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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 ２月 ９日（水曜日） 

開  会  午前１０時４０分 

閉  会  午後 ２時４７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 

                                         

○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 

産業経済課長    岡 村 幸 男 君    産業経済課主査    本 間   力 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  
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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） おはようございます。それでは、総務文教常任委員会を開催します。 

（午前１０時４０分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日の会議の内容であります。 

所管事務調査として町有財産の処分又は取得のあり方についての協議に入る前に、前回の委員会

の中で、寄附の土地の部分がどのような経過になっているのかと、今後のその土地の利用法も踏ま

えた活用を、町側はどのように考えておられるのかお聞きしたいと。このようなことになりまして、

きょうは、岡村産業経済課長と本間主査がお見えですので説明を求めたいと思います。よろしくお

願いいたします。それでは、岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 町有財産の処分又は取得のあり方についてという中で、旭化成ホ

ームズ株式会社から寄附を受けました土地の関係についてのご説明でございます。 

 資料をお配りしてございますので、それにそって説明させていただきたいと思います。 

 最初に寄附を受けた土地につきましては、記載のとおり 16 筆でございまして、面積は 2,263．8

平米ということでございます。固定資産の評価額としましては、全体で 1,131 万 9,000 円というふ

うになってございます。この 16 筆なのですが、実際には、区画としては、13 区画という形になり

ます。大体１区画が 53 坪程度の土地になってございます。これにつきましては、別紙写真と図面を

添付してございますので、そのような状況になっているということでございます。 

 寄附を受けた経過についてでございますが、昨年４月の段階で石山萩の里町内会の会長さんと役

員の方がお見えになりまして、本町で取り組んでいる移住促進事業に協力したいのだということの

お話でいらっしゃいました。その内容については、旭化成さんが管理している温泉についての施設

も、町内会さんのほうへ全部無償で寄附したいというお話だったのです。それで、町内会さんで管

理をしていただくという形だったのです。それにともなって、一方、旭化成さんのほうで持ってい

る分譲地、今ご説明しました土地なのですが、それも一緒に寄附をしたいというこのようなお話し

が旭化成さんのほうから受けていると。 

 そういう中で、町内会としては、是非ともこの土地は、町が移住定住を促進しているので、それ

で活用していただけないかと。そのことによって町内会の活発な活動につながっていくのだと。そ

ういう部分での協力もしていきたいと。前向きに取り組んでいきたいという、このようなお話の内

容でございました。 

 そこで町も、この地域については、従前から温泉地の温泉つき住宅のお試し暮らし等を実施して

いただいている町内会でもございまして、そういう協力関係もございまして、前向きにその辺は検

討する必要があるだろうという判断にたったわけでございます。 

旭化成ホームズさんのほうへもその内容についての寄附の再確認をさせていただいたところであ

りまして、最終的に当該分譲地が温泉つきであること、他市町村との差別化を図って移住促進用の
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土地として活用することができるのではないかということも含めて、寄附を受けることとしたとこ

ろであります。 

 単純に町が分譲するということではなくて、実は昨年の４月に白老移住滞在交流促進協議会とい

う協議会を設けまして、民間レベルでこの移住を促進していこうという取り組みを進めているとこ

ろでございまして、その役員会、不動産建設委員会でも、当該土地についての説明もしまして、一

緒になって分譲し、移住者を促進することができないかという協議もさせていただいておりました。

最終的にそのような中でも、この分譲地についてはやはり活用していくべきではないかという前向

きなお話もいただいておりますので、そういう中で最終的に決定しているということでございます。 

 旭化成ホームズさんには、22 年６月 23 日付けで寄附申込書をいただいて、８月 23 日付けで会計

課のほうで所有権移転登記をしていただいたという、このような流れになってございます。この寄

附申込書の中では、この土地につきましては移住促進のために使ってもらいたいという、このよう

な理由で寄附を受けてございますが、私ども、実は分譲地の方法については、移住者向けだけでは

なくて、いろいろな方法も考えられるのではないかという考え方の中で、分譲地ということ、公共

用地として受けたものでございます。 

移住促進の取り組みということで、３番目になりますが寄附を受けた土地については、産業経済

課としては移住促進用の土地として活用したいということで取り組んでございます。先ほどもお話

ししたとおり、白老移住滞在交流促進協議会と連携して取り組むということにしてございまして、

協議会で現地の視察を行いまして、町内会との意見交換も行ってございます。 

そういう中で、この分譲地を移住のＰＲの目玉にして、白老町の温泉つき分譲地として首都圏プ

ロモーション活動でＰＲしてくということに決定してございます。それを受けまして、東京で 11

月 13 日に行われました北海道暮らしフェアでも、協議会の不動産建設委員会の事業者にも一緒にフ

ェアに参加していただきまして、ＰＲブースで温泉つきのお試し暮らしの物件ですとか、中古住宅、

土地の物件、それからこの当該分譲地、寄附を受けた土地の、予告チラシということで、このよう

な土地がありますということでチラシもつくりまして配布しまして、本町の移住定住への促進をＰ

Ｒしてきたというところでございます。 

さらに、この土地についていろいろ使い道があるという中では、先進事例では浦河ですとか、黒

松内町でも行っているのですが、お試し暮らし用のモデルハウスというのも、町で補助金を受けて

建設しているというのがございます。そういうことが実際にできないかどうか。これは、道、胆振

総合振興局のほうへも、そのような補助制度の活用ができないかということも含めて、ご相談もし

ているところであります。また、道内の市町村の中には、町が自ら分譲地を整備して移住促進のた

めには無償もしくは低価格で分譲しているという市町村が何町村かございまして、例えば、八雲町

でいえば、９区画分譲しているのですが、平均 248 坪の土地なのですが、これは無償で提供してい

るというところがありますし、標津町も 28 区画、120 坪から 140 坪の土地を無償で提供している。

秩父別町、小さな町ですが、ここは 13 区画を 1 区画 140 坪になりますが、これは平米１円という、

そのような特色ある低価格もしくは無償で売っている。さらに黒松内町では、例えば 140 坪型の分
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譲地は無償、210 坪型は 50 万円。280 坪型は 100 万円というような、自ら分譲地を整備しながら、

移住促進のための低価格な分譲を行って何とか住んでいただけるような、そのような工夫をしてい

るという、そのような市町村もございますので、私どももそのような事例を参考にしながら、現在

４つ目に書かれてあるとおり、当面の当該土地の活用の検討項目につきましては、移住促進のため

の補助制度を活用したモデルハウスの建設ですとか、町外者を対象とした当該分譲地の分譲方法、

これらを検討しているという状況にあります。 

ただ、町外者だけを対象にしていいのか。それとも、やはり町内の方でも、このような土地をお

求めになって家を建てたいという方もいらっしゃるのか、その辺の状況も把握しながら、この分譲

地についての取り扱いについては検討していきたいというふうに考えてございます。 

以上、簡単でございますがこの取り扱いについての現在の状況についてであります。 

○委員長（及川 保君） ありがとうございました。おおよその概要を各委員理解したと思います。 

 このことについて、前回の委員会の中でも、逆に旭化成ホームズに持っていっていただいて、税

として納めていただくほうが、この厳しい経済状況の中ではずっとよかったのではないか。このよ

うな意見も出された中で、しかしながら、相手側がそのような意向であるならば、今進めている町

の移住定住の活用の中で取り組んでいきたいという説明でありました。 

 委員の皆さんのほうから、何かこのことについて質問、ご意見等がありましたら伺いたいと思い

ます。近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 移住定住の目的が、例えば、ターゲットを年金者に絞っているのか、

若い人とかいろいろあると思うのです。年金者であれば移ってきてもらっても、就職がなくても生

活していけるのですが、つい先日道新に出ていましたが、石山新生のほうに若い方で、子供のいる

方が移って来たのです。だけど就職がないということで、コンビニでアルバイトをしているという

状況なのです。何とかならないのかという話を聞いたのですが、その辺は、そういう若い人のため

には、移住定住するためには、課としても就職の斡旋まで考える必要があるのではないかと思うの

ですが、その辺はいかがですか。 

○委員長（及川 保君） はい、岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） おっしゃるとおりでして、やはり白老に住んでいただく若い方と

いうのは、１番は雇用の関係が出てきます。今お話しがあった方も、私どものほうからこのような

仕事はどうでしょうかというようなお話もさせていただいておりまして、もともとＩＴ関係のソフ

トの開発者ということのものですから、なかなか自分のスキルにあった町内でのお仕事というのは、

マッチングするものがないというのが実態でございます。 

 ただ、それに近いような、パソコンを使った製図を行うとか、機械設計を行うとか、そのような

仕事がありますので、その方には直接私のほうからも、このような仕事があるのですがどうでしょ

うか。というようなお話もさせていただいています。そういう中では、お仕事を探される方に対し

てはワークステーションにある情報を駆使しながら、そのお手伝いについてはさせていただいてい

るという状況であります。 
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 もう１点、今移住定住されている方の多くは年金をもらっている方たちということなのですが、

私どもＰＲしていく中では、やはり大多数がそのような方が多いようです。どうしてもそういう方

たちは日期間の居住ということで、すべて白老のほうへ住居を移して、最終的に白老で最後までと

いうようなお考えはどちらかというとないようでございまして、やはり本拠地はもともとの本州の

地にあって、北海道ではある一定期間生活をされる。もしくは１年のうちの季節的な移住として計

画をされているというような状況が多いようでございます。 

 ただ、その中でも、私どもアンケートを取っている中では、お試し暮らしの中でのアンケートで

すが、やはりこの方たちが町内で消費する額というのは当然あります。そこを私ども民間となぜ連

携していかなければならないかといいますとそこで町内消費がされる。当然食料品、飲食店でのお

食事、それから町内でのいろいろな消耗品等の調達と。布団関係ですとかいろいろなもの、ガスな

ども使われることになりますので、そういう意味では町内消費が図られるということも含めて、少

しでも効果を求めるような取り組みをしていきたいと考えてございます。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） まず１つ、ここに固定資産税の評価額が出ていますから、1.7 を掛ければ

