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平成２３年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２３年 １月２４日（月曜日） 

   開  会  午後 １時００分 

   閉  会  午後 ３時２８分 

                                        

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．町有財産の取得又は処分のあり方について（会計課） 

                                        

○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（なし） 

                                        

○説明のため出席した者の職氏名 

総務財政部長    山 口 和 雄 君    会 計 課 長    岩 崎   勉 君 

会 計 課 主 査    上 村 幹 康 君    臨 時 職 員    中 川 俊 雄 君 

                                        

○職務のため出席した事務局職員 

事務局参事     千 石 講 平 君 

事務局主幹    熊 倉 博 幸 君  



 2

                                        

◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） こんにちは、午前中本会議でありました。本日朝から、総務文教常任委

員会を開催の予定でありましたが、日程等に変更がありまして 13 時からというご案内を皆さんに申

し上げていたのですが、行きわたらなかった点があったかと思います。 

それでは、総務文教常任委員会を開催します。 

（午後 １時００分） 

                                        

○委員長（及川 保君） 本日の案件は、先般の常任委員会の中で町有財産の処分又は取得のあり

方について、再度、昨年報告しているのですが、その結果、現在どのような状況になっているかも

含めて、町側の考え方をお伺いしようと。もう１点は大きな案件なのでありますが、この土地の売

却の 2,000 万円というこの部分、これを委員長報告の中でも、時代に即した額に改めてくださいと

いう報告もされておりますので、その部分についても、きょう町側の考えも含めてお聞きしたいと

思います。これを議論していきたいという考え方でございますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 暫時休憩を致します。 

休  憩（午後 １時０１分） 

                                            

再  開（午後 １時０３分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開したいと思います。 

 これは、昨年９月の会議の中で委員長報告しているわけですが、この報告書の経過、期間的には

その後、数カ月たっているだけのことなのですが、そのあとの状況がどのようになっているかも含

めて、町側の考えをお聞きしたいと思います。 

それでは、１つ目の部分です。 

活用目的が希薄な行政財産については、積極的に用途廃止をして、処分をすべきである。 

この部分１つずつやるよりも、今１つ目の部分はどうですか。はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） それでは、１つ目のことについてお答えいたします。一応、活用利用

が希薄な行政財産については、積極的に用途廃止をして、処分すべきであるという形でございます。

それにつきましては、以前にも説明しております。その中でいけば、行政財産として現課が管理し

ている土地につきましては、利用目的があるという形で、今のところ行政財産になっております。

利用目的がなくなった場合につきましては、現課のほうから管理上、そこの部分は管理したくない

という部分もありまして、普通財産に移管したいという形で上がってきております。その中で、普

通財産になった段階で、うちのほうではある程度使用目的がないものにつきましては、要望があれ

ば売却の方向ということで考えております。 

 ただ、今のところは普通財産になったとしても、売却の要望がないというのが今の現状でござい
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ます。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。状況は大きく変化しているわけではなくて、今ま

での考え方のとおりで進めたいと。ただ、積極的に用途廃止してというのは、十分考慮して進める

と。こういう考え方でありますので、委員の皆さんいかがですか。はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、説明ありましたが、売却するという意識はありますと言っていますが、

それに対する売却する方法。今、末広とか宅地分譲のところはかなり広報に出て、「売ります。」と

なっていますが、仮に保育所の土地、これ竹浦なども言っているかもしれませんが、社台も合わせ

て、今まで、普通財産で売りますということを町民に周知したことがないから、積極的に売ると言

っても、町民はわからないと思うのですが、その辺の流れはどのように整理されていますか。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長 

○会計課長（岩崎 勉君） そのご指摘はあると思います。それにつきましては、今内部のほうで

話しまして、普通財産というのは数があるものですから、その中で売れるものにつきましては、何

とか情報を流すような形は考えていきたいと思っております。 

 ただ、その中で、宅地として売れるところであれば、ある程度住宅地として、ここはいいなとい

う形で判断できるのですが、普通の宅地でないところをそのような形で、どこを売っていけばいい

のかという判断が、今のところ判断をするのが難しいところでありますので、その辺について検討

していきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 質問というよりも、特定な地域、保育所跡地などありますね。やはり場所

的なことを考えると、普通財産にして売却するということも必要なのかもしれませんが、社台は小

学校のすぐ横ですし、竹浦もコミセンとかにつながりますので、やはり今後の用地の将来的な使い

方もきちんと検討して、ほかに建物が建って困る場合もあると思うのです。売却の方法も検討する

とおっしゃっていましたが、やはり全部の、今後の公共施設とのつながりと場所的なものを考えて、

違った形の行政財産として使っていくということも、反対に必要になってくるのではないか。残し

ておくということも必要なのではないかと思うのですが、その辺の考え方も持ったほうがいいので

はないかと思うのです。どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長 

○会計課長（岩崎 勉君） その辺は、言われることもわかりますので、一応、売り払い予定地と

して入る前に、現課というか各課のほうに利用目的はないか、その辺問い合わせをして、ないとい

うことで報告があった部分について、売れるところを少しずつ公開していきたいと考えています。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。それでは、次に進みます。 

２つ目は、特定目的のない普通財産については、計画的な売却計画が必要である。 

このことについてはどうでしょうか。岩崎会計課長。 
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○会計課長（岩崎 勉君） 前回も、これも説明しているのですが、売れるものについてある程度

ピックアップはしております。それについて、今どういう形で売るかということを、前回の委員会

でもご提示したのですが、その部分についてどのような形で売るかということを検討している段階

でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、このことについて特にございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、３点目です。 

貸し付けている町有地の計画的な処分が必要である。 

これも前回確認しておりますが、再度説明を受けたいと思います。岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） これも、前回と同じなのですが、今は年度当初とかに貸付地について

は、長い間借りていらっしゃる方については、買収してもらえないかという形でお願いしておりま

す。その中で、借りているほうはお金がかからないとか、そのようなことがあるものすから、そこ

を何とか、今は少しずつでもいいので買ってもらえないかという交渉はしております。 

○委員長（及川 保君） このことについて、各委員の皆さんはどうですか。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） ２と３もそうなのですが、今担当課長が説明しているのはわかるのですが、

委員会で現実にやったのは５月、８月なのです。それから、何か俎上についたものは具体的にある

のですか。庁内でプロジェクトをこのようにやったとか。土地開発公社だって出てくるわけですよ

ね。ことばでそう言っているのだけれども、申し訳ないのだけれども、何かきっかけができている

のかどうかの答弁がほしいのです。 

 ただ、今言っているのは、前とまるっきり同じで、ただ書類なぞっているだけの話であって、本

当に行動された部分があるのかどうか、それが聞きたいのです。 

 せっかく所管事務調査をやっていて、そこの指摘を受けて、本当にどこまで進んでいるのかとい

うことが、それでなければ何も進まないのです。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） おっしゃるとおりです。ただ、うちとしても今やっているのは、２番

につきましては売れるところについて、お金もかかるところもありますので、その辺の検討はして

いるところでございます。それにつきましては、内部のプロジェクトとかそのようなものはまだ立

ててはおりません。立てない中で、今のところやっていきたいと考えています。 

 ３番目の貸し付けの計画的な処分が必要ではないかという形なのですが、これも、言ったとおり

相手方がある話でございまして、それを計画的にやっていくというのは少し難しいと考えています。

ただ、やはり、これは永年借りていらっしゃるところにつきましては、もう買っていただけないか

という形で、その辺は交渉はやっておりますので、その辺でご理解願えないかと思っております。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 個人、法人に貸し付けているということで、先ほどお話しがありましたよ

うに、土地を購入すると固定資産税もかかりますし、借地料を払っているほうが 30 年 40 年かかっ
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ても、買うよりは安いのではないかと。 

