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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 ４月２０日（木曜日） 

開  会  午前 ９時５９分 

閉  会  午後 ０時０１分 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．町有財産の取得また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 

     会 計 課 長    岩 崎   勉 君 

     主 幹    上 村 幹 康 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日の会議は、前回からに引き続き町有財産の処分または取得のあ

り方についてでありますけれども、この議論をしている過程の中で委員会側からいろいろ要望

事項も出されております。その内容を町側のほうもいろいろ検討をしていただいたという経過

がありますので、まず町側の方からその内容を説明ただきたいというふうに思います。まず普

通財産貸し付けに関する補完検討の内容についてであります。皆さんの手元にＡ３の資料の一

枚ものがあると思いますので、この内容を説明ただきたいと思います。 

岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 前回から財産の交換、譲与、無償等に関する条例と、財務会計規

則を補完するというか、減免の対象とかをある程度明確にしたほうがいいのではないかという

話の中で、そういう要綱を作成していきたいということでお答えしております。その中でうち

として総務課と協議している内容がこういう形としてＡ３判のペーパーとして考えております。

これにつきましては、要綱なのである程度すぐにでも条例の中に取り込めるのかなと思いまし

たけれども、やはり法律等のすり合わせとかありますので、もうちょっと期間がかかるという

形でありますので、今総務課と協議している内容についてご報告させていただきたいと思って

おります。それについては主幹のほうからご報告いたします。 

○委員長（及川 保君） 上村主幹。 

○主幹（上村幹康君） 座って説明させていただきます。今、課長のほうからありましたよう

に、普通財産の貸し付けについてということの期間をこちらのほうでは明記が足りないという

ことで、このようにまず書きたいと思っております。 

表の１ということで、読ませていただきます。 

(１)、臨時的使用を目的として土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、２年。 

(２)、建物の所有を目的とし、借地借家法第 22 号に規定する定期借地権を設定して、土地

及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、50 年。 

(３)、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、借地借家法第 24 条に規定する事業用

借地権を設定して、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、20 年。 

(４)、前３号を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30 年。 

(５)、臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合は、１年。 

(６)、借地借家法第 38 条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借により建物を貸し付け

る場合は、５年。 

(７)、(５)と(６)を除くほか、建物を貸し付ける場合は、５年。 

(８)、土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、１年。 
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このような区分けで考えております。まず１つ目の、臨時的使用ということでちょっと貸し