分かると思います。固定資産税額がいくらになるかということと、今回寄附されたところは私から

あえて言わなくても、日陰で移住促進に取り組みするときにいろいろなことが書いていますが、こ

れらを十分に説明してやらないと、ここに住んだ人もあとから苦情は出てくると思います。完全に

西日はあたってきませんからね。 

 私は、旭化成がこの北側の土地を寄附していったのはいいのだけれど、現実に今、旭化成のこの

団地の中で、どれだけの分譲されていない土地があるのかどうかを押えているか。なぜここだけを

寄附したのか。逆に、今ここで移住促進云々というのであれば、平地の環境のいいところがなぜ考

えられないのかと。いくらくらい残っているかという部分です。 

 最後に課長のほうから話があったけれども、町内、ショートで移住してきてどうなるかわからな

い人も必要だけれど、町内の人で安価で土地を求めて、ここでいいから家を建てたいという若い人

もいると思うのです。僕はそのような人を優先したほうが長くいて、町のために固定資産税も入る

し、消費もされてくるから、そういう人のほうが、立場上、今いる町民の人ももっとやってほしい

と思うのです。その３点いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 固定資産税ですが、今前田委員がおっしゃったとおり、評価額に

1.7 を掛ければ出てきますので、全体で 20 万円ほどの固定資産税になります。 

 もちろん、その議論がないわけではなかったわけです。実はこれまでも直接産業経済課に入って

きておりませんけれども、例えば税務課等でのお話からいうと、固定資産税がもう払えないので土

地を処分したいというようなお話をいただいておりますから、そういう話は聞いてございますが、

私どもそれをすべていただいているわけではなくて、その中ではその土地を斡旋するということは

町のホームページでも実はやってございます。 
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 ですからすべてをそういう寄附の申し込みがあったから受けるということではない。ということ

でございます。 

 それと、西日についてはおっしゃるとおりでして、建築事業者さんとも回ってきました。回った

段階では、１時過ぎくらいの段階で、西側の山の日陰になることがあるものですから、そういう意

味での建築条件は決していいという状況にはないのもわかってございます。 

 ただ、やはり温泉つきが非常に魅力的な物件だということがございまして、あとは価格の問題で

はないのかなと考えてございます。ですから、価格と区画、今 50 坪程度の１区画ですけれども、場

合によってはこれ 50 坪単位で売るのがいいのか、それとも 100 坪単位で売るのがいいのか、ある程

度そういうことも考えた上で対応はしていく必要があるだろうなというふうに考えてございます。 

 それから、旭化成さんが団地の中でどれだけの区画をもって、売れ残っているのかということに

つきまして、大変申し訳ございませんが、そこの調査は行ってございません。 

 最後になりますけれども、町内で安価で求めている人が当然いるだろうということで、そのとお

りだと思ってございまして、それで、先ほどもお話し申しましたけれども、移住定住に限ってやる

ということではなくて、町内の方でも必要な方、この土地を温泉つきで求めたいという方も対象に

含めるかどうかも含めて検討したいと思ってございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 固定資産税の部分は、それぞれ受けとめ方ありますから、ここで議論され

ても別として、白老町の財政も非常に厳しいので、その辺も町の担当者も十分理解して受けている

と思いますけれども、今いった旭化成の部分温泉がいいと言っていながら、今課長から聞いたら、

岩倉団地もそうかもしれないけれど、売れていない分譲地を押さえていないということは、逆に裏

を返すと、こちらは寄附しないでどうにもならないところを寄附する事態が企業的な発想が、町と

しても、町が受けてくれるだろうということできていると思うけれども、その辺がどうも不可解な

のです。その辺どのように理解されているか。もう一度聞きます。 

 それと、まだ決まっていないみたいですが、やはり町内の方で、仮にまちの中にいるのだけれど

も、今いったようにある程度の手の出せる価格であれば、温泉ついているほうにも土地を求めて住

みたいとか。俺たちがあちらに行って息子に白老にきてもらいたいとか、そのような部分もありま

すので、そうすれば波及効果がありますので、是非、移住の部分もありますが、町民に向けてどう

するかということ。同じ分譲で売り出すのであれば、そのような対象に含めるとか。それは充分に

考えてほしいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 先ほど、調査していないということでお話ししたのですが、少な

くても土地が、私どもも調査かけている中では、旭化成で売れ残っている、今も分譲中ですという

状況にはなくて、いろいろな不動産会社さんが入ってそのあと売買されたりして、そのような土地

になっていると。ですから、私どももそのような土地の情報については、白老町で求められる温泉

つき分譲地ということで紹介している分でいろいろな情報をいただいておりまして、ホームページ
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でも流す形を取っているのですが、その中では、実は町のほうで受けている土地の中では、旭化成

さんが直接分譲して売れ残っている土地というものはないというふうにおさえております。 

 補足してあとで本間のほうからお話してもらいますが、あと町内で安価で求める方のことですが、

委員がおっしゃるとおりだと思っておりまして、やはり、そこは白老町内で住宅を建てたい。もし

くは温泉つきの住宅を建てたいと。それが本当に手ごろな価格で建てられるのであればという希望

者がいらっしゃるのではないかと思っております。ただ、あそこの物件自体が先ほど言いましたと

おり建築条件として必ずしも日当たり関係からいけば 100％という状況ではないですが、そういう

方たちがいるのであれば、十分その辺も検討していきたいとうふうに思います。 

○委員長（及川 保君） はい、本間主査。 

○産業経済課主査（本間 力君） 不動産関係で私のほうから補足させていただきます。現状でい

きますと、町外の不動産屋さんが所有している物件が、この岩倉旭化成団地、混在していますけれ

ども多数見受けられております。実態把握はしなければならないということで、我々行政側とも、

それから白老移住滞在促進協議会の構成員であります不動産業者さんとも連携しまして、実態把握

を早々にということで、すでに平成 22 年度の後半からそのような組み立てをしております。平成

23 年度中には、できればそういった部分を組み立てて、町内不動産業者さんを通じて町外の方との

アポをとって、それがきちんと移住向けのお客様に流れるような仕組みをつくっていきたいと。あ

くまでこれは行政と直接、町外の不動産屋とついても地元にお金は落ちませんので、そこはきちん

と協議会の中で組み立てて連携を図っていきたいということで、可能な範囲、これはお金に変えや

すい取り組みでございますので、早急には進めていきたいということで検討に入っておりますので

補足させてください。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も、前田委員がおっしゃったとおり、町内の方で若い方が土地を安く買

えるということ。日当たりとか考えると安く売っていただけるのではないかと。ただ、温泉がつい

ているということもありますので。 

 でも、土地を買って家を建てるということは、定住で人を集めることも大事なのですが、そこに

定着してもらえるという、ほかには行かないだろうという期待が持てるわけですから、町内で本当

に必要として家を、白老で建てたいと思う人には、極力そのような情報が行きわたるような形に私

もすべきだと思います。 

 それから、温泉つきの分譲地であるということを一つの宣伝としていきたいと。日当たりも悪い

ということであれば、これが最大の売りかなと思うのですが。ただ、温泉があちこちで温度が下が

っていってあまり状況がよくないとか、組合の関係で難しい面もあるやに聞いているのですが、そ

ういった問題というのはあまり心配しなくてもいいのですか。その辺伺います。 

○委員長（及川 保君） はい、岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 今回分譲地を分譲していくということになれば、やはり、ある程

度の価格は下げて売らなければなかなか埋まっていかない状況かと考えています。その際、今吉田
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委員のほうからお話があったとおり、情報提供をきちんとして求められる方に対応していきたいと

いうふうに考えます。 

 それと、温泉の状況なのですが、実は私どももその辺を全く心配していないということではなく

て、実は、１月 21 日付の道新に１月早々に温泉のモーターのスイッチを切ったというような報道が

されました。私どもも、ここがどこの温泉なのかということである程度調査をかけたところ、１カ

所最終的に温泉がポンプアップでも出なくなったというところをつかまえました。ただ、その温泉

管理組合さんが新たにそこに、温泉が出なくなったのでそのままにするのか、もしくはさらにそれ

を掘り下げる。温泉のある層までまたボーリングを行うのかどうかというのは、その温泉組合さん

のお考えになる部分だと思いますので、その辺はやむを得ない判断なのかと思います。 

 実は、この石山地区の町内会さんのほうとも先だって１月 26 日に移住滞在という、滞在交流の関

係でお集まりいただきまして、石山地区の町内会さんともお話しをさせていただいている中で、今

委員がおっしゃった温泉の問題も話として出てきております。一番何が必要なのかというと、その

場でも意見として出てきたのは、これ個人の財産なものですから、町がどうするこうするというこ

とにはならないのですが、ただ、限られた資源であるということは事実ですので、使っていけば当

然なくなる可能性が高いわけですから、そこをきちんと無駄のない使い方、例えば流しっぱなしに

するとか、そういうことのないような使い方ですとか、そのようなことを啓発していくことが必要

だと。行政としてもそういうことは必要ではないかというお話し合いをさせていただいておりまし

て、この温泉の利活用については、いわゆる専門家を招いて温泉の使い方についての講演会みたい

なことは開いて、きちんと限りある資源を大切に使っていこうという、そういう各組合員への啓蒙

というのは必要だなということで、検討していきたいというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） やはり、温泉を売りにするということですから、民間企業が土地のほしい

