とすればその部分も十分考慮して対応し

たいなというふうに考えます。暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時 ５４分 

                                             

再開 午後 ３時 ５６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。それでは、この５番の部分に

つきましては、９日に総務文教常任委員会の、広報常任委員会の懇談会が午前中 10 時からございま

す。それで、午後から改めてこの件も含めて、前回の調査も実はまとめをやっておりませんので、

それも含めて実施をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。先般やったまとめもやります。あ

れもやっていないのです。よろしくお願いします。９日の 13 時から実施したいなと思いますがよろ

しいでしょうか。昼食とります。委員長の都合で申し訳ありません。 

○事務局長（上坊寺博之君） 確認ですけど、今口頭で示されましたので、内部処理はしますけど、

通知は出しませんのでメモしてください。 

○委員長（及川 保君） そういうことで皆さんお忘れのないようにお願いしたいと思います。 
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◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議をこれで終了したいと思います。ご苦労さまでし

た。 

                                （午後 ３時 ５８分） 