 ただ、私たちにすると、土地が売れるだけでお金が入るだけではなくて、固定資産税も入ってく

るという考えにはどうしてもなります。そういったことも考えると、個人の財産はどうかわからな

いけれども、法人等は、それで商売をして仕事をしているということであれば、収入的なもの、貸

借対照表ではないけれど、そういうものを見ると財政状況がわかるのではないかと思うのです。そ

ういったことを具体的に持ちながら、こういう時代だからもちろん土地を売るというのは大変な仕

事であることはわかるのですが、そういった中で工夫をして本当に一つずつそういうものに変えて

いかなければ、町自体が行き詰まってきているということがあると思うのです。 

 きょうもテレビで話していましたが、財政で値上げをすることは一番、税金を上げるとか、消費

税を上げるとかいうのが一番簡単な議論であって、いかに収入を得るような形を、国ももちろんそ

うなのですが、自治体もそういったことに取り組まなければならないときが来ていると。それを受

ける側の、個人だとか企業も、もちろん厳しいときですので、そういった財産を調べるわけではな

いですが、本当にその辺の相談体制、収支をしっかり見ながら、相談体制を個々にしっかり持って

いくということもされていると思いますが、さらにそういう思いでいるのですが。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 言われることは充分にわかります。一応、今後の中でもう少し検討し

て、進展した報告をできるようにしていきたいと思いますのでご理解をお願いします。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話の中で、計画的な処分はかなり難しいという話ではあるのですが、

やはり貸し付けている以上、こちらにも収入もあるわけだから、貸し付けているのはそれはそれで

いいのです。ただ、今貸している部分についてどうかという話を全部、話済みなのか。全部話をし

ているのだけれども行き詰まっているのか。それとも、まだ目ぼしいところだけあたっているのだ

けれども、あとは投げてあるのか。そのあたりはどのようになりますか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 今のところの状況でいくと、全部あたっているという話ではないです。

やはり目ぼしいところからということで、その中でやっております。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 土地の事情というのがよくわからないけれども、計画的なということは、

貸し付けている土地はどのような土地で、借りている人たちがどういう人で、そういう関係の中で、

全部あたって財産管理はしていますと。このようにならなければだめだと思うのです。そういう意

味での計画的という意味だと思うのです。 

 計画的に次々に売らなければならないということではなくて、本当に売れるのかどうなのか、そ

ういうことも一つ一つあたって、捨ててある土地はないと、こういうことが大事なのではないかと

いう気がするのですが、そうなっていればそれでいいのだけれども、今、まだ全部あたっているわ

けではないというので、話になっていないところもあるということですね。 
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○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） その中で、借りるための目的というのが申請書などで上がってきます。

その中で建物関係とか、そういうものが建っているところについては今お願いしているという形で

ございます。そういう中で、やはり住宅を建てて長い間借りている方でも、まだ地代で何とかさせ

てくれとか、そういうこともございますので、それを何とか、年割にしてでも買ってもらうような

形とか、そういうようなことを考えてやってはいるところでございます。 

 ただ、言われたとおり全部にあたってはおりません。それはやはり、今後、言われたとおりあた

っていないところについてもこれからやっていきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 課長が一生懸命やっているのはわかっているのだけれども、これ委員会で

やっている話なので、やはり委員会としてどうあるべきかということを整理していかなければだめ

だと思うので、ただ、報告しっぱなしでは議会はだめだと私は思っていますから。 

 ７月 30 日に土地建物貸し付け収入の徴税一覧表をもらっているのです。そのとき、私言っている

はずなのですが、貸付先大きな木材会社ですが、このときに課長も廃屋の処理だとか、原型の復旧

をして事前に、そのような対処をしなければいけませんよと言っていて、金額はかなりの額ですが、

その後実際に、これは集中的にやらなければいけないと言っていましたが、本当に担当課も、かか

わる課も含めて、一歩進みましたか。何回も行って何かやりましたか。その辺の経過教えてほしい

のです。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） そこにつきましては、何回か行ったり、来てもらって、どのようにな

っているのだという話はしております。その中で、やはり、これは土地を返してくれないかという

話もしております。 

 そうすると、今のままで返してもいいのであれば、使っていないところについては返すことは可

能だと。ただ、それは建物が建ったままなのです。そうなるとうちも原型復旧というのが一つの決

まりですから、そこになるとどうするかなということを今考えております。 

 そこで、税務課とも話しているのが、競売にかかる話も出てきておりまして、その辺も状況を見

ているという形でございます。内部では、ここまでくれば貸して借地料が積み上げになるよりは、

ものがあってもそこで貸すのをやめたほうがいいのではないかということを検討しているところで

す。そうすれば大分借地料が下がってきて、残っている滞納部分については返すのが難しいかもし

れなしのですが、現状のような借地料が雪だるま式に上がってくるということはなくなるのかと考

えております。 

 財政状況なども聞いているのですが、まだそこは大がかりに滞納分を払っていけるような状態で

はないという形で説明を受けております。反対に借地料をまけてくれということの話がきている形

です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 
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○委員（前田博之君） 借地料をもらう、もらわないということも、ここまでくれば別だけれども、

将来的にあの土地を原状復帰の形で整理してもらうということが一番大事だと思うのです。今のよ

うな形で残ってもらっても、今度は町が税金を出して廃屋を整理しなければならないでしょう。だ

からもう少しその辺の法的な手段も含めて、早急にきちんとした整理をしないと、競売にかかるく

らいになっているのだから、そういう部分でいけば全部こちらにきてしまうから、悠長なことは言

っていられないと思うのです。その辺はどうですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） そこで、これにつきましては普通財産という形なものですから、法律

的な対処は難しいところがあります。行政財産であれば差し押さえとか、そのような形はできるの

ですが、普通財産につきましては差し押さえとかそのような手続きも取れないものですから、今の

状況は、先ほど言ったように話し合いでやっていくしかないというふうなところが今の状況でござ

います。 

 行政財産は、貸さないというよりは使わない部分を目的外で貸すことはしています。それは言っ

たとおり、税金と同じように差し押さえとか適用できるのですが、普通財産になると借地借家法に

なるものですから、そうなると差し押さえとかの手続きはとれないという形でおります。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） この常任委員会として、前回こういう形で委員会報告をして、特に２番

３番の処分の関係なのだけれども、やはり、客観的に今の情勢を考えると、ここ１、２年というか、

これから先が見えないのだけれど、今土地神話が崩れて、民間でも土地を売ると言ってもほとんど

売れないのです。ましてや町有財産である普通財産、これも町で売るとなると非常に大きな民間に

対する影響もあるし、それで、もともと委員会としては売るべきだと言ったのだけれども、いくら

ならば売ってもいいということは言っていないのです。 

 行政の方、非常にその辺悩むと思うのですが、実際に売る計画は財政的、いろいろな面から立て

ていると思います。議会でも議論になって、そのようなものは極力売るのだと言っても、果たして

どれだけの形で、売るのを目的とするのか、財政的にある程度貢献するように売るとなれば、値段

を考えないで売るのなら売れるかもしれないけれど、民間を圧迫する部分もあるし、今、例えば、

固定資産税の評価額だったり何だったり、その値段で売る気になったら、どこへ持って行ってもそ

のような話、民間では通用しないわけです。役場でもそうだと思うのですが、そのような中で、基

本的に今売るという努力をしている中で、どういう形で売ろうという。根本的に安くても売るとい

う形でいるのか、ある一定の金額で売りたいというのか、その辺の基本的な考え方というのは固ま

っているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 買収についての価格等の基本的な考え方というのは、今の段階でいけ

ば、不動産評価というのですか、不動産鑑定まではかけないのですが、うちである程度評価した中

で、その土地の価格を決めまして、その中で売っていくということを主にしております。 
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ただ、前回の議会でもあったのですが、ある程度金額を下げてなるべく土地を売る方向で考えて