人に売るのであれば町はかかわっていないからいいのですが、今回は町がかかわっての定住移住で

温泉を売りにするということになると、何か問題が起きたときに町にくるような気がするのです。

そういった部分では情報もきちんと正確に伝えるという、そういったことがすごく大事だというふ

うに思います。温泉つきですと言ったら、自由に使っていいような感じで来られたら大変だと思い

ますので、そういった条件的なものがありますということで、組合もあるから、組合でもちろん管

理はされますということなのですが、そういった情報もきちんと伝えていかないと、民間の企業だ

といいけれど、町が入ってくるということになると、そのような対応は注意しなければいけないの

ではないかと思って聞いていたのです。 

○委員長（及川 保君） はい、本間主査。 

○産業経済課主査（本間 力君） こちらにつきましては、昨年 11 月にも東京の有明で、北海道

暮らしフェアという部分で、我々協議会のメンバーと行ってきていますが、最終的にはそういう位

置づけで質問等ございます。その時点でも、未来永劫ある資源ではないという前提でお話はさせて

いただいておりますし、管理組合の中でもきちんと循環をさせて温度調整をしながら、または冬期
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間でいきますと年末年始、当然利活用がふえる時期がございます。そういった部分は管理組合でも

湯量を制限するだとか、我々としても極力組合ごとの管理状況を把握しながら、逐次お答えできる

ようなワンストップでの対応をしていきたいと思っております。当然、この１月 21 日に報道された

部分でいきますと、我々としてももっともっと行政が、ご紹介することで責任が重要になってくる

ということで改めて、我々受けとめておりますので、今後もっともっと慎重に対応していきたいと

思っております。 

○委員長（及川 保君） 私のほうから１点、当該温泉地というのは町内で唯一管理型といいます

か、地下に戻す工法を取っているのです。それが今も行われているのか。すぐとなりの岩倉団地が

あるのですが、そこの施設はほとんど、町内全体を見ても管理型という対応をしている施設はない

のですが、ここはいまだそういう形を取っているのかどうかお聞きしたいと思います。本間主査。 

○産業経済課主査（本間 力君） 石山萩の里町内会ですね。認可支援団体とりまして、これ取っ

た目的というのが、施設を譲渡されたということで同様な循環型の施設を引き継いで現在も行って

おります。聞いているところによりますと、温度帯が 50 度以上出ておりますので、末端でも 50 前

後くらいは確保され、それを夏場は循環されてタンクで貯蔵されている部分の貯蔵分を入れて温度

調整しながら、比較的環境に優しく対応しているという、ある意味町内でもあそこまできちんと設

備をかけているところは旭化成団地かなというところで押さえております。すべて私も見切ってい

ないものですから、言いきれないのですが、そのような施設になっています。 

○委員長（及川 保君） はい、分かりました。そのような対応をしている地域であるということ

は、委員の皆さんも理解はしていただきたいなと思います。はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど、近藤副委員長も若干ふれていましたが、私もあそこにきている人

数名知っていますし、いろいろ話も聞いています。先般、若い人、白老から早来へ行った人も、移

住定住で結果的には早来へ行った人もいるのですが、去年の話ではなくその前の話なのですが、逆

にここで移住定住北海道フェア暮らしではどういう説明をしているかわかりませんが、こちらに来

ましたと、温泉つき分譲地の土地、借家を斡旋すると。当時７万円とか８万円の借家だというので

す。入った人が、入って１、２カ月はいいのです。「東京から見たら安いな。」だけど、地域になじ

んでくると、地域でせいぜい１戸建てだって５万円か、そのくらいで借りているのに、「なぜ私たち

７万円とか８万円で借りているの。おかしいのではない。」という苦情を実際に斡旋されている人か

ら聞いたことがあるのです。 

 そういう格差があって不信感をもってくるということが多分にあるのです。やはりローカル市場

というか、価格をきちんと説明をして長くいてもらう。あるいは半年でもいいのだけれど、そうい

う部分を町側が整備してあげるか、ここでいう移住促進協議会に任せきりで、そういう商売サイド、

わからないから向こうの価格でいけば同じになると借家を決めてしまって、白老町としての、行政

側はしていなくても商売の人が、白老町の暮らしている生活の価格から見るとそのようなことをや

ってしまう。そしてある業者を徹底的に特定で紹介してしまって、結果的に隣近所に聞いたら石油

ストーブをつけたら高くなってしまったと。現実にそういうのがあるのです。それはやはり不信感
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を増長して、また紹介するのです。現実にそういう問題があるので、白老町として本当にもてなし

というか、そういう部分を整理されているのかどうか。それは私の誤解なのかもしれません。現実

それはどうですか。今も。 

○委員長（及川 保君） 本間主査。 

○産業経済課主査（本間 力君） 今、現状のスタッフ体制でいきますと、私どものセクションに

臨時職員をおいておりまして、移住担当者がすべてワンストップでお答えしています。必要な部分

につきましては、即物件を購入したい。または、賃貸借の物件を紹介してほしいという部分はこの

協議会に入っている２事業者が中心になりますが、その方々にご紹介をして物件をまず、または直

接不動産屋さんと話をしたいという方もいらっしゃいますので、そういう意味では極力お客様の状

況、個人情報もございますので、聞き取りをしながらつないでおります。 

 当然、物件を購入するなりとなれば、斡旋行為は専門、宅建主任をもっている方々ということで、

我々そういった斡旋行為はできませんので、そういった部分を踏みながら手続きしています。前田

委員がおっしゃるとおり、以前、過去、引き継ぎの段階でもこういうトラブルがあったということ

は伺っております。あえて細かくは言いませんが、正直、不動産業界という部分は、非常にいろい

ろな部分でシビアなところがございますので、その辺は行政が絡む以上慎重にやっていきたいと思

っております。 

 お試し暮らしの５物件、今登録させていただいております。この物件につきまして、大体家賃と

してみなしている部分は、おおむね５万円から６万円くらいです。若干高いところで７万円という

ところがありますが平均して６万円くらいというところですので、町内の物件のアパート、賃貸の

１戸建ての住宅の部分でいったとしてもさほどブレがないかと思っています。それに対して、滞在

費としまして電気、水道料、これ所有者の、オーナーさんの名義ということで、その部分はオーナ

ーさんに払ってと。その都度、ガス、くみ取りがある場合はくみ取り、滞在日数に応じては貸布団、

そういった部分も、新聞の購読まではヒヤリングしてやっています。そういった部分きめ細かい希

望を聞きながら、おおむね２週間以上３カ月。７月から９月は繁忙期でありますので１カ月という

限定をさせていただいていますが、そういった細かな費用もお客様に内訳を示して契約させていた

だいて確認を取っておりますので、こればかりはトラブルがすべてないかというのは何とも言えな

いのですが、トラブルがないように、ことしに至っては大きくトラブルは発生していない状況でや

っています。かつ町内会のほうとのやり取りなのですが、ごみの処分でいろいろ、多分地域でお声

を聞いているかと思うのですが、白老に来られる方で、ごみの最終的な処分方法というのが別々な

のですから、我々オリエンテーションの中でも言っていますし、後半からトラブル多かった部分な

りまして、町内会の役員さんとも入るときご挨拶がてら懇談を組むようにしております。来年から

は町内会も月割で入っていただくシステムも取ります。そういう意味で町内会とも連携させていた

だいて、ごみの後始末の悪いことを改善することだとか、そういうところも我々としても細かくや

っていきたいと思っておりますので、今までのあった過去の部分は、我々としても教訓として改善

をしながら、是正をしながら対応していきたいと思っていますので引き続きよろしくお願いします。 
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○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 場所をきちっと頭の中で押さえていないものですから今話をうかがってい

まして、本州の方々に来てもらうときに、何を求めてくるか。その人それぞれの好みがあって、要

求も違うのだと思うけれども、やはり北海道へ来る、その広さ、自然の豊富さ、そういうものを求

めてくるのだろうと思うのです。その条件にここが合致するのかどうなのかという意味で言うと、

先ほど１時になったら日陰になってしまうような、そのような条件で、本当に白老に来てよかった

なというふうに思ってもらえる場所なのかどうなのかと、ものすごく不安に思うのです。 

 実際には、写真を見てここに家を建てたらどうなるのかなと思って見ていたのですが、家を建て

る、北海道に来たのだから畑もやりたい。そのような広さでもなさそうだというようなことでいう

と、では魅力はというと温泉だけですということになると、極めて先々、すごくさびしい気がする

のです。というのは、そういうふうに来た人が「ここへ来てよかったな。」と、実際には前のほうに

も空き家などが随分あるのではないですか。住んだけれども年をとって出ていくと。そういう中で、

この場所がよかったとなるのかどうなのか。そうやって考えると、アフターケアというのが、来て

みてその人たちが本当にいいなと思えるような、そういう措置というものまで町は考えられないわ

けですね。そこまで考えて「さあ、来てください。」ということはこれ、民間の業者でなければなか

なかできることではないだろうと。そういうことまで含めて、ここを有効に使えるのだという、そ

ういう確信というのは持てるのかどうなのか、そのあたりはどうですか。 

○委員長（及川 保君） 岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 確信を持てるのかと言われると非常に難しいのですが、１つはや