てねということでは２年。それから、建物の所有を目的とし、というのは、俗に言う土地の上

に家だけを建てるというようなものを許可するというか認める場合は 50 年を基本としていき

たいと思っております。それから、専ら事業の用に供する建物というのは、工場とかの場合を

想定しております。この場合については 20 年。それから、土地及び建物の定着物を貸し付ける

場合ということで、この場合の定着物というのは電柱だとか電話用の柱とか何かを想定してい

るのですけれども、これの場合だと 30 年。臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合は１

年。借地借家法 38 条に規定するというこれは工場としての中だけ、上屋だけを借りたいとかど

うのこうのというようなものについては５年。それから、７番目の建物を貸し付ける場合とい

うことで、中を間借りしたいとかどうのこうのというのは５年というふうになっております。

８番目の土地及び建物以外のものというものですが、これはありまして、うちでいうと看板で

す。この場合はうちの規定の関係でいきますと、看板の面積でお金を頂いております。土地で

はなくて、看板の面積。このようなものを貸し付ける場合は１年ということで更新をかけてい

くということでございます。その次に、土地を利用するために必要な物件を土地と共に貸し付

ける場合は１年という８番目、土地の貸付期間の範囲内でこれを貸し付けることができるとい

うことで、ものによっては５年とか３年でいいよというものがありましたら、その範囲内で貸

し付けをしますということです。あとは３番目に書いてある貸付期間は２、３、７による貸し

付けを除き、これを更新することができるということで、ただし更新のときも貸付年数を超え

た契約はしないということで、先程の表のように２年、50 年、20 年、30 年と書いてございま

す。更新のときもこの年数の範囲以内で貸し付けますよということを書き入れます。そして、

１と５の貸付期間は更新する場合でも。ということですけれども、３年を超えることができな

い。要するに短期で借りたいのだと言っているのに毎年毎年５年も 10 年もと、こういう話には

持っていかせないようにすると。言葉が悪いですけれども、そのように考えてございます。こ

れが期間の考え方でございます。 

次に、２ページ目でございますけれども、普通財産の無償貸し付けまたは減額貸し付けにつ

いてということで説明させていただきます。うちの条例で、財産の交換、譲与、無償貸付等に

関する条例の第４条がこれにあたりまして、この内容を読ませていただきますと、「普通財産は、

次の各号の一つに該当するときは、これを無償または時価よりも低い価格で貸し付けることが

できる。」というふうに書かれております。この低い価格で貸し付けるというものを私の方では

減額条項と書いておりますけれども、その中で、１項１号、「他の地方公共団体、その他公共団

体または公共的団体において公用若しくは公共用または公益事業の用に供するとき。」というふ

うに書かれてございます。２号につきましては、「地震、火災、水害により普通財産の貸付を受

けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。」と。この２つでございます。それ

で、２番目のほうはそういう災害にあわれた方については安くしますよということは簡単にご

理解いただけると思うのですけれども、問題は１番のほうで、ここで公共団体その他の公共団

体、または公共的団体においてとございます。この公共的団体ということがうちのほうではど
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ういうことを言うのか定義がございません。いろいろな形の中で、これは公共的団体ではない

かというような判断になっておりますし、また、公共用とか公益事業というこの内容もあいま

いでございます。そこのところを客観的な見方をするような文言を設けてはどうかと考えてご

ざいます。 

それで、一つ目の公共的団体の定義というものを考えております。この公共的団体というも

のにつきましては、地方自治法の第 157 条の公共的団体と同じ様なものにしようと考えてござ

いまして、ではどのような団体が該当するのかということを例としてあげてありますが、産業

経済団体という形でありますと、農業協同組合、森林組合、漁業組合、商工会議所、商工会、

観光協会という形でございます。厚生社会事業団体というと、社会福祉協議会、社会福祉団体、

赤十字社等が例示されておりました。それから教育文化スポーツ団体という項目ではＰＴＡ、

文化協会、体育連盟、何何協会というところでございます。それから地域活動団体という項目

では、町内会、自治会、区長会、婦人会、青年団、老人会等が該当するよと。その他に、非常

勤公務員による団体、交通指導員、消防団、民生児童委員協議会、保護司会という内容でござ

います。こういう人の集まり等のところを申し上げております。その他公共的な活動を営むも

のはすべて公共的な団体に含まれ、公法人・私法人を問わないということでございます。そし

て②でございますけれども、公共団体の事務所が白老町内以外の区域にあっても、その支部な

り、出張所が町内に設けられている場合、さらには支部、出張所も設けられてはいませんけれ

ども、その活動が明らかに白老町内で行われているものを含むものと考えたいと思っています。

３番目ですが、公共的団体の取り扱いにおいては、付属機関、公社、事業団、第３セクター及

び地方自治体が任意に加入している団体、協議会等は含めないということでございます。 

二つ目でございます。ここで公益的事業の判断基準というものを考えさせていただきました。

公益的事業の認定の判断にあたりましては、定かなものは現在ございません。それで、３ペー

ジ目のほうを見ていただきたいのですが、公益事業の認定基準と四角で囲ったものがございま

す。これはＡ項目と公益事業というところを引っ張り出したのですけれども、これは公益法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律というものが２年前にできておりまして、その中で公

益法人、公益財団法人の認定を国が行うにあたっての基準でございます。こういう事業をして

いるところを公益事業団体としていきましょうという項目が出ておりましたので、それを列記

させていただきました。これで、Ａ－１からＡ－22 までございまして、本当はＡ－23 までござ

います。Ａ－23 は政令等で定めるというものでございますが、これはまだできておりません。

それでここでは省かせていただいております。Ａ－１で学術的、Ａ－２で文化振興、Ａ－３で

障がい者、４番目で高齢者の福祉、５番目で就労支援、６番目で公衆衛生、７番目で児童、青

少年の育成、８番目で勤労者の福祉向上、９番目で教育、スポーツ等で健全な人間性を涵養す

るという事業、10 番目で犯罪の防止または治安。11 番目で事故または災害の防止。12 番目で

不当な差別、偏見の防止。13 番目で思想、良心、信教、表現の自由及び擁護を目的とする事業。

14 番目は男女共同参画、よりよい社会の形成の推進。15 番目で国際総合理解、開発途上国への

経済協力。16 番目地球環境の保全、自然環境の保護・整備。17 番目で国土の利用、整備、保全。
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18 番で国政の健全な運営の確保に資することを目的にする事業。19 番目で地域社会の健全な発