はどうかという話もあります。町長自体も少しでも売る方向で考えたいという答弁もされておりま

すので、その辺は、評価ではじいたよりは下げた中で売っていきたいというふうには考えておりま

す。ただ、そこが何割というふうには決めておりません。 

 うちの考え方としては、１回広告とかして、このような場所があるからほしい方は入札に参加し

てくださいとか。そういう形の中で動いていって、それが誰もいなければ、今度先着の方の値段の

希望を聞きながら単価を調整していきたいというふうなことも、今内部で考えております。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） そうした中で、例えば、当然担当のほうでは民間でどのレベルで売買さ

れているかというのは充分わかっているのですけれども、土地の鑑定評価、実際に売買されている

民地の場合は大分開きがあるのではないですか。開きないですか。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 話の中では、鑑定価格、評価額を決める段階で、その付近の土地の価

格、売買実例などを参考にした中で評価額を決めていきますので、その中でいけば評価額からいく

ら下がるという形ではないと思います。それも今の現状の土地の価格というような形になっており

ます。売る場合にそこからいくら下げるとかというのを検討している段階でございます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、何かありましたか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今言った、貸付している大きな案件の部分、これはいつごろまでに方向性

というか、そういうことを出して具体的に町側が行動を起こすのかということまで議論されて、あ

る程度めどをつけておかないと、だらだら行ってしまうと思うのです。その辺は内部でどこまで詰

められているのか。議会に対しても説得できるだけの方向性がまとまっているのかどうか、その辺

現状の中でどうなっているのか報告してください。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 時期的なことはまだ煮詰めてはおりません。ただ、先ほども言ったと

おり所有者というか、使っている方との話しで、今本当に、使っていない部分があるとか、借りて

いる借地料が払えなくなってきているというのであれば、この辺は議会のほうとも相談しなければ

ならないと思うのですが、原状で土地の借地をやめるという形も考えたほうがいいのかとも思って

います。 

 先ほど、前田委員が言われたのですが、税金で建物を取り壊しするのは問題あるという話もあっ

たのですが、ただこのまま貸していても、何回も言うのですが、滞納分が多くなるだけなのです。

だからその辺をうちのほうでは内部で、滞納が多くなるよりは、現状渡しで借地をやめるという方

向も検討させていただいているところでございます。 

 申し訳ないのですが、時期的なことはまだ決まってはおりません。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の部分は、多分、十分に議論したほうがいいと思います。ただ、私個人
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は、借地料がたまっていくけれども、払える見込みはないのだから、その時点でどのような選択を

するかということが、もし必要であれば十分議論したほうがいいと。今言った部分でいけばかなり

問題点、課題が残ると思います。借地料だけ、これ以上抑えるために使用料をもらわないで、上物

残して戻してもらうという話にあるのかどうか。それ以上の話はしませんけれども、それだけは懸

念します。あとで方向性が見えたら委員会でも協議したほうがいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 先ほどの話と矛盾していませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 僕は、どうするかという現状についてのことを聞いていますから。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） それにつきましては、まだ内部の話なものですから、これを行動に移

すとか、その辺になったら、まずは理事者とも相談して、議会とも相談した中でやっていきたいと

思います。ただ、言ったとおり金額とか面積が大きいものですから、それなりに時期は決めていな

いのですが、早々に結論を出していきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） 部長何かありませんか。山口部長 

○総務財政部長（山口和雄君） 直接担当しておりませんから。前回お話ししたときに、使用目的

にかなっていない貸出をしている形になっているわけです。当然そうなると、使用にかなっていな

いわけですから、「土地を戻してください。」と、使っていないわけだから戻してくださいと。とこ

ろが、現実には建物が立っていますと。建物を壊して返してくださいという話になるわけです。と

ころが、建物を解体する費用がないと。法的にその辺をどうやってクリアしていくのですかという

ところ、これが最大の検討課題になってくるのです。 

 当然、そうなるとその費用を捻出するためにどうなるのかという話と、それから、では実際問題

で費用がないから解体できず現物が残ります。そのときに、よく廃屋の話が出ていると思うのです

が、廃屋の解体の仕方どうするのだというのが全町的に、例えば国道の横に、虎杖浜ですと以前う

なぎをやっていたところが残っているとか、そういうことからすると総体的に考えていかなければ

ならない。その辺も考えながらめどを立てて行かなければと。実際的には整理できたとしても、現

実としては処理が難しいというのが残りますので、あとあとのことを考えながら整理していく必要

があるかなと。 

 ですから、一概に土地は使用目的にかなっていないから返してください。建物壊して戻してくだ

さい。それだってなかなか簡単ではない。ただ、使用目的にかなっていないものを貸し続けるとな

ると、今度、使用料が滞納でどんどんたまっていくよと。これまた矛盾なのです。そして、将来的

には解体費用が出てくるのかという話になったときに、それも営業行為をやっていないわけですか

ら、その費用さえ生まないと、こういう問題出てくるわけです。そういうところを検討要する時間

が少し必要かなというふうに思います。 

 ただ、法的にどういう手段で訴えていくかというのは最終的に残るかなというふうには思います。

法的に訴えても取れないという問題が出てきたときにどうするか。建物を解体して更地に戻すまで

に、そこは手順を踏みながら相当の段階を踏まなければいけないのかなという見方でおります。い
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ずれにしてもそこは課長が言ったとおり、今検討しておりますので、少し時間がかかるのかなとい

うふうには見ているところです。実際問題の平地までするとすれば相当かかるのかなと見ています。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、部長が話されたそれが現実的だと思うのです。現実に営業していない

のですね。営業していないのになぜ貸すのか。もう少し具体的に。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 一応、工場倉庫が４棟くらいあるのですが、その中で１棟の一部で営

業しているという形です。聞いた中では従業員が２人くらいいまして、その中で札幌のほうへ部材

をつくって送っているという形です。倉庫の１棟の一部を使っていると、残りについては使ってい

ないという段階です。住宅というか、社宅もあるのですが、社宅も１棟くらい住んでいる中で、残

り６棟くらいあるのですが、それについては使っていないという状況があります。 

○委員長（及川 保君） 議会としての提言があれば、こうすればいいのではないかということも

含めて。前田委員。 

○委員（前田博之君） 法的な部分というのもあるし、今後のことは別にして、現実の問題とした

ら、今説明しているけれども敷地については、毎年、建物土地の貸し付けはしている形にしている

のですか。納付書送っているのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） おっしゃるとおりで、一応、最初言ったとおり原状復旧というか、壊

して借地の返還というのがありますので、今はものがあるもので貸付しているという形で、納付書

等は送っております。一応、金額的にいけば、若干ですが毎月、使用料的に払っていただいている

という形でございます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 貸している部分で使用目的にかなっていない部分があると言いましたね。

それも貸しているのですか。 

○委員長（及川 保君） 山口部長 

○総務財政部長（山口和雄君） ですから、先ほど言ったとおりその辺全部整理しなければならな

いのです。当然のことながら、使っていない部分の建物の建っている部分については更地にして原

状復帰というのは基本な形ですから、そういうもの含めて法的に整理していくとなると。やはり、

多少時間がかかってくるのかなと。本当に解体費用を事業者がもっていて、その部分一気に行くと

いうのであれば、それは簡単に現状的にはできるのですが、そういう問題が生じてきますので、な

かなか現実からすると一概にはいかないところがあるというところです。 

 いずれにしても、そこは法的にも整理するところはしていかなければ、最終的には問題解決には

なりませんから、そういうところを含めた検討をするとこういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 変な考え方かもしれないけれど、町は貸してあげますと。このまま貸して
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いても使用料はもらえないから、累積していくというのですね。だけれども、町が返してもらった