はり、きちんと説明しなければならないと思っています。ですから、１番の問題は今委員がおっし

ゃったとおり日当たりなのです。そういう状況もきちんとご説明した上で、この土地をお買い求め

になる方が理解をした上で、その上で買ってもらうことが１番重要になるし、後々のならない最善

の方法だと思います。実際 13 区画空いているのですが、その前のほうには、道路の入り口のほうに

は住宅が建っているのです。建っている方もいらっしゃいますし、100％日当たりばかりが課題では

ないのかなというふうに思っています。 

 もう一つは、52、３坪の土地でいいのかということもございます。それがやはり、例えば 100 坪

程度にするということが必要なのかもしれませんし、その辺は充分検討し、なおかつ今課題にある

日当たりの関係については、十分説明をした上で取り組んでいかなければならないと。ご指摘のと

おりだと思っていますので、後々そのようなトラブルにならないようにきちんと説明をしていきた

いと思っています。 

 それにあたっては、当然町も説明することになりますが、実は、私ども町が直接斡旋するのでは

なくて、民間のほうできちんと取り組んでもらいたいというのがありますので、この土地の売買に

ついては、最終的な決定ではありませんけれども、今の段階では民間の方たちに取り扱いは斡旋し

たいと考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） いいですか、いいですね。はい、土屋委員。 
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○委員（土屋かづよ君） 土屋です。今、斎藤委員からも質問があったのですが、石山地区、あそ

この周辺、最近出ていかれる方がすごく多いのです。私が住んでいる虎杖浜でも、夫婦どちらかが

お亡くなりになって、一人で生活していくには大変だということで、皆さん大体同じような意見で

出ていかれるわけなのです。 

 その現状を踏まえて、あえてそこに移住定住を求めるというのであれば、もっといろいろな整備

が必要ではないのかと。あそこに住まわれている高齢者の方は、「年をとったら、ここには住めない。

出ていくしかないのだ。」という声がすごく多いのです。そういう部分では、道路問題も含めて、日

当たりが悪いとかではなくて、全体の部分で、道路整備なども進めていかなければならないのでは

ないかと私は思うのですが、特に冬の対策など大変だと思っていますので、今後そのことに関して

はどのようにお考えなのか。 

 それと、道内の方なのですが、白老町に、石山地区に貸すおうちがあると聞いてきたけれども、

高齢者の場合とか、障がい者の場合のバリアフリー化がされていないというのをすごくいろいろな

方から聞かれているのです。そういうものが解決されればという話もあるのですが、今後そのこと

に関してどのようにお考えになっているか。 

○委員長（及川 保君） 岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 石山地区、高齢化が進んでいて出ていく方が多いという状況です。

私ども、先だって町内会の皆さんとお話しさせていただいたときには、やはりこの土地本当に、白

老の土地がいいですと、確かに足の便という部分では車を使わなければならない、そういう地域で

すから、そういう不便さはあるにしても、本当に過ごしやすい土地だという評価の声でした。 

 高齢化によって、例えば独居になる。そして自分の家を手放さなければならないという問題は、

実は石山地区だけではないかと思っています。そうなるとやはり新たな空き家対策というのは、今

後それが課題としてどのような問題があるのかということも含めて、これは非常に検討しなければ

ならない。例えばお買い物に行けないという状況が出てくるような場合では、公共交通のあり方を

検討している協議会がございますけれども、その足の部分を行政としてどのような形で対応してい

くのかというような問題も、当然大きな問題なのかと思っています。 

 ですから、この高齢化に対するさまざまな課題については、やはり一つ一つそういう検討を踏ま

えた対策を取っていく必要があるというふうに思っています。 

 それと、冬の対策ということですが、これは特別に石山地区だけの問題なのかという部分ではな

くて、当然きめ細かな除雪体制をしていかなければならないということも含めて、これは全町的な

対応になってくるのかというふうにとらえています。 

 高齢者のための、もしくは障がい者のためのバリアフリー化という部分でございます。これは今

の、例えば空き家になっている住宅を、そのような改修をしなければならないというのが出てきま

すので、非常に難しい、オーナーさんが貸す場合に、まず一つそこまでして貸せるような状況にあ

るかどうかというのが非常に大きな問題になるかと思っています。もう一つは、買われた方が改修

するという部分でもやはり経済的な負担が当然出てくるわけですから、その部分で言えば、簡単な
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形で対応できるということではないかと思っています。その中でも制度的に、高齢者の方の、障害

者の方のバリアフリー化については、町も一定の制度ですけれども、限られた制度ですが福祉サイ

ドで、そのような助成金等の制度もありますから、そういうことが、実際に白老町に住んでいただ

いて、そのような制度を活用するということであれば、その辺の制度の説明も私どものほうから、

きちんと担当課のほうにつなぐということは必要なことだというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） はい、本間主査。 

○産業経済課主査（本間 力君） バリアフリーの関係で補足です。実績として、こういった状況

があったということでご報告させていただきます。お試し暮らしの昨年の時期に、別々な方ですが、

車いすを利用される方の希望者がいました。その際に、雨も続いてぬかるみもありましたので、コ

ンパネを玄関スロープ先にきちんと敷きまして、そういったケアを我々のほうでしております。ま

た、車いすを借りまして、実際段差はあるのですが、ある程度、居間台所通れるかどうか我々担当

レベルで実際やってみて可能かどうか、そうした中でこちらの物件が対応できますというようなご

紹介もしながら、若干の不便さもご紹介しながら現にお泊まりいただいております。 

 それから、介護ベッﾄﾞが必要だということも実際ありました。その際は、介護用品を扱っている

地元の業者さんを通じてこの期間のレンタル費用、なかなか助成制度を地元で紹介できるという、

いる自治体から手続きをすれば、ケアプランを立てていただければ申請はできるのですが、そうい

った手続きも入れながら可能かどうか、その追求をさせていただいて手続きが面倒だということで、

お金を払ったほうがいいということで実際お借りいただいて住んでいいただいたこともあります。 

 いずれにしましてもオーナーさんから貸していただいている住宅なものなので、なかなかそれを

すべてバリアフリー化するのは困難なところで、お客様とある程度その辺の諸条件を確認しながら、

極力入っていただくような対応をさせていただいておりますので、現状の報告としてご報告させて

いただきます。 

○委員長（及川 保君） はい、近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 移住定住される方というのは、北海道という自然を魅力にしてこられ

るわけです。ですから、どちらかというと都会の方が来るのですが、都会の生活というのは、トイ

レというのは全部水洗化されていますね。あそこは水洗化されていないし、合併浄化槽もまだほん

の何軒か入っているだけで、その辺のことが移住定住をやったときにネックにならないのかという

のが一つと。もし町でモデルハウスを建てるようなときに、例えばそのような合併浄化槽をつける

だとか、そのような考えがあるのかと。 

もう１件、今言った借りたときにオーナーと話し合って、そういうことまである程度、費用をど

ちらが持つかは別にしても、その辺の話も具体的にその協議会の人が話をしてくれるのかどうかだ

けお聞きしたいのですが。 

○委員長（及川 保君） はい、本間主査。 

○産業経済課主査（本間 力君） トイレにつきましてはくみ取りもばらばらで、５物件につきま

してはあります。その辺は告知事項としましてお客様にきちんと説明をしております。やはり、ニ



 14

ーズとすればウォッシュレットついているところがやはり人気があります。比較的都会の方におき

ましてもそういった部分はすごくシビアになってきているのも事実ではないかと思います。 

 やはり、そういうところをきちんと整備としては、今後もやっていかなければいけないかと思い

ますので、これから検討するモデルハウスにつきましても、お試し物件としての今までの、過去の

ニーズをとらえて、予算見合いだと思うのですが、条件整備はしていきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） はい、岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 今、お試し暮らしの５物件は、オーナーさんの当然意向が強い部

分です。ですから、いろいろなことでオーナーさんにお願いすること、例えば木の枝が伸びてきて

いるからそれを切らなければならないですとか。実は管理上は、非常にいろいろな部分でオーナー

さんにお願いしなければならないことがあるのです。ただ、そこのところを町側がお願いしすぎる

と、実はそこまでお金をかけて貸さなくてもいいですと。実はこの辺も難しいところがあるもので

すから、できるだけその辺はオーナーさんの意向も確認しながら、調整を取りながら協力していた

だいているという部分もございますので、その辺はできるだけ、来られる方のニーズに合った形で

オーナーさんも貸していただけるような、そういうような調整役は今後ともしていきたいというふ

うには考えています。 

○委員長（及川 保君） はい、本間主査。 

○産業経済課主査（本間 力君） 調整しているという部分で事例になりますが、ことしの７月で

テレビがデジタル化になりますので、今アナログのテレビがすべてでございます。今どうしている

かというと、テレビの入れかえについてご検討ということで、我々の提案としては地元業者さんで

３年レンタルの買い取り方式ということで見積もりをいただいて、この方法で協議会の費用負担と

オーナーさんとお客様の負担という割合を決めさせていただいて、その部分で入れかえをしていた

だいて、最終的にはオーナーさんの財産というようなそのような方法を１つの組み立てと。または、

デジタルチューナーだけを買って付与する部分と、それからオーナーさんがお金のある方なのです

が、テレビを自分で買いますと。そういった選択肢もありながら、極力お客様にこれ以上費用を負

担させるのも、なかなか懸念あるところですので、こういった厳密な選択肢も入れながらやってお

りますので、先ほどのトイレの部分もしかりですし、いろいろ設備でも環境を整える上で課題があ

ります。それは協議会の中で横断的にもできる範囲で対応していきたいと思っておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） ものの考え方なのですが、先ほどの話の中で、町が造成してきちんとして