展を目的とする事業。20 番目で公正かつ自由な経済活動の機会の確保・推進・活性化・生活の

安定向上。21 番目で生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保。22 番目で一般消費

者の利益の擁護または増進を目的とする事業。というような項目が国でいう公益事業というこ

とで書かれておりました。ただ、ここで一つあるのですが、これはあくまでも国で書かれたも

のでございまして、ちょっと網がかかっているところでうちにはそぐわない文言がございます。

例えばＡ－10 番目で治安の維持だとか、15 番目でいくと開発途上国の援助だとか、国土の利用

はあるとしても、18 番目の国政と書かれているものは、町のと変えなければならないのかなと

か、それから 21 番目のエネルギーの安定供給の確保とここまで言い切るものが町でどうなのか

なというのがございまして、これらの言葉についても整理をかけていかなければならないかな

と考えております。ただ、この大きな公益事業の項目としては、私はこれは使えるのかなと。

判断基準の中で使えるのかなと思っています。それで、Ｂ項目でございますけれども、これは

言葉をアレンジさせてもらっていますが、不特定かつ多数の白老町住民の利益の増進に寄与す

る事業であるかどうかというものとの判断基準を設けさせてもらいました。それで、下にＣ項

目ということで、さらに事業体としての目的としては、例えば学術ですとか、不特定多数の人

が来ることを目的としていますよとかあるのですが、さらにＣ－１で貸付先が行っている事業

に明確な公共性、公益性が認められるかというものをつけさせていただきました。要するにこ

の公益事業の認定のほかに個別にまたさらに事業で出てくると思いますので、その団体として

はそういう公益事業の団体なのだけれども、実際に土地を無償で貸してというときはまた個別

の事業になっていきますので、その公益性がその事業に認められるかということと、それから

２番目、町行政が支援する事業もしくは各種施策遂行の補完・充実に寄与する事業であるかと

いうのも視点として入れさせていただきたいと思っています。Ｃ－３番目、無償にしなければ

その用途の施策目的が達成できないものかどうかと。収益が上がっていて何も無償でなくても

いいのではないかというものも中には出てくるのかなということで入れさせていただきました。 

２ページ目に戻ります。３つ目でございます。４条の第１項１号のところで、時価よりも低

い価格で貸し付けることができるという言葉についてでございます。ここのところについても

記述等がありませんでしたので１号、２号に該当する団体で普通財産の建物若しくは当該建物

の一部を貸し付ける場合において、「建物の火災保険相当額等を除いた経費部分を減額対象とす

る」という言葉を入れたいと思っております。要するに火災保険部分以外にかかる経費等につ

いては、その部分は減額しますよという言葉で整理をかけていきたいと考えてございます。 

４ページ目でございますけれども、これは補完的な資料でございまして、先ほど申し上げた

地方自治法の 157 条の条文を書いてございます。この 157 条の中では、首長がその公共団体等

と言われる団体等についてある程度の指揮監督をすることができる団体ですよというような範

囲を書いてございます。それからその範囲内で公共的団体というように認定すると書いてあり

ますので、その文言を入れております。それから２番目のＡ項目についてというものにつきま

しては、どこから引用したかということを書かせていただいております。それと、その他でご
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ざいますけれども、これを変更かけてでき上がったとしても現在貸し付けているところについ

ては、町といえども民法の適用となることからむげなことはできないので、現段階での契約期

間はみなし規定と申しますか、それは認めるよと。だけど契約の更新だとかのときは変わるよ

というような期間を設けさせていただきたいなという。整理をかけて今現在総務と協議してい

るところでございます。その内容でございます。 

○委員長（及川 保君） ありがとうございました。委員会のほうで出された課題について、

町側としてかなり細かく規定をするような形で案として示されました。これは即乗り移るとい

うことではありませんので、一応この内容でどうかという案で示されたわけですけれども、皆

さんのほうからこのことについて意見があれば出していただきたいというふうに思います。よ

くここまで検討していただいたなというふうにまず敬意を表したいというふうに思います。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） どうもお疲れさまです。本当に、ここまで細かく出されてこれからこ