ら、町にその建物の、廃屋になったらその責任はくるわけですね。それならば、使用料がたまって

も相手のほうにおいておいたほうが、町は責任を持たなくてもいいのではないですか。違いますか。 

○委員長（及川 保君） 内容を説明してください。山口部長 

○総務財政部長（山口和雄君） ですから、土地を貸し付けるためには貸し付ける目的があって、

借り受け側からすると借り受ける目的があって、それが達成されていないわけですから、当然、使

用は許可できない形になります。そうすると、そのときの条件は原状復帰をさせてくださいという

話になるわけなのです。ですから、そこで吉田委員が言われたのは、今まで町が、それならなかな

か難しいからと貸していたと。こういう話になるわけです。 

 ところが、方やこちらのほうから見ると、使用目的にかなっていないわけですから、当然そこは

原状復帰してください。戻してくださいと言うのが基本的な形になると思うのです。ただ、事業者

原状復帰して戻すにも、解体費用がかかりますので、その部分がないよというところで、そのまま

貸し出しをしていると。こういう話なのです。貸し出したお金が毎月潤沢に入ってくればいいので

すが、そこもやはり事業者の負担が、そこまでいかないということでそのような問題がダブルで発

生していると。ですから、そこの問題を法的なものも含めて、きちんと整理をしていかないと将来

的な解決にはならないと。こういう話をしておりまして、そこのところは法律的にも難しい問題が

あるのかというふうになりますので、そこは最終的に更地にもっていって法律にかなった状況にす

るまでには、多少の時間がかかってくるのではないのかと、このような状況です。 

 ですから、貸した使用料がそのまま解体費用がないから、原状にはしようがないけれども、使用

料が払っていきますよというのであれば、ではどのくらいになりますかという、１つの交渉条件に

はなってきますよね。ところがそれも滞納がち、一部は払っているのだけれども、大部分が払って

いない。そうすると毎年蓄積になっていって滞納だけが貯まるとなったときには、その整理もなか

なか難しい状況にありますので、そういったことを整理していくと、原状復帰をお願いしたほうが

いいのではないかという担当課の今のところ、問題を整理していくとそうなると。 

 ただ、法的には原状復帰までにそのような解体費用もないものですから、そういった整理もある

と。１つに、先ほど言った廃屋の話をしていましたが、これ建築法だとか、それからやっていると

ころでは景観条例をつくって、そういった問題でやっているところもあるのです。それは全町全部

ではないのです。景観だとかは観光地であって、観光目的で人が通るから美観が悪い。観光地とし

て目的が達成されないのでその分はどうするだとか。逆に町側がやったときに、使用者にずっと請

求し続けるだとか、そういう問題があるのです。ですから、そういうことを整理しないとなかなか

一概には難しいところがあるのかというふうには思っています。 

 ですので、そういう観点からいろいろ、建築法だとか、景観、今話題になっているところについ

ては、景観だとかというものはかかりませんので、メイン通りから引っ込んでいるという形にもな

りますので、そういったことがいろいろ考えていくと一概にいかないところで難しいところがある

ということです。それは法的に整理したとしても原状復帰まではなかなか難しい課題が残っていく
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のではないかというふうには見ています。 

 ただ、進行状況、機会があればここまで行って、なかなか法的整理はやったのだけれども原状的

には難しいだとか、それは進行的なお話は議会にしていくべきものかと思っております。 

相当難しい案件であることには変わりないのかというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 齊藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 先ほど、差し押さえなどは普通財産なのでできないという話をしましたね。

これは差し押さえたくても差し押さえるものがないからできないのか。法的にできないということ

になっているのか。どちらなのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 法的にできないという形です。  

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。今の話から戻るのですが、先ほど部長が言われた景観のこと

に関して、実際に虎杖浜に廃屋がありますね、例えば、廃屋を持ち主が解体できなくて崩れた場合、

そういうときの処理とかというのは、行政としてやるのではなくてあくまでも個人ですか。 

○委員長（及川 保君） 難しい。この趣旨とは違いますので、たまたま部長は、土地の部分につ

いて進めるにあたっては、そういったこともあると。例え話として出しただけであって。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 例えば、この借地料が相当な金額になっているのですが、年次計画で払

っていくというのは、全部できない状況なのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 今回につきましては、年次計画という形にもいかないです。言ったと

おり、その年に貸している部分についてもまるまる払えない状態。３分の１も払えない状態という

形なものですから、本当にたまっているものを年次計画で、今までいろいろな方に交渉して、何年

間かかけて滞納をなくしていくということはやっていたのですが、この部分については大変難しい

のではないかと考えています。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） 委員会としては、今部長から話があったけれども、法的な手段も含めて早

急に対策を考えて示してほしいということでないと、今の話を聞くと無期限でだめみたいな話なの

で、そうではなくて、ある程度大きな問題だし、細かいことについて僕は言いませんが、いろいろ

手法があると思いますが、そういう部分について具体的に方向性を出すような形でしなければ、担

当者がかわっていくと、またまた延びていくと思いますので、最後はあのままになってしまう可能

性があるので、是非。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 一応、これについては何とか整理したいというのが現課のほうの考え

方なので、その辺は積極的にやっていきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。委員会としてもそのような、早急に進めなさいという
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ようなまとめになるかと思います。よろしくお願いします。この部分でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、４－１に進みたいと思います。 

 財産の交換や譲渡、無償貸し付けの減免基準（無償、有償）を設けるべきである。 

 年度内に現課の中で検討を行いたいということであったのですが、状況はどのようになっている

かお伺いしたいと思います。岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） ４－１と４－２と、大体同じことなので一緒に答弁させていただきま

す。一応、今、年度内に決めたいという形で１回ご回答したのですが、年度内で検討しております。

その中では、今、町有地につきましては、普通財産につきましては、有償と無償という形で貸付し

ております。今考えているのは、無償にする部分を決めているという段階です。無償でいきますと、

公共的団体ですとか、そういうものがどういうところまで当てはまるかという形の中で、今検討し

ております。これについてある程度煮詰まりましたら議会のほうに報告したいという形で考えてお

ります。 

 ４－２につきましても、今検討しております。これ、規則とか要綱とかという話があるのですが、

そこまでやるかどうかということを検討している段階です。この中で、言ってしまえば、借地期限

というのを決めていっている方向にあります。それで、建物でいけば何十年とか、そういう借地期

間を決めた中で貸付していくということも検討させていただいているという形でございます。 

 これもある程度決まった段階で、ご説明させていただきたいと考えています。 

○委員長（及川 保君） 今進めているという答弁であります。その中で、何かご意見はありませ

んか。よろしいですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 確認なのですが、有償と無償の部分での基準をきちんと設けるべきである

ということでは、無償の部分をどういう形が当てはまるのかということを決めるということは、今

有償で貸し付けているところの条件をしっかり見ながら、その無償のところはどういう形がいいの

かを見るということですね。今、有償で貸し付けているのを１つの条件にしていかなければならな

いですね。有償も同時に見直して、あっているかどうかということをやるのではなくて、無償のほ

うをどうやっていくかということは、現行の有償で貸しているところの条件がありますね、それに

したがっていく可能性が多いということですね。 

 無償はこのようにしますよ。でも、有償はそのまま継続しますよ、ではないですね。両方やはり

基準的に、平等になるというか、そういう形にしていくのですね。そうなると有償でやるところに

合わせていくのかと思ったのです。ただ、両方見て行かないと、有償も今までの基準でいいのかど

うなのかということも、無償のところを見直すときに、見直す必要はないのかどうなのかと思って

聞いていたのですが。 

○委員長（及川 保君） 言っている意味はわかりますか。はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 今は、有償と無償で減額というのは考えていないのです。その中で無

償にできるものはどこまでの範囲かと。そういう考え方で今いっています。無償の範囲を決めて、
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その範囲から外に出るものを有償にすると。そういう形で検討しているということだったのです。

言ってみれば、公共的だとか、漠然と条例でなっているものですから、公共的団体とはこのような

ものだと決めている段階段でございます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） それでは、施設の使用料・利用料のときに枠をつけて、ここから外れるも