やって大体無償に近い金額で貸してあげるというような、そのような方法も先ほど紹介されたので

すが、そのもとの考え方というのは、少子化、人口減にどのように手を打っていくか、一番基本に

なる部分。町としてもどうやったらペイするかという問題ではなくて、人口を一人でも増やしてい

くという中で、これをどう考えていくかということになるとすれば、やはりある程度の、細かい話

し合いは借りる人と業者の話し合いになるのかもしれないけれど、町がどれだけそれに覚悟を決め
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てそのような予算を使っていくかという、そのような青写真というのは持たなければならないので

はないかという気がするのです。 

 だから、ある程度、そういう人を呼ぶためにこれだけの金は使うのだという、こういうものの考

え方というのはあっていいのかなという気がするのです。今の時代だから。そのような話し合いと

いうのも、この中でされているのかどうか。そのあたり教えてもらえればと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 岡村課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 非常に、そこが難しいのです。今斎藤委員がおっしゃったとおり、

人口対策で、実はほかのまちは人口が減少している中で、何とか移住定住によって人口を町内にふ

やしたい。なおかつそこで交流してもらうことによって、その地域自体も活発化、元気なるという

ことで、町があえて分譲地まで整備してやっているという事例が道内に４町村ほどあるということ

でお話しさせていただきました。 

 そういう、積極的に呼び込むための施策に、町がお金を投資してやるという方法もありますが、

私どもは、考えているのは、できれば民間活力を生かしてやっていただく方向でやっていただきた

いというのが、実は正直な考え方です。ですから、私どもは民間の方たちが、例えば建築屋さんも

入っています。不動産屋さんも入っています。町内の商店さんも入っています。何とかこれが事業

として採算ベースに合うような取り組みにしていきたいということで考えているのです。 

 ですから、町がそこにほかのまちがやっているような、造成費用を莫大にかけてまでやるという

考えは今のところありません。ですから、今回の分譲地の寄附を受けたというのは、そういう意味

では町が相当のお金をかけないでも、ここは民間の事業者さんに任せて分譲した中で、呼び込める

可能性が高いだろうという判断のもとに受けた部分でございまして、積極的にそこに相当のお金を

投資していくという考え方にまでは今の段階では至ってございません。 

 できるだけ、そこはお金をかけないで、そして白老の特色を売りに何とか人を呼び込める方法を

考えていきたい。なおかつ、民間の活力を生かした形でやっていきたいという、そういう考え方で

おります。 

 分譲地をどう売るのかということも、最終的には内部の決定をさらに煮詰めてその方法について

は考えていきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、委員会としては、この寄附の土地の部分についての活用方法含めて、寄与していろい

ろご意見も出たわけですが、今課長がおっしゃっていた民間活力を最大限活用して、何とか寄附さ

れた部分もいろいろなあらゆるところがあるのですが、活用できるような方策を十分検討されて進

めていただきたいと思います。 

 本日は、急なお話だったのですが説明をいただきました。きょうのこの件についての会議はこの

辺にいたしたいと思います。ご苦労さまでした。 

 それでは、暫時休憩を致します。 
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               休  憩（午前１１時４５分） 

                                         

再  開（午後 １時０３分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、総務文教常任委員会を再開したします。 

 本日の主題となっております前回の会議の中で土地の売却の議決事件についての協議を、皆様に

お諮りをしたいと思います。 

 今回の所管事務調査であります。町有財産の処分又は取得のあり方についての会議を進めてまい

りたいと思いますのでご協力よろしくお願いします。 

 前回の会議の中でも確認しております。この土地の売却の議決事件について、すでに９月の会議

の中でもこの委員会の報告として、町側に早急に進めなさという報告をしているわけですが、国の

動向を踏まえた中で町側も進めていきたいという、本会議の中でも町長答弁があり、委員会の中で

もそのような発言がされております。 

 ですから、この件も踏まえて、本日もろもろの決めておかなければいけないことを、議論して決

定していきたいと思います。 

 土地の売却額と面積があるのです。これについて参事、きょうこの会議で決めるとすれば、額の

引き下げ、面積のほうはどうですか。千石参事。 

○事務局参事（千石講平君） 面積については、これは自治法のほうで 5,000 平米というふうに、

これを下回らないという形で定められておりますので、これを上げるのなら別ですが、これを下回

ることができないのでこちらの議論はできないかと思います。価格については自治法では 700 万円

という形で、それを現在の 2,000 万円に上げておりますので、こちらのほうの議論は前回からされ

ていますので、そういった議論になろうかと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。そのようなことでありまして、面積の 5,000 平米という

のは、これは自治法に定められていて、それを下回るというようなことはできないということでご

ざいます。その辺の絡みがあるものですから、町側としても国の動向を今少し見たいと。国の決め

る方向を見極めたいという考え方なのかなというふうにはとらえていますけれども。 

 ですから、今回のこの会議の中では額の引き下げをどのようにまとめていくかという１点であり

ます。経過についてはわかりますね。はい、近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 単純な質問なのですが、例えば土地は 5,000 平米だったと。だけどそ

の中にすごい樹木があって、これが金額的に 3,000 万円にも、4,000 万円にもなるというような状

況の場合には、どのような方法がなされるのか。 

○委員長（及川 保君） そうですね。そういう問題もあるのですね。 

今副委員長が提起されました。確かにそのこともあるのです。町の財産ですから樹木も。それが今、

副委員長が言ったように町側としてどのような、こういったときに前例もあるのでしょうけれども、

ここは知っておきたいですね。これは答弁するものがおられない。千石参事。 

○事務局参事（千石講平君） 土地については 5,000 平米とうたわれていますので、その上に評価
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できるものがあるとすれば、動産のたぐいに該当するのかなと。ですが、明らかに土地の平米数し

か規定されておりませんので、それに付加価値のある樹木が何本あるとか、その辺までの規定はさ

れておりませんので、あくまでも土地の、純粋な土地の平米数、それに絞って規制されているとい

うことで理解されてよろしいのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 価値のある樹木がある場合は、土地価格が上がってくるのではないのです

か。平米数は変わらないにしても、土地価格が売り出しできる木材になる木がいっぱいあるとかで、

土地の評価額が上がってくるのではないかと思うのです。単純にそのように考えるのですが。 

○委員長（及川 保君） はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 単純に考えると、今言ったのは動産だから、土地の代金はいくらで、木

の代金はいくらという形で分離されるのではないです。 

 だから、あくまでもこういう場合は土地の値段が、木が 500 万円あったと、土地の値段が 300 万

円ですと。トータルして 800 万円ですよという形になれば、それは土地のほうの値段だけでという

形になるのではないかと思うのです。ですから、不動産鑑定士をかけるわけだから、そういう意味

で土地はこのくらいだけれども上にある動産の価値はこのくらいということで、売ったり買ったり

するほうは一遍に評価するけれども、この場合が厳密に分けられるのではないかと。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の質問は非常に重要ですし、売買の形態によって変わってくるのです。

それで、運営事項という事例集がありますので、具体的に出ていますから事務局にそれを調べても

らって、事実確認をしたほうがいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩を致します。 

               休  憩（午後 １時１２分） 

                                         

再  開（午後 １時２１分） 

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

○委員（前田博之君） 今の件、再開になったので結論だけ委員長から言ったほうがいいのではな

いですか。 

○委員長（及川 保君） 千石参事、説明を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２２分） 

                                         

再  開（午後 １時２３分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。千石参事 

○事務局参事（千石講平君） 地方財務実務提要の解釈によりますと、山林を含む土地の取得価格、

これについては一般的に山林を含む価格によるものと解されるというふうに規定されておりますの



 18

で、土地の評価自体は山林を含んだ評価額と。その価格という形に解釈されております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 今千石参事のほうから説明ありましたように、近藤副委員長の質問に対

しては、山林、土地、そこにあるであろう樹木等も一体のものとして入るという規定であります。

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 皆さんも、そのように理解していただきたいと思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 条例変更を提案するかということをこれからやっていくと思うのですが、 

１点は、町に委員長が去年の９月に報告していますね。その後、町がどのような検討をしているか

以前言っていましたね。法規がかわる可能性があるので、変わってくるのを待っているという状態

のですね、そういう状況で町はやらないとは言っていないのです。その中で、それでもなおかつ出

していくのか。それとも、前は昭和 50 年に議会から言って改正されたということで、それを議会が

変えていくということになると、前に変えたものに対してのきちんとした理由立てしなければいけ

ないと思うのです。こういう条例、割と国というのは変えないというか、前に高齢者の道の医療費

の補助制度があって、70 歳以上になって、所得少ない人は道費で医療費が削減されるような法制度

があったのです。 

 そのときに、男の子がいたらだめ、女の子はいいという条例があったのです。法規というのでし

ょうか。今男女平等になって、男の子女の子という時代ではないのに、これいつできたのかと言っ

たら、30 年か 40 年前にできたもので、これをずっと引きずっていて、これおかしいよねという話

で、担当課長が道の会議に行ったときに言って、そしたらかわって、男の子、女の子というのがな

くなったのです。そういう事例もあるので、今 35 年たって、本当にこの 2,000 万円がどうなのかと

いうことをきちんと検討して、それで今は 2,000 万円に上げたときよりピークを過ぎて下がってい

ると。だから昭和 50 年になぜ 2,000 万円にしたのか。まだ土地が安いときですよね。土地が上がる

からそうしたのか、その辺がわからないから、その辺もう少しやっていかなかないと思ったのです。 

○委員長（及川 保君） その件については、グラフ皆さんのほうにもありますけれども、この委

員会が報告した会議の中では、きょうも資料皆さんお手元にあるかと思いますが、そういう経過が

あるわけです。書かれているわけです。これはこの委員会の中で十分議論されていますから、吉田

委員がおしゃっていた部分については、時代に即した、なぜ上げたとか上げないというのは、これ

すでにやっております。改正理由もありますし、今読み返してみますと、昭和 50 年２月 18 日、議

会の決算審査報告で、本条例は当時の経済情勢、まちの財政規模等を勘案して、昭和 39 年４月に制

定されたものであって、すでにそれから 11 年、それをここで変えようとしたのです。 

現在の経済指数、財政指数においても、当時と比較してかなりの変動であると。円滑な事業を推

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て検討されたいという報告

書があります。これが改正理由になっているのです。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これは私も読んできましたのでわかるのです。このときは 10 年ちょっと