れを具体的にしていくのではないかと思うのですが、その中で、普通財産の無償貸し付けまた

は減額貸し付けについての、これが一番私たち総務でもきちんとした明確なものが必要ではな

いかということで提示申し上げたのですが、そういった中で、地方自治法第 157 条に基づいて

こういうふうにされたということも伺いましたけれども、こういうふうに一つ認定の基準を出

されましたけれども、今後大事なことは、使用料・手数料の減免・減額をやったときに、Ａと

かＢとかＣとかで、それで減免・減額の割合とか出したのですけれども、これに当てはまる白

老町のそういう貸し付けしているとか、そういったところを全部これに今当てはめていく作業

もこれからされていくのですね。その上でまたどういうふうになるかということの、そういう

ふうにきちんと当てはめて、それで今後その減額したり譲与したり交換したりとかという形が

でき上がっていくというふうにとらえて。この説明で聞いた中では、どこそこはどういうふう

に入るのかとかはまだちょっと頭の中では私たちは整理できないのですけれども、この条項、

これ全部認定基準とかでき上がったときに、今後白老町のそういった貸し付けしているとか減

免しているとか全部それに当てはめていって、今後それに対して対応していくという形になる

のでしょうね。どうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 現状でいけば、普通財産につきましては減額という形はほとんど

やっていないのが実情です。要は有償か無償か。あと減額しているのは建物をお貸ししている

中で、本当は無償なのですけれども保険等だけは払ってもらうとそういう形で今やっています

ので、その考え方は踏襲して有償か無償かという判断で、要は使用料を減額するという考え方

は今ちょっと考えてはいないのです。それはずっとこれからもちょっと踏襲していきたいなと

いう形で考えています。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 減額とかそういうことはほとんどないということなのですが、今ずっ

と考えていて、かなり無償化、有償化ということになるということなのですけれど、今の白老
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町のそういう貸し付けをしたりとかそういった部分で、かなり変化する部分とかでてきそうで

すか。大体これをやりながらあそこはこうかなというのはまだそこまでは考えないで、ただ基

本的な基準だけを決められたということですね。これでかなり今まで以上にお金がかかるよう

な施設というか、事業をやっている人だとかそういったここは出てくるなとかそういったもの

は大分変動がありそうか、それともこの基準をつくっても余り変動がなくこのままスムーズに

いきそうなのかなというのは検討する中でどうでしたか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） そうですね。この団体等の検討の中ではほとんどが、今の無償で

の対応ができるという形ではあります。一件か二件ちょっと問題があるかなというのはありま

すけれども、ほとんど町内会等も無償でいけるのではないかなと思います。 

○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） この問題についてなのですが、こっちとは関係ないのかなと思うの

ですけれど、最近新聞で、安平で問題がありましたよね。条例か何かに違反して無償で貸して

いるのではないかということで監査請求が出まして、新聞で出ているのですけれども、それと

の関係から言えばきちんと書いてありますけれども、これをやることによって裁判で請求され

るほうにも考えるもので、それらをきちんとクリアするような形で今回はこういうのをきちん

と決めていくという考え方でいいのか。 

それともう一点、今そういう心配のある、判断が分かれるような形のものが現実にあるのか

ないのかその辺だけ。 

○委員長（及川 保君） 岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） こちらも安平にはちょっとびっくりしていたのですけれども、こ

の中で言えば、ちょっと今考えているのが判断基準として３ページのＣ－２のところなのです

けれども、町行政が支援する事業もしくは各種施策遂行の補完・充実に寄与する事業というも

のから、安平もこちらのほうは無償で貸していけるのかなというふうには考えております。問

題的なものとしては一応２点ほどございます。似たようなものですね、竹浦の温泉区のエコラ

イフ暖炉ですね。それと生田さんのほうにあるさくら。そこが社会福祉の中で言われればそこ

が該当するのかなと話しておりました。ただそれは、町の考え方としてはそういう介護施設と

いうのですか、それを町としてちょっと足りない中でその計画の中でつくっていかないかとい

うような形ですので、それついては問題がないのかなというふうには考えてはおりました。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 公益的事業の基準をつくるということで、これはこれでいいと思うの

ですけれども、その基準の判断なのですよね。Ａ、Ｂの要綱を加えて、そしてさらにＣ項を加

えていくと。これはＣ項になっていくとそれぞれ判断というのはあいまいになっていく。基準

はあってもどう判断するかということになると大変な問題になります。だから誰が判断するか。
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これは一方的に役所が判断するよというのか、あるいは判断の審議会か何かがあってしなけれ

ばならないのか。そのあたりはどういうことになりますか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎課長。 

○会計課長（岩崎君） ちょっとそこまでは考えていなかったのですけれども、今この現状の

中でいけば、申請が上がった中で役場の内部で協議して判断するという形でいきたいとは思っ

ております。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 具体的な項目ならこれは判断基準と。誰が見ても当てはまると。これ