のはというふうにきちんとしました。ああいう形でやっていくということなのかと思うのが１点と。

私が言っている意味が伝わらなかったのかもしれませんが、現在、無償の枠から外れるところを有

償にしていくと言いましたが、有償にする条件というのは、今有償で貸し付けているところの条件

にならっていくのか。それともこのような機会に、有償のほうで貸し付けている部分は見直す必要

がないのかどうなのか、その辺はどうなのでしょうかということなのです。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 前段は、そのような形で、有償の部分はこうです。無償の部分はこう

ですという形で決めたいと考えています。有償の部分について、検討するのかという話ですが、う

ちとしては、有償の部分というのは有償という考え方をして、無償がどこまでできるかというのを

決めたいという考え方をしています。 

私も、説明が難しいのですが、有償の中でも無償の団体に入るところがあれば、それは無償にす

るということで考えていきたいというふうに考えています。 

ただ、一つは、本来的には町のほうから無償にしますという話ではないと思うのです。借りる団

体とか個人が、このような理由だから無償にしてほしいという形で上がってきた段階で、うちのほ

うは審査して有償無償を決めていきたいという形で、無償の項目をはっきり決めておきたいという

ことで考えています。 

○委員長（及川 保君） 山口部長、何かありますか。補足ありますか。山口部長 

○総務財政部長（山口和雄君） 私、正確に聞いていないので申し訳ないのですが、多分このよう

なことだろうと思います。いわゆる無償に該当する団体、具体をいうと学校法人だとか、社会福祉

法人については、例えばの話ですが、その目的をもって使っている分については無償です。このよ

うな検討の仕方です。 

 学校法人だろうと、社会福祉法人だろうと、違う目的で借りている部分、これは有料ですと、こ

ういうものをやっていきましょう。たまたま、学校法人が目的にかなって、有料になったとすれば、

それはその枠の中で無償というように整理するので、そこは将来的には無償という整理の仕方をし

ていきましょうということです。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私、これを聞くのが無理なのか。こういうことなのです。有償になるか無

償になるか、ラインをきちんと決めて見直すと。無償からはみ出すところは有償にすると。有償で

今まで、もしかしたら 100 平米５万円で貸していますと。これは例ですが、そういった条件で貸し

ているところがあります。その有償で貸し出しているところ、今回見直しをするから、有償のとこ
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ろも現下の料金体制にあっているかどうかという見直しはしなくていいのでしょうかと聞いたので

す。そのような意味です。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 確認しますけれども、有償で借りているところがある程度決まった段

階で、これが有償か無償かを確認するのですかという意味ですか。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 有償ということはお金を取るということですね。お金を取るということは

基準があると思うのです。このことで、財産の交換とか譲渡が無償貸出のときは、無償にするとき

はもう１度条件を見直しますという話だったので、有償の部分については見直しをしないのですか

という意味は、単価が現状にあっているのかどうなのか、それは関係ないのか。今有償でやってい

るのは、そのときどきの時価に合わせてやっているから、それは見直しをしなくてよいということ

なのか。その辺をお伺いしたかったのです。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 一応、貸付料につきましては、大体３年契約になります。そのときの

路線価に 10 分の６を掛けるというのが決まっていますので、そこで見直しということではないので

す。 

 やはり、契約したときにその路線価を調べて金額を決めるという形になります。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 勘違いして聞いているところがありました。無償にするときに条件をきち

んと明確にするということで、単価までではないということだったのですね。済みませんその辺ま

で考えが行ってしまったのですから、分かりました。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩を致します。 

休  憩（午後 ２時０１分） 

                                        

再  開（午後 ２時１３分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。この４番、１、２ありますが、

斎藤委員どうぞ。 

○委員（齊藤征信君） 年度内に検討を行うというふうになっていますね、年度内と言ったらあと

２月しかないのだけれど、いろいろ話を聞いていたら借りている人とにやり取りだとか何かがいろ

いろ出てくるのでしょうから、２月くらいでできるのかどうなのか。年度内に基準を成案するので

すか。それても検討だけはしておきますということなのか、そのあたりはそのような対策ですか。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 一応、前回には年度内に何とかしたいということでお答えしたのです

が、今やっているものを考えると、年度内に規則とかを決めていくというところまではいかないの

ではないかと考えています。何とか、早めに設定していきたいと。その前に、煮詰まった段階で議
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会のほうに報告したいということで考えています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の事情は分かるけれど、今やらないということであれば、また来年でき

ないでしょう。再来年になってしまいますね。今、きちんと規則をつくって全部見直しをして新年

度にどれが無償になるのか有償になるのか整理しなければだめだから、今の課長の話だと結果的に

また延びてしまうということですか。あと２カ月あるのだから規則なのだから、精力的にやればで

きる話だと思います。ただ、地方自治法上にうたっている部分の解釈を町がどう、固有的に決める

かという話だと思うのです。その部分からいけば、何も難しい話ではないと僕は思います。 

 また、来年、再来年になってしまいますよ。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 年度内にある程度煮詰めて議会のほうへご説明させていただきたいと

考えています。 

○委員長（及川 保君） 年度内ということで、精力的に頑張っていただきたいと思います。 

それでは、次に移りたいと思います。 

５番の土地の売却の議決事件について、この件については国の動向もあるという部分がありまし

て、町としては、あの時点では見直しについては、もう少し時期をみたいと、国の動向をみたいと

いう考え方でありました。これについて、その後の経過も踏まえてどのようになっているか説明を

求めたいと思います。山口部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 私のほうから国の動向含めてご説明しておきたいというふうに思

います。新聞紙上もにぎわせているのですが、地方自治法の抜本改正をどのようにするのだという

ことで、大臣がかわったり、参議院がねじれ国会に変わりましたと。こういうことで随分論議がか

わってきているところがあります。それと、もう１つは首長と議会のあり方含めて、例えば名古屋

市、それから阿久根市で起こった事案、例えば阿久根市においては専決を乱発するだとか、議会招

集要請を受けても受けない。法的にはこの部分が実は整理されていなかったという部分がありまし

て、総体的にはその部分を先行的に自治法改正に向けた整理が、今回されてきているという部分に

なります。契約行為につきましては前にお話ししたと思うのですが、議会のあり方について議論し

ていますということで、問題整理されているのが地方行財政検討会議、新聞紙上などでは検討を外

しまして、地方行財政会議というふうに出てきていますが、12 月３日、第７回の会議が行われまし

て、その中で一定方向、どれを優先させてどれとどれを検討課題とするのかということが整理され

ております。 

 その中で、前の契約等の案件については、確か基本構造、いわゆる地方公共団体の基本構造の選

択肢のモデルの中で整理されているという、このようなお話をさせていただきまして、例えば、議

会が執行権限の行使に事前の段階から責任をもつあり方。これが融合型ですよという話。それから、

議会と執行機関それぞれの責任を明確化することによって、純粋な２元代表制の仕組みとするあり

方、これが分離型だということで、この分離型を選択すると契約等については、執行機関の専決事
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項という形でこれ契約そのものについては議会に諮らないですという選択肢。先に戻りまして融合