で変えたのですね。ということは昭和 39 年から 50 年の間に、経済及び財政指数はかなり変動があ
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ったということだから、39 年当時はもっと安かったのかな。それでこの 50 年にぐっと上がってき

ているから変更になったの。 

○委員長（及川 保君） そうだと思います。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） では、その 2,000 万円にしたときの価格より、ちょっと下がっているので

すね。そういうことで検討すればいいということですね。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） これ、当時私がやっていたみたいなのです。議会のこのような報告を受け

て当然担当課であって、多分そのとき経済情勢にのってきたのと、工事件数とかが道路いっぱい、

インフラ整備します。そうすると昔は土地を買ってすぐ道路をつけたりしていたのです。 

 それで皆様ご存じのように、いいとか悪いとかという議論は別にして、そうすると急いでやって

しまうものだから、「自分の土地はどこにいった。」「境界のくいはなくなった。」と。何かいろいろ

あったのです。それだけインフラ整備が進んでいるものですから、土地を買って売るといったら、

件数がふえてきてある程度 700 万円であれば、逆に事務が煩雑してその都度出さなければ、議会に

出さなければだめだから、そういう部分で多少上げようということで上げたようなのです。それは

今のグラフのように結果的にはぐっと上がってきているのです。多少先を見通して中身を改正した

ということだと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そうしたら、39 年以前から最低価格というのは 700 万円でずっときている

ということですか。 

○委員長（及川 保君） そうなのです。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） それは、何年たっても国はかわらないということ。今、国はそれを変えよ

うとしているのですか。最低限度を変えようとしているのですか。 

○委員長（及川 保君） 額もそうだし、広さもそうではないですか。千石参事。 

○事務局参事（千石講平君） 国のほうで制度の調査というか、改正に向かっているのは、価格と

か面積を動かすということではなくて、条例を議会に出すか出さないかというそういうこと自体を

制度として見直そうかと。要するに長の権限でそれは処理すべきものと位置づけるか、またはもう

一方、各自治体の選択において、議会を最初から取り込んだ中で、そういうものを組み立てていく

かと。その自治体にあった形で制度改正しようかと。そういう動きというふうに聞いていますので、

価格とか面積をいじるとかという方向ではないというふうにとらえています。 

○委員長（及川 保君 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 長の権限とか、そういったことで町独自で議会と協力して決めていきなさ

いということであれば、この 700 万円という数字も考え直さなければいけないということですね。

700 万円が妥当かどうかということもありますよね。700 万円に戻すとかではなくて、今限度は 700

万円となっているから、どうしてもそれより下げるわけにはいかないですよね。白老町としては。

今条例を変えるとしたら。 
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 その法が変わったら、もしかしたら 500 万円にできるかもしれないということですね。最低限度

は変わらないということですか。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 参事の説明は、このもの自体、条例からこのようなものを外すと。今基

本構想だとかも全部、議会の承認がなくても自分たちでつくって議会の議決事項ではなくしますよ

という一連のものだと思うので、こういうこと自体、売却や何かについてはいちいち議会にかけな

くて行政だけでやるようにしようというような、するかしないかの動きになっているということな

のです。金額がどうのこうのではなく、そのもの自体が条例から外すというような、大きなところ

でその辺を検討されているのでしょう。金額がどうのこうのではなくて、処分自体はもう条例から

外してしまって、そういうのは議決事項でなくしますというような動きに。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ですから、冒頭言ったこれがそうなのです。だから今議決の対象になって

いる政令基準をなくして、今度は 300 万円であろうと 3,000 万円であろうと、議会が監視機能を強

化するために、その町村にあった形で自分たちで決めなさいということです。極端に言えば、我々

の定数の上限撤廃するのと同じです。あとは議会で決めなさいということです。それこそ地方分権

ですから、そこまで国は縛ることないでしょうということです。だから、今言っているのは、町側

がそこまでわかっているかどうかわからないけれど、国で議論されています。 

 今 700 万円は撤廃するわけにはいかないのです。だから、現状として 700 万円の下限がある部分

で議会としても議論したらどうですかと。ただ、今言ったように戻るけれど、国のほうで地方自治

法撤廃してしまったときに、仮に 700 万円がなくなったときに、それは改めてまた白老町として、

仮にここで 700 万円になるか 1,000 万円になるか、今までどおりになるかわからないけれども、そ

のままのものをまた議論しなければならないということです。 

○委員長（及川 保君） そのとおりなのです。千石参事のその意を受けて堀部議長今お話しされ

たのですが、そうではなくて国は各自治体に任せますよ。だけど、それだから町長が議会に報告な

く勝手にやるとかそういう話ではなくて、白老町で決めなさいと。白老町は白老町の中で決めなさ

いとそういう権限を与えるということですから、それが取り払われて法律がなくなったから、自由

自在になるのだということではないはずなのです。そこを皆さんきちんととらえてください。それ

がなければ、今つくってもなくなってしまうのだろうと、このような話では困るのですではないだ

と思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） だから、議会が今、そういうのをきちんとかけなさいというふうに条例は

出していいということなのでしょう。条例をつくりなさいというふうに出していいということなの

でしょう。金額をもし入れるとしたら、今までは金額が入ってきていたから、それを入れるとした

ら、それは全部自治体に任されるわけだから、それを決められないのだけれど、今の 700 万円とい

うのが生きているから、それをどうするかということなのでしょう、だからそれを入れて出したら、

先ほど前田委員が言われたように、かわったらまた条例をかえるのかということになってしまうか
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ら、その辺を考えなければいけないのかと思っていたのですが、今出すことが、それが出るまで待

つのか。待たないで最低が 700 万円なら、それ以下はないわけだからそれで出すというふうにする

のか。そういう議論も必要なのかと。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 一番大事なのは、今どうするかという議論が、初めて議会でも自分たちど

うするかとなっていましたが、今吉田委員が言われた部分もあるし、逆に我々としたら、今 2,000

万円がいいかという議論をしていますから、チェック機能がどう果たせるかという部分が一番大事

だと思います。それと、委員長が前回報告している、ここで言うできる限り早期に、時代に即した

条例の改正であると言っていますね、このとき議論はしているけれどもまだ具体的には、時代に即

した条例、時代に即した金額が、我々議会としてチェックできるどの金額が適正かということを前

例のやり方を見たり、今財政改革プログラムやって町の土地を一生懸命斡旋しましょうと。当然土

地開発公社の土地、工業団地、臨海部の土地も全部、今度一般財源になって売るようになったとき

にどこの水準で議会がチェックする、そういう金額が適切なのかということを議論したほうがいい

と思うのです。それによって適正な金額、あるいは現状のままでいいとか、今地方、国が改革しよ

うと思っている部分については、僕はおいといていいと思うのです。我々としてはいくらでも、い

つでもできる話ですから。だから、ことの本質がどこにあるかということで議論してどうかという

ことが大事かなと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 前回の委員会報告にも入っていますけれども、国の制度改革についての

動きは充分理解したよと。再三これ答弁されていますから。しかしながら、制度改革が遅れるなど

の動向によっては、できる限り早期に時代に即した条例の改正を求めるものであるという報告をさ

せていただいているのです。そのことについては、この委員会の中でも、先般の委員会でも確認さ

れていますから、今後町側と、前田委員は町側とのすり合わせは必要ないと。この委員会がやれば

いいと。決定して提案すればいいのだということなのですが、もしここできちんとしたものが決ま

れば、私はきちんと町側に対してこのことを決定された部分を報告して、このことを進めていくと

いう考えでおりますので、皆さんも委員会が単独で本会議に出せばいい、提案できるのだというの

はこれは充分わかるのですが、そのことも十分踏まえておいていただきたいというふうに思います。

前田委員。 

○委員（前田博之君） 前回の委員会の、最終的には委員長言ったような考えで理解したはずです。 

○委員長（及川 保君 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今言ったように、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いうことだから、値段を下げるということは拡大するということにつながる

と思うのです。ただ、前提として法改正が目の前にあるかもしれないということを踏まえると、今

回もし、委員会として行政側とやり取りするのだけれど、今の時点でやるということになると金額

は入れなければならないですね。700 万円と。最低の金額ですから。そうやったまた法改正になっ

たときに、本当に適正な金額というのはいくらなのかというのをこちら側が持っていないとだめな
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のか。白老町の今後財産の取得、処分に対して、どこら辺のラインが必要なのだと。今 700 万円だ