型。議会が執行権限の行使に事前の段階から責任をもつということは、モデル的には議会どういう

形かわかりませんが、これについては２モデル示されているのですが、議会と執行側との協議機関

を設けて、そこで論議する、整理する話だとか、そういった形でモデルが示されている。これ全部

でいくと、そのいずれにも属さないパターンということで、中の５つのモデルが示されております。 

 ただ、これのモデルにつきましては、先ほど言ったとおりもう少し時間を要するという論議に変

わってきています。その前に、今回の通常国会の中で整理するのは専決と議会の開催権の話を優先

的に、今回の通常国会に上げていくという話をしていますので、この辺のところはもう少し時間が

かかるのかなというふうに思っております。 

 そのような状況の中で、できるものから自治法の改正をしていこうというのが国の考え方であり

ますので、この辺は議会のあり方、基本構造含めての話についてはもう少し議論を検討会議の中で

されていくものというふうに思っています。ですので、若干遅れ気味と言いますか、情勢がかわり

まして、先に整理するところを整理していっているという形で、あと先になってきている形になり

ますので、そういったところではこの辺についてはもう少し国の動向を見て行かなければならない

のと、議会とのあり方含めて、この部分が、モデル事業が、自治法改正で選択ですよとなれば、当

然議会ともあり方を巡って協議していかなければならない問題かなというふうに思っています。 

 いずれにしても、前にお話ししたとおり、土地に関するいわゆる 5,000 平米と 2,000 万円の状況

については、ここ何年間については平成 19 年の山林の事案１件でございます。あとにつきましては、

萩の里の運動公園につきましては、これ費用超えていますので議会の承認をもらいながらやってい

るということですので、実質的に事案１件になります。 

 今のところ、例えば、5,000 平米 2,000 万円でありますとか、仮に 700 万円とした場合事案とい

うのは想定されておりませんので、そういうことから考えるともう少し国の動向を見極めてもいい

のかなというふうに思います。 

 ただ、事案が発生したものについては絶対ないとも言いきれない可能性もありますので、それも

例えば、工業団地の土地などでいえば、平米当たり大体１万円から 9,000 円くらいのところでござ

いますので、当然 2,000 万円は超えてくるということになります。 

 ですから、事案的にいえば、恐らく土地にからんでの話となれば山林関係、平成 19 年のものかな

というふうに思いますが、そういったもの今のところ実質的には想定されていません。ですので、

将来的にもここ何年間はこういう事案発生しないのかなというふうには思っています。 

 いずれにしても、事案が発生する場合については、それは念頭におきまして議会には事前説明、

契約行為云々は別にして、そこのところ意思疎通を図る必要があるかなと思っています。ただ、条

例かえる場合についてはもう少し状況を見てもいいのではないかと思ってございます。 

○委員長（及川 保君） 部長のほうから今、国の動向も含めて、町の考え方を示していただきま

した。条例改正については今少し動向をみたいと、国の動向を見た中で、19 年の中で１件あったわ

けでありますけれども、今後もその状況が発生するという状況が今のところ考えられないという中
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での、今少し動向をみたいという考え方でありました。 

 この中で、課長のほうで何かありますか。よろしいですね。 

 それでは、皆さんのほうから。委員会の中では、委員の中から、議会の中で条例提案もできるの

ではないかというお話もありまして、当然議会だけで進めることではありませんで、もしそのよう

な形になるとすれば、町側との何らかの折衝も含めて、協議も含めて進めていかなければならない

と思うのです。その中で、委員の中からそういった考え方も含めてございましたらどうぞ。前田委

員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、委員長がいわれたのは、町のほうの考え方が示されたので、あとは議

会で、逆に、委員会の中で議論するのではないですか。町を含めないで。ここで、町を含めてどう

するという話ではないと思います。 

○委員長（及川 保君） それでよろしいですか。町側、部長以下このあたりでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、町側の部長以下、皆さんありがとうございました。前田委員

どうぞ。 

○委員（前田博之君） 委員長に聞くのですが、この前、委員会冒頭で、旭化成の石山の部分で寄

付受けた部分の図面を出してもらって説明するという話は伝わっているのでしょうか。面積とか、

資料が手元に残っていませんけれども、その辺どのようになっていたのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 実は、先般の委員会の中で、１月１回目の委員会を開催したときに、旭

化成から寄付を受けた、寄付行為があったやに聞いていると。この実情も踏まえて、町側の、どの

ような形の中で寄付行為があったのかということをお聞きしようと。町側の考え方をお聞きしよう

と。こういう意見が出されましたので、今前田委員のほうから。 

 今、押さえていますか。課長のほうでは、岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） そこまで要求されると思っていなかったので、これにつきましては、

概略で説明させていただくと、旭化成の団地、ちょっと図面は持ってきていないのですが、そこの

中の一部売れていない部分がありまして、そこについて町のほうに寄付したいと。そのような話が

ありました。その中で、まずは普通財産としては受けられないのではないかという話の中で、旭化

成とか、そこの町内会のほうから、移住定住に使える用地として寄付したいというような話になっ

ていまして、その中で産業経済課のほうの移住定住のグループのほうで、その辺は管理して受けら

れるのではないかという形で、寄付行為を受けるという形になりました。 

 その中で、会計課としては事務手続きをお手伝いしたという形でございます。 

 面積的には、16 筆で、2,263.8 平方メートルでございます。一応、うちの評価額としては全部合

わせて 1,131 万 9,000 円という形になっております。これも聞いた話で申し訳ないですが、この寄

付を受けた中で、今度、移住滞在促進協議会というのがあるのですが、そこである程度管理運営を

やっていただくという形で考えていると聞いております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 私のほうから、場所的にはどのあたりになりますか。旭化成団地はわか
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るのだけれど、宅地化されていますか。はい、岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 場所的には、旭化成に向かう道路、石山大通りあります。それの自然

公園側。ちょっと時間ください。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩を致します。 

休  憩（午後 ２時３２分） 

                                        

再  開（午後 ２時４３分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 受けたことに対してどうかというのはそれぞれの考えがあると思います。

それは抜きにして、今委員長が話したように、今後どうするかということは別にして、受けたこと

に対して、これ評価額 1,100 万円ですけれども、多分町に登記されていると思いますが、いつ登記

されたのかと、固定資産税が今までいくら賦課されていたのか。その辺についての事実確認だけし

ておきます。というのは、財政厳しいのに、当面使い道がないのに。 

○委員長（及川 保君） 課長どうですか、今、分かりますか。はい、岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 移転登記が、平成 22 年の８月６日です。固定資産税については、資

料がないので申し訳ないですが、お答えできないです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、詳細知りたいですか。よければ、寄付行為を受けて知ってい

ますから、ここは委員の皆さんどうですか。この説明で特にありませんか。どうぞ、前田委員。 

○委員（前田博之君） 所有権移転になって、町の土地になっていますけれども、当然町の権利が

発生してきますけれども、今聞いたら、具体的に云々というのではなくて、事実として移住定住の

促進協議会が使うということになると、これ町と使用協定みたいなものをつくっているのですか。

そうでないと建物が建ったとか、構築物が建ったときに、協議会は任意団体ですから、先の話だけ

れども建物が建ってしまって、協議会が解散になってどうだ、こうだという話になってくるのだと

思うのだけれども、それをきちんと、町の財産であればその辺は、町有地を管理する担当課として

は、その辺は具体的にどのように整理されているのか、それを伺います。 

○委員長（及川 保君） 岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） これについては、担当課のほうにお任せしていますので、うちのほう

としては分からないところでございます。先ほどの税金の関係なのですが、一応、課税評価額とし

ましては、全額で 792 万 3,300 円でございます。これにつきましては、土地を売ってものを建てて

もらうという形でやるとは聞いております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、いいですね。山口部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 正確なところは、先ほど委員長がおっしゃったとおり、聞いてお

られたことが間違いないのかと思います。ここで変にお話ししますと誤解が生じるといけませんの

で。 

○委員長（及川 保君） 了解しましたよ。ほか、ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、町側の部長以下、担当の皆さんありがとうございました。 

 暫時休憩を致します。 

休  憩（午後 ２時４８分） 

                                        

再  開（午後 ２時５６分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。町側との協議は終わりましたけ

れども、今後どのように進めていくかも含めて、皆さんのご意見を伺ってまいりたいと思います。

日程等含めて、最後のほうでやりますので、確認しますのでお願いしたいと思います。 

それでは、只今説明を受けた中で、どのように進めていくか、皆さんのほうから。前田委員どう

ぞ。 

○委員（前田博之君） ４－２の部分ですよね。 

○委員長（及川 保君） そうです。 

○委員（前田博之君） これを所管事務調査するときに、近藤副委員長からも話があったように議

会としてどうあるべきかという主体的な部分でいくし、今お手元に配布されました９月 13 日に委員

長報告している内容を見ても、最後の結論からしても、さらに町財政が大変厳しい状況で監視機能

を果たしていくために条例改正の必要があるので執行するよと。できる範囲的に時代に即した条例

の改正を求めるものだと。このようになって、今、町の担当部長から、国の地方自治法改正によっ

てなお延びていくと。けれど、それまで待ちたいという言い方でありましたが、それはそれとして

委員長報告をこのようにしている部分について、前も近藤副委員長も話していましたが、これをど

うする、しないということを含めて、大いに委員会として主体性をどのようにもっていくかという

ことを、私は議論すべきではないかと、そして終局できれば一つの２元代表なり、機関競争審議が

試されているのかなと私は思います。小さくても。 

 それについては、やはり内容ももう少し議論して本当にふさわしいもの。それと、今回、財政改

革の中で工業団地と臨海部土地造成がいよいよ今度一般財源になったわけです。一般財産になった

のです。そうすると区画面積によっては、それは確かに 2,000 万円以上になるかもしれません。小

さい区画にいけばそれ以下となったときに、どのような企業に売るとか、過去には用途変更して葬

儀屋さんを建てるだとか、そういう話もあったのだけれども、そういう部分からいけば、ある程度

大きな政策の流れの中に占める工業団地とか臨海部土地団地などは、別なところでチェックすれば

いいのだというけれど、総体的な町の財産はどう処分されるのかということを考えれば、金額の大

小もあるけれども、私たち議会議員が手の届く範疇でチェックできるような定め方をする部分の議

論も必要かなと、このように思います。 

○委員長（及川 保君） はい、分かりました。前田委員の意見も踏まえて、また私が９月会議の

中で町側に報告した内容も含めて、皆さんのご意見を伺っておきたいと思います。 

 前田委員の考えというのを私も十分理解しますので、町側が今少し状況をみたいと、国側の動向
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をみたいという考え方でありますので、工業団地、臨海部土地造成含めて一般財産に変わるという

ことも踏まえていかがでしょうか。はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私も委員外議員ということなのですけれども、今、前田委員からのお話

も聞いてそれはそれで当然だと思うのだけれども、土地の売買とか、特殊性みたいなものがありま

すね。特に工業団地だとか臨海部土地造成、これ一般の家庭など個人に売るものではないですから、

そういった中での誘致とともにそのようなものが発生するということですから、ある程度の裁量を

担当のほうにきちんと与えておかないと、交渉にも何もならないという部分もあって、その辺のこ

とは委員会で全部報告がなければ何も話まとまらないみたいな話ではないと思うのだけれども、そ

ういう部分を知らない間にやられてしまうのも、非常に問題あるという部分もあるので、その辺の

程度のものだと思うのです。その辺やはり、委員会としてもある程度お互い話し合いながら、チェ

ックしながらやるという大命題があるわけですから。 

 けれども、やはりそれとは別に、前田委員も知っているとおり、企業誘致のデリケートさという

のもあるから、その辺はやはり十分考慮して話をしていったほうがいいのかなと。その辺の兼ね合

いだけはきちんと把握していったほうがいいのか。何か土地の売買というのは、駆け引きみたいな

ものがあって、一定のところで個人ならそれでいいのでしょうけれども、やはり公のものを売ると

なったら、それなりの人にきちんと了解をもらわなければだめだから、それでまた速攻性もあると

いう面で考えると、非常にデリケートな微妙な問題だと思って考えたのです。その辺も十分考慮し

た中で報告していったほうがいいのかなと。 

○委員長（及川 保君） 議長のおっしゃっていることは充分理解して、実は私さきほど申し上げ

ました。町側がいるときに部長に申し上げたのは、これをもし議会が委員会として、条例改正の形

で進めていくにあっても、町側の意思というのは充分聞いた中で進めなければいけないよという考

え方、前田委員のほうから異論もあったのですが、そのことも踏まえて進めなければいけないと。

このような考えで申し上げたわけです。ですから、議長のおっしゃっていることは充分、私もその

とおりだと思いますので、議会だけの考えで進めるのではないということで、是非ご理解いただき

たいと思います。はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 前回の、この売却の議決の事件については、議会は決算委員会で提案をし

て、その中で行政側から条例が提案されたということなのですが、今回、また委員会で提案をして、

それで自治法の改正の優先度が違ってきているということをお話しされていました。そういったこ

とを含めると、やはり条例に、私たちはそれを目的に今回、今土地の問題取り組んだということも

ありますので、そういった点から考えると、やはりしっかりと条例化をしていくために、何が必要

なのか。法的なこととかしっかり勉強して、できる方向性でいくということと、もう１点、先ほど

議長からシビアな部分もあるということなのですが、昔は企業誘致特別委員会というのがあったの

です。だから、もし企業誘致するにしても、これからＣＯ２の関係だとか環境の問題が出てくると

思うのです。そういったときにそういうことも含めて検討する場は、私は総務文教常任委員会にな

るのかなと思いますので、そういうことも含めてそのようなことがあったときに検討できるという
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か、前もって委員会としてできるような形の中で、私たちいろいろ難しい中にきちんと加わってい

くということが今後必要だと思うのです。ですから、そういう面はきちんとした、議会として必要

なことの項目をしっかり入れながら、これは金額と面積だけですが、一般財源になったということ

で、それだけでいいのかどうかということも含めて、私たちがどこまで口出しできるのかも、きち

んと勉強しないと、どこまでやっていいのかわかりませんね。やはり行政をつぶすわけにはいきま

せんので、議会ができる範囲というのはどこなのか。チェック機能を生かすという意味ではどこま

でなのかということをしっかり検討してやるべきだなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） まちとのすり合わせもいいけれど、今吉田委員からもお話しありましたけ

れども、前回も、あくまでも議会が意見を言って、町が上げたのです。今は、白老町の中での話も

あったけれど、地方自治にからめて当面見合わせと言っているのです。けれども、国の動向からい

けば、言っているとおりですけれども、多分、こういう具体的な問題については、悪いけれど手を

つけたてこないと思います。 

 大きな仕組みづくりだけは、議員の定数の上限を撤廃するだとか、大きなものはあるけれども、

こういう具体的なものについては、僕、別な形で読んだら、こういうものは自分たちでやりなさい

と出ているのです。国の本にも。だから僕はあまりそこにいってしまうと、町は消極的ですから悪

いのだけれど、今吉田委員がいわれたようにどこまで踏み込めるかということと、もう一つは、議

長のこともわかりますが、逆も考えられるのです。ということは、前回あったのですが、買い戻し

してしまっているのです。日光精密から、そして決算委員会で分かったのです。そういうことは政

策的に必要かもわかりませんが、それを否定するという意味ではないですから。やはりチェックも

しなければいけないのです。 

 あれからいけば、５年間の買い戻しはいいけれども、それ以外の条項というのはないのです。そ

ういう部分もあるし、もう一つは、土屋さんも農業委員をやっているからわかりますけれども、こ

れから民間、株式会社が農地を買ったり、借地して参入してこられるのです。そのときに、前回の

ように、保安林を単価安くて何万平米も売ってしまって、何も議会がわからないということがあれ

ば、逆に町有地を農地に売ってしまったときに、評価低いから面積大きくという話になるかという

ことなのです。 

そういう部分の、いい意味での監視できる体制をつくっておかなければいけないかなと思うので

す。政策過程の中の一つのチェック機能として、僕はあってもしかるべきではないかと。それをも

って意地悪する意味ではないですからね。そういう意味で僕は議論は大事かなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。これからもし、条例提案するということについて

は、皆さん特に異論ありませんか。ほかに皆さん、ご意見伺っておきたいのですけれども、いかが

でしょうか。副委員長どうですか。はい、近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） やはり、この財産額、この平米というのは非常に大きな問題であると