から、そのような条例の出し方はないと思うのだけれど、こちら側はそれをもっていないと 700 万

円より下げたいのは本当ですね。700 万円でいいのですか。その辺、私の考え方がおかしいのかも

しれないけれど、何かそのように思うのです。 

 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だから、拡大していくのが 700

万円でいいのかということです、今 700 万円と決まっているから、私たちも 700 万円で考えている

けれど、白老町の財産処分をしていく上で、工業団地などは割と単価が安いわけだから、土地が広

いから金額にはなるのかもしれないのだけれど、どこら辺まで私たちがチェック機能として、監視

機能として、強化するための守るべき範囲というのは、どの辺までなのかというのがないと、法が

かわって金額が明確にできるようになったときに、どのように言っていいのかわからないけれど。 

○委員長（及川 保君） 疑問というか、今ここで決めておいてもという話だろうと思うのですが、

いずれにしても国が制度を自治体に任せるという方向にもしいったとき、町側としての進めやすい

やり方も当然出てくるはずだから、それは議会側のチェック機能を今吉田委員がおっしゃった 700

万円が本当にいのかという疑問も議会側としては当然出てくるでしょう。もしそれが自治体に任さ

れたときですよ。だから、そのたたき台としても、やはりここで議論しておいたほうがいいはずな

のです。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私もよくわからないのだけれど、規制が緩和される。緩和されてくる中で、

自治体の権限というのをもっと持たせて、そうすると少しでもチェックのできる方法が議会として

はいいわけですね。そういうのは全部チェックしますと。ただ、そこの中で一つ問題なのは、事務

の煩雑化ということばがありましたね。事務が煩雑になってしまうので、やりくりがあったと、そ

こら辺の事務整理をしないとその判断ができるのかと。今の吉田委員の話の中に、どこまで行った

ら適正価格かというのと、事務的に何も矛盾がおきないでやれるのかという、その辺まで全部今調

べると言ったらかなりの資料が必要ではないかという気がするのだけれどもいかがですか。 

 だとすれば、何か一つの基準がなくなってしまうので、寄りかかるとき基準がない中で、私たち

が独自に考えてどこまでだったら適正なのかという、そのあたり事務上の煩雑さも含めて、私はよ

く見えないという感じがするのです。そこまでできるのかな。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員の考え方はわからないではないのだけれど、2,000 万円に改正

になった時点の、昭和 50 年の中では、確かに当時の前田委員の話などを総合すると、確かに事務の

煩雑さはあるのです。高度成長期にのってどんどんまちづくりを進めなければならない時代だった

はずですから、そういう部分は、今事務の煩雑さは出てきたと思うのですが、これからそのような

時代になっていくかといったら、それほどそこの部分を理解しながら進めていかなければとなると、

私そのことについては疑問に思うのです。解決になっていませんけれども、そのあたりも踏まえて

いただければいいかなと思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 事務量が煩雑になるということももちろん、私たちは職員がやっていくこ

とに対しては信頼をもって、そういうことでは接していかなければならないと思っているのだけれ
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ど、議会が監視機能を強化するのだということは、町民の大事な財産を売るときに、その感覚的な

ものだとか、そういったものが適正なものかを見ていくということですから、私反対に考えると、

財産管理委員会、あれは売るたびに、別に委員会にかけているわけではないでしょう。そちらのほ

うの管理機能というのはあるのかなと思ったのですが、ただ、私たちは議員として、町の土地を売

ったとき「あなた、あそこの土地あれだけで売ったっていうでしょう。」と。それが本当に適正な価

格で、きちんと議会としてチェックしてやったのかと言われたときに、きちんとした話ができる。

きちんと監視をしてやったということが言える体制をつくっていくということだから、私はそうい

うふうに考えたら金額は関係ないような気がするのです。 

 売るのは全部知らなければならないという気がするのです。だから、本当にあれば、議会にかけ

るというのは大変なのかもしれないけれど、もしかしたら委員会だとか、委員会協議会もあるのだ

から、そういった場にかける。ただ、一つ一つ全部かけると言ったらそれこそ煩雑になるのかもし

れないから金額と土地の幅があったと思うのです。だけど、このように書かれてくると、今新聞で

すごく議会が何をやっているか見えない。議会が要らないのではないかと言われているときに、議

会がどこまできちんと責任持てるところをつくるのかということがすごく大事なのだと思うのです。 

 そういうことを絡めると職員の煩雑さもあるのだけれど、それだけ議会も仕事は忙しくなると思

うのです。それだけ議会にかけられることが多くなることだから、その辺をどう判断してやってい

くかということをきちんとこちら側もとらえてやらないとだめかなというふうに思っていたのです。 

○委員長（及川 保君） それといま一つ、先ほど申し上げたように、今後日本経済、我がまちの

経済も含めて、そのような状況になっていくかというと、大変厳しい状況であることは、皆さん承

知のことでありますね。それにおいては、町側としてはこのようなものを議会にかけないで上げた

いというのは、それは進めるほうとしては大変なことですから、そういう意味においてはやはり議

会のチェック、今吉田委員がおっしゃったチェックという部分においては、あまりそこに重きをお

いて議論をしていくと「もう少し待とう。」とか町側が、国の動向をみると言っているのですから、

「それを見て待てばいい。」という話になると思うのですが、そのことなども踏まえてこの委員会で

徹底的に議論していただきたいと思います。 

 それともう１点、これ参事にお聞きしたいのですが、吉田委員から先ほどあった 700 万円からず

っと 2,000 万円、3,000 万円もあるのだけれど、これは規定されている案件ですか。町独自で決定

できるのですか。そのあたりのことはどうですか。それは特に規定されるわけではないですよね。

千石参事。 

○事務局参事（千石講平君） 私が答えていいのかわからないのですが、以前からの経緯からしま

して、最低限の価格として 700 万円を定めていますと。それを上回る、今回うちのほうの 2,000 万

円を定めるにあたっては、その自治体の事情、または近隣の動向を十分勘案した中で定めるべきだ

という、そのような行政実例等が出ております。ですから、前回改正に至ったときは、近隣の状況

を調べた中で、均衡を逸しない中で定められたのかと思いますので、低いほうがいい、高いほうが

いいというそこら辺の単純な議論にはならなくて、いろいろなそういう状況を勘案した中で定める
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べきかと、このように思っております。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。今ここで 700 万円から 3,000 万円まで各市町村の

事例が出ているのです。3,000 万円、2,000 万円、1,000 万円、700 万円とこういう中で私が思った

のは、例えば 800 万円、900 万円とかというようなことが可能なのかなという話をお聞きしたので

すが。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 確認なのですが、要するに今、5,000 平米の面積と 700 万円。これを下

回る。例えば、４00 万円にしようとか、500 万円にしようとかということは現時点ではできないと

いうことですね。それだけ皆さん確認しておいて 700 万円以上だとこれはできるけれども。 

それともう一つは先ほど出た、それぞれの自治体に任せてしまって国のほうでは決めないという

のが自治体に任せられれば、それが 300 万円であろうと、500 万円であろうと決められるというこ

とだから、それを待ってとなると、今 700 万円で最低で決めておいて、撤廃されたときにもう１回

500 万にするかというのであれば、二度手間になるから、そちらを待っていて、チェック機能を働

かせるために 500 万円とか 300 万円にするか、それとも今の時点で 700 万円まで下げていて、法律

撤廃されたときに改めて、白老町独自の条例で議決事件にするかという、その点も考えておかなけ

ればだめなのです。 

○委員長（及川 保君） そうだと思います。前田委員。 

○委員（前田博之君） １点としては、今の政権の中からいけば、中央分権かなり遅れていますか

ら、こういう部分が本当に今、我々が受けて具体的にある程度届く距離まで行っているかどうかわ

からないと思います。 

 それともう一つは、今議長も 700 万円と言いましたが、今度面積も撤廃されるはずなのです。自

由ですから。今は絶対に 5,000 平米はだめだけれど、その自治体で考えなさいと。全部地方自治の

施工例が撤廃されたときは、5,000 平米ではなくて、白老町とすれば 1,000 平米の 300 万円だとか、

500 平米の 1,000 万円とかとなりますから、議論する部分がちょっと違ってくるのです。 

 今は政令の中で許される範囲でどうするかという部分ですから、ですから、今国の動向とあわせ

たら、議論が広くなってしまって焦点しぼれなくなると思います。だから、今言われているように

一つの政令の規定されている中で、一番チェック機能を果たせるものがいいのかどうかということ

でいけば金額しかないのです。面積はいじられませんから。 

 そうすると、先ほど吉田委員が言われたような部分の視点でどう考えるかという部分だと思いま

す。それでどうするかということだと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） 実際、売買実例の資料を出してもらったでしょうか。５年前から議決条件

に満たしていない売買も含めて、逆に調べてもらったほうがいいと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

               休  憩（午後 １時５５分） 
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再  開（午後 ２時１０分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 この額の問題です。5,000 平米の 2,000 万円というものを今までこれからすると 700 万円にした

らどうかという考えでありますけれども。それともう１点は、町側にこの委員会の考え方を決定し

て伝えるとしても、理由づけがきちんと必要であると考えますので、そのあたりも踏まえて議論を

していただきたいというふうに思います。 

 いかがでしょうか、700 万円。これは最低の額なのですが、皆さんよろしいですか。議会のより

チェック機能を果たすという意味合いにおいては、最低の額で進めるべきだという考えでよろしい

ですか。前田委員。 

○委員（前田博之君） ある程度上限金額を決めるにしても、目的別に整理しておく必要があるの

かと思うのです。ということは、宅地というのはある程度資料はもらっています。500 万円、600

万円くらい。その部分については確かに議会にかけるにしてもいろいろな条件があるとい思います

ので、そういう部分の町民が宅地を求めるという部分については仮にこちらにおきましょうと。た

だ、事業的に、政策的にやると、そういう部分について議会はチェエクしなければならないのでは

ないかと。そういう部分に絞ってそれらの理由を考えるかどうかというのがどうかと私は思います。 

○委員長（及川 保君） 今前田委員がおっしゃっていることは、先ほども出てきたのですが、議

会側としては早く売りなさいと、こういう時代なものですからなかなか進まないのだけれど、その

意味合においても、特別会計の工業団地含めて、こういったものは分けて考えたほうがいいのでは

ないかということですか。はい、わかりました。こういうような意見もあります。 

当然だと思います。まちづくりにおいて、非常に大きなポイントというか、課題に位置づけてい

る工業団地等々については、ある程度まちの裁量にゆだねないとなかなか進まないと、それも延々

と進まないのです。ということはやはり、各自治体でも非常に苦慮しているところなのですが、条

件を緩和するという、税等々を含めて緩和するという方向に今進んでいるわけです。前田委員が今

おっしゃっていることはそういうことだと思うのです。そういう意味合いで可能なのでしょうか。

前田委員。 

○委員（前田博之君） 私、そのような文言ではなくて、そういう観点からいけば、この 18 年か

らもらっている資料で見れば、この宅地については売る金額は別にして、１区画程度の部分で見て

いけば、大体 300 万円から 500 万円くらいの間ですから、これは町民が求める土地に対する平均的

な価格ですから、そういう部分については、今の土地の動きから見ればそこまで議会はチェエクし

なくていいだろうという考えです。ある程度、逆に言えば町がもっている山林だとか原野だとかと

いう部分が過去の 20 年、保安林を売っているのがありますが、このような形でいけば吉田委員のお

話ししていました町民の大きな財産が、議会が何もわからないうちにかかってしまうということに

対してはある程度財産を公平に守るためには、そういう部分に視点を当てて言っているのです。 

○委員長（及川 保君） そういう考え方で、皆さんいかがでしょうか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今前田委員が言われたこと、先ほど配られた議会改革と住民自治というこ
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とで、住民自治運動が議会改革を一層高めることになったと、総合計画や都市計画、マスタープラ

ンや介護保健計画など議会の議決事件に追加することは「一層の審議の活性化は図られる」と。だ

から土地のことも議会に諮られてくることが大事だろうと、今議論しているわけだから、その中で、

下のほうの自治法第 96 条第１項に掲げられた事項を制限列挙して議決事件を極力制限する従来の

解釈、700 万円とか 5,0000 平米という、大幅に変えるものであると。これから大幅に変えてくるの

だけれど、答申の議論の中で総務省より制限列挙としてとらえられた事業を必要的議決事件、だか

ら 700 万円と 5,0000 平米というのは今のところは必要的なものでしょう。決められていることだか

ら、それに合わせて、条例による追加は状況に合わせて自由にできる「任意的議決事件」という新

しい区分が提起されていたというようなことが書いてあるけれど、これがどういう意味なのか理解

できないのだけれど、条例としてつけていくことができるのか。先ほど言ったように宅地はいいけ

れど、今後は原野とかといった部分に関しては、もしかして工業関係とか事業に使われるのであれ

ば、公害の問題とか、町民の財産、町民の安全、安心のためにはかけるべきではないかとか、別個

条例みたいな形でなるのかという思いでこの記事を読んでいたのですが、意味違うのかな。 

○委員長（及川 保君） これは可能でしょうか。例えば、規定として条例に基づいて規定を別個

に討議するというか、これは可能ですか。前田委員。 

○委員（前田博之君） これあくまでも 96 条、今議会改革でやっていますね。大幅に町が決めれ

ばできると。それは自治権、大きく認めているのです。ですから専決事項も副町長なども専決でき

ないようにして制限してしまうのだけれども、96 条の部分とここで言う上乗せ横出しみたいな部分

で言っている分では別なのです。 

 だから 96 条はこれは該当しませんから、あくまでもこれは別だと。だけど、今後はある程度地方

自治体で裁量権を持ちなさいということですから。だから今は事務局も知っていると思いますが、

この法の解釈だとか、事例どうですかと言っても、道では今教えないのです。今は事例とか解釈し

ないのです。それは町村でやってくださいということになっているのです。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今、附則的なものがどうなのかという話の中で、地域住民の意向に基づき

議決事件を拡大してきた議会の動きが、法令の限定的解釈を変えてきたというのだから、その限定

的なものがあるのだけれど、金額とは別に、解釈をつけることができるのかと、そのように解釈し

ていたのですが。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

               休  憩（午後 ２時２１分） 

                                         

再  開（午後 ２時２９分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 いろいろ議論はあるのですが、この件についてはやはり改正しようという委員会の考え方かと私

はとらえます。それで、この進め方ですが、時代に即したという委員長報告もあるのですが、700
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万円が妥当かどうかも含めて、大勢を 700 万円、もとに戻すべきだという考え方かなととらえてい

るのですがいかがでしょうか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 申し訳ないのですが、仮に金額別にして、その前に理由をつけたり、いろ

いろ説明しなければいけないのです。そうすると、現状の経済情勢と言っても、「何が」となるわけ

です。そうすると事務局、申し訳ないのですが、税務課のほうで２年か３年おきに資産税の見直し

をしたり、路線価格というのが出ているはずですから、過去何回か分のそのようなものを調べても

らって、どれだけ白老も地価が下がってきているのかどうかというのを、そういうものを資料とし

て用意しておいてもらって、きょう決める決めないは別にして、ある程度の根拠を整理して議論し

ておいたほうがいいかと思うのです。 

 逆にそういう部分で議論してもいいけれど、このような資料を出したほうがいいのではないかと

か集めた中でもしそのような条例にするのであれば、改正の理由このようにしましょうという裏的

なものを、皆さんの意見で、感覚で出して調査したほうがいいかと思うのですがいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 今前田委員のほうから、重要な事柄なのです。50 年に改正された時点で

も、その理由というのは明確にされているわけです。我々はそれを前回の委員会の中でも、経過を

知り得たわけですけれども、当然改正案を出すというふうになると、この理由づけというのは冒頭

申し上げたように、非常に大きな、大事な部分だなというふうにとらえますので、そのあたりの資

料なども提示してもらうと。その中で決めていくということになるのであろうと思います。 

 もう一つ皆さんお諮りしたいのですが、今回出さなければならない、９月に実は報告しています。

そして今５カ月になるのですけれども、約半年経過したばかりなのです。その中で町側としては答

弁はやりますと。本会議の中でも町長が答弁しています。さらにこの委員会の中でも、やらないと

いうことではないのだと。国側の今の状況を見極めたいという話を再三にわたってされていますの

で、その時期、今この委員会でやるとすれば３月報告なのです。来月を目指すわけなのですが、こ

れを３月目指してやるのか。それとも、次回の年度明けの６月議会を目指すのか。このあたりも是

非決めておきたいなと。早急に本当にやらなければいけないものなのかということも踏まえて、議

論に加えていただきたいなというふうに委員長としては考えるのですがいかがでしょうか。 

 ９月に報告しましたよ。その中で町側としては、その後の確認はしていないのですこの委員会と

しては。この委員会の中では部長答弁ですけれども、やる方向で考えているけれども今はその時期

ではないということを言っているのです。それは国の動向がかかわっているのですが。 

 その国の動向は別としても、委員長としては「早くやりなさい」という報告をしているわけです

が、それがいつかということは今決まっているわけではないのです。３月でやらなければならない

ものなのか、６月でも充分間に合うのか。このあたりも議論の中に考えていただきたいと思います。 

 今出てきた、きちんとした改正理由、これは町側も、議会も含めて、我々総務文教常任委員会と

しては、こういう結論になったとしても、全体の意見も当然大事なわけですから、本会議にかかる

わけですから、このあたりも十分踏まえた中で、性急に進めていって本当にいいものなのかという

いのもふまえて議論していただきたいというふうに思います。 
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○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

               休  憩（午後 ２時３５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。 

 今、皆さんのこれまでの議論を集計しますと、この条例改正はやはりすべきという皆さんの総意

であるということは、十分委員長としても理解しました。そこで、平成 22 年９月会議の中で、委員

長報告しております。国の動向は充分理解しているけれども、この問題については早急に改正すべ

きという、しなさいという報告をしているのです。そういう中で、今５カ月を過ぎたわけですが、

国の動向も今後厳しいこととなれば、町側としてもなかなか動きが取れない状況であると思うので

すが、いずれにしても、この委員会としては条例改正すべきだという意見でまとまっておりますの

で、今ここで、３月会議の中で条例改正提案をこの委員会がするとかしないとかという。するとい

うことはまとまっているのですが、その時期を本当に３月会議でいいのかと。もう少し、先ほども

意見がありましたように、改正事由をきちんと町側に示すということになれば、それなりの、一定

の期間が必要であろうというふうに考えますので、また日を改めてこのことを議論して、さらに勉

強して、勉強する時間も当然つくりますので、町側との資料を提出いただいたりすることもありま

すので、そのあたり正副委員長にお任せいただいて進めてまいりたいと思うのですが、皆さんの了

解をいただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、３月会議、これ年度替わりでも継続できるのですね。前に確

かやったはずです。年度関係ないはずですね。いずれにしても６月会議を委員長としてはめどに進

めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、前回の会議もありましたけれども、３月会議の中での報告は、

懇談会だけですね。先般の懇談会の内容を報告させていただいて、この土地につきましては継続と

いう形で進ませていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） そういうことで、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 ２時４７分） 