私は考えています。先ほどの部長の意見では、最近では、19 年度、１件だけあったということをい
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っていましたが、あれもかなりの面積だったと私は思っています。ですからやはり、売買するには

いろいろな手段が必要だと思いますが、この部分についてはもう少し慎重に考える必要があるかと

私は思います。 

○委員長（及川 保君） この条例改正についてはいかがですか。近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 条例上げる分には、私は問題ないと思います。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員どうですか。 

○委員（土屋かづよ君） やはり今後のいろいろな目安として、この条例を上げるべきだと私は思

います。実際に今の現状と過去に決めたときと、相当事情がかわっていますので、もう一度これら

の精査しながら上げていくべきではないのかと思います。 

○委員長（及川 保君） 齊藤委員いかがですか。 

○委員（斎藤征信君） 結論は、条例提案が差し支えないと思うのですが、先ほど国の動向を見て

と言った、その国の動向をみることが、これにどうかかわってくるのかなということがよく見えな

いのです。やはり、今自分たちの財産を、自分たちの手でチェックしようということであれば、や

はり先ほどから話が出ているように、大きな山林だとか、工業団地も含めて大きな土地が動くとい

うことがありうるわけですから、ですからやはり、それに対するチェックはきちんとすべきだ。そ

ういう体制を整えるべきだというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 分かりました。本間委員。 

○委員（本間広朗君） 斎藤委員が言われたのと似ていますが、先ほど町のほうから、国の動向を

見ているといつになるかわからないような感じの部分あるかもしれませんが、私は皆さん言われた

ように、この常任委員会でそのような方向で進めていくと、条例提案していくという方向でいった

ほうがいいのかと私は思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。はい、大筋において、各委員の皆さんはチェック機能も

含めた中で、また町の実情も考えた中で、町民の利益になるようなことであれば、これは条例提案

すべきだと。これは議会の意思として決定すべきだということかと思いました。それでは、これを

進めるにあたって、どのような進め方が必要になるのか。吉田委員のほうからありましたが、法と

のからみが当然出てくるのでしょうし、そのあたりのことがこの総務の委員会の中だけではなかな

か難しいだろうと。そうであるならば、当然町側の協力も求めなければいけないことです。我々だ

けで数字を載せて考え方をまとめていくだけでいいのかどうか。前田委員、何かありますか。その

あたりの進め方も含めてどのようにしたらいいか。何か案があればお聞きしたいと思います。 

○委員（前田博之君） また、次回大いに議論したらいいと思いますが、僕は、今委員長が言った、

町ではなくて、方向性は議員提案するということになった。そうすれば、吉田委員も先ほど言いま

したように、そこの 2,000 万円が事情、他の事情では 700 万円でいいと言っているわけです。その

ときに、前回勉強しましたが 1,000 万円のところもあるし、そういう事情を勘案などして、議会と

して勘案して、何が一番適正な金額、私たち比較できるかという議論になってくると思うのです。

面積は変えられないですから、あとは条例の一部改正の技術的なことは簡単なのです。それはやれ
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ばいいだけですから。 

 そこへ持っていく過程を大いに議論して、皆さんで勉強する中で理解をして一番望ましい額がど

こかという議論をしていって方向性を出せばいいのではないですか。委員長が言われるのは、町に

何を聞くかわかりませんけれども、聞く面もある程度、議会の方向性はこのようになったけれども

どうですかという考えであるべきだと思うし、技術的なことはできるのです。 

○委員長（及川 保君） だから、ここだけで決めて、条例提案しますという、このような話にな

るのかということなのです。ここでいろいろな数字ができる。条件も含めて、このような条件でい

けるのかどうか。その法のかかわる部分はそこだと思うのです。ここだけで法の勉強までして、本

当にできるかということなのです。前田委員。 

○委員（前田博之君） 法の勉強はできると思います。参事もおられるし。勉強するということは、

条例をつくる、議員提案をするための技術的な話ではないですね、委員長が言われているのは。そ

の前にどういうことがふさわしいかということですね。 

○委員長（及川 保君） そうです。今は 5,000 平米、２,000 万円以上なのですが。吉田委員どう

ぞ。 

○委員（吉田和子君） やはりそういう条例提案するということになると、この委員会の合意はも

ちろんなのですが、他の半分のそちらのほうの委員さんのほうも了解も得ないと行政に提出するこ

とはできないわけですから、だからここで十分議論して、まずここにいる議員さん方が、意図だと

か目的だとかをきちんと掌握して意見交換をして十分合意をして提案をしていくと。別の委員会以

外の委員さん質問があっても、きちんと提案したことの理由つけ。それにはもしかしたら法的なこ

とが必要になれば、それは調べていただいて、それをつけて一つの本体をつくり上げていくという

ことになると思います。それで、そこの不足な分がないだろうかというのは、参事を通してでもい

いですし、行政側のほうに見てもらうということも必要なのかもしれませんが、そういう形で進め

ていくということで、一つの山はここにいる以外の議員さんがたにもしっかり理解をしてもらえる

ような方向性にいかないといけないと思うのです。 

○委員長（及川 保君） だから、委員会条例をここで議論して進めますが、結果提案するときは、

当然事前に説明も必要になってくるでしょうし、いきなり本会議にかけてどうだと皆さんに諮るの

もどうかと。これいろいろ異論のある部分出てくる可能性ありますし、そのあたりの部分を十分行

った上で提案したいと思います。いずれにしても条例提案を、委員会の意思として改正をするとい

うことでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、分かりました。それでは、ここで今、急に 5,000 平米、2,000 万

円以上の現状の条項をどうするかという、今ここでできませんので、次回の９日の委員会の中で、

９日の日程、さきに寄付行為の土地の部分がありますので、それ若干、30 分くらい必要かな、担当

課を呼んで説明を受けたいと、このように思っていますので、その後にこの条例をどう改正するか

という議論をしていきたいと思います。 
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 する方向で議論するのです。それで、何度も繰り返しているのですが、前田委員から異論がはい

るのですが、でき上がった段階で、当然町側とのすり合わせはしなければいけないということを皆

さん理解していただきたい。議会だけで、町長もおられないところで「賛成、賛成」みたいなこと

はすべきではないという、私はそういう考えでありますので理解をお願いします。 

 そういうことで、次回の９日の日には、詳細なことも議論できる体制で準備をしてきていただき

たいと。前回まで調査した中にも十分資料がありますので、それを踏まえて。 

 参事のほうには、法の中で、担当されていた参事ですからそのあたりは分かると思うのですが、

法の中で何か、これは無理できないとか、そういった部分含めて勉強していただければありがたい

かな。何か資料必要ですか。 

暫時休憩を致します。 

休  憩（午後 ３時２０分） 

                                        

再  開（午後 ３時２５分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

皆さんの考えは充分理解を致しました。それでは９日の日にしっかりと議論してどういう内容で

改正ができるかも含めて議論をして、しっかりとまとめていきたいと思いますのでご協力よろしく

お願いします。 

 日程確認です。先ほども繰り返しますけれども、例の石山の土地の部分につては、９日の朝冒頭

に 10 時から説明を受けて、皆さんの意見も出していただきたいというふうに思います。はい、前田

委員。 

○委員（前田博之君） 今の件で、固定資産税、先ほど答弁いただけなかったので、いくら賦課さ

れているかそれだけ調整してもらうようお願いします。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。皆さんのほうからほかに、はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 2,000 万円の額について、ほかの町村のデータというのは出ていましたか。 

○委員長（及川 保君） 出ています。前の資料の中に。今斎藤委員の質問ですが、先ほども申し

上げましたが、前回の資料の中で、大方資料として出されていますので、その資料を十分読まれて

出席していただきたいと思いますのでお願いいたします。他にご意見ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                        

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） なければ、本日の会議はこの程度にしたいと思います。ご苦労さまでし

た。 

（午後 ３時２８分） 