は公共的に認められるかどうかなんて判断になったら、補完・充実に寄与する事業であるかな

んていう判断になると、極めて人によって判断があいまいになっていくわけです。だからそう

やって考えていくと、Ａ－13 なんかは思想、良心、信教、表現の自由及び擁護を目的とする事

業なんていうことになると、かなり範囲が広いのです。その思想的に、信教的に、これが不特

定多数の住民に寄与するかどうかなんてことは極めて難しい判断になりますよね。だからそう

いう問題が出てこないのかなと漠然とそう思っただけなので。 

○委員長（及川 保君） 先に今の質問なのですけれど、事前に上村主幹のほうから説明があ

ったのです。この部分については何点かあるのですけれども、網かけの部分で。この部分は町

としてこれは対応できるのかという部分が検討課題なのだという説明があった中で。 

岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 今委員長が説明したとおり、ここの 13 についてはこちらも問題が

雑駁として、ちょっとはっきりしていないので。これについては網かけもしているとおり検討

した中では削除もできるのかなと考えております。余りグレーになるようなことはしないよう

な形での位置づけというか、そういうものをしていきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） まだ、この認定基準は正式なものではないと言っていたのですけれど

も、１ページ目でした、すみません。土地および建物以外のものを貸し付ける場合ということ

で看板と。私が想像するのは大きな看板で、道路のふちにあるようなものを想像していたので

すけれども、これ１年と言ったら、あれを一回立てたらほとんどずっと立っているのではない

かなという感覚があったのですけれども、看板が１年というのは通用というのか、立てる側も

１年でまた取ってという、でも３年まででしょう。そしたら土地は１年なのですけれども、１

年おきに更新していけば何十年でもよいということなのかなと。看板に関してだけなのですけ

れども、看板で説明があったから。 

それから４ページの 157 条の説明、補足資料として出ていますけれど、先ほど斎藤委員が心

配されていて、私もそう思ったのですけれども、今後地方公共団体と監督をしていけるという

ことで、やはりその前にダムの話が出ましたけれども、ダムを建てるときにもやはりそういう

施設として本当に適しているかどうか、事業として問題はないかということは、ずっと町とし
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てしっかり監督責任というか見ていくということがあって、それともしずれていくということ

があったら、それは無償譲渡しているわけですからそのことに対してものを言っていけるとい

う、そういうものを残しておくということがあのとき、たしか条件であったような気がしたの

です。ですから、これがあるということはやはり用途にふさわしくないということはきちんと

ものを言っていけるものをここで明確化したのかなと思ったのですが、その辺ちょっと考えて

もらえますか。 

○委員長（及川 保君） 上村主幹。 

○主幹（上村幹康君） この８番目のお話ですけれども、おっしゃるとおりずっと更新可能だ

というふうに見ています。 

それから、もう１つの 157 条と福祉施設の関係でございますけれども、現在暖炉とか悠悠と

かについては道からの権限移譲で町が監査やっております。そうやって入っていって、今おっ

しゃるような中身とかをチェックして報告するようになっていますので、その辺は町が監督権

を持って入っていくという形が現在取られていると理解しております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 現実に要綱制定したときに、現在貸し付けている部分でボーダーライ

ンというか引っかかる案件はありますか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） うちで無償の貸し付けている中でどうなるかなと思っているのが、

商工会の青年部で、森野のスキー場の近くで町が無償で土地を貸して山小屋を建てているので

すけれども、それについてちょっとうちも青年部のほうにどういう使用をしているかとか、そ

ういうことを確認しているところです。言ったとおりこちらとしてそれが青年部だけで使って

いるのではなくて、町民の方々にも開放しているのであればこのまま無償でいけるかなと思っ

ているのですけれども、青年部だけで使っているとなればちょっとその辺はだめだなというこ

とで考えております。 

○委員長（及川 保君） それでその中身を今精査しているということですか。 

岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） そうですね。青年部にどういう使用の仕方をしているかと問い合

わせをしながら、これが決まればその中で判断していきたいなと考えております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうですか。それで皆さんよろしいですね。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。１つは私が関係する萩野神社の件なのですけれども、

あれは一応土地を借りて無償で使わせてもらっているのですけれども、これが例えばどうなっ

ているのかと。余り言うなと言われたのですけれども、いずれこの話は出てくるものですから

その辺の見解を聞きたいのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 岩崎課長。 
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○会計課長（岩崎 勉君） 神社の関係でいけば、萩野のものは共生財産の中です。あと社台

と北吉原にあるのですけれども、前ご説明したように判例というか、裁判の判決待ちという中

で考えております。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） これでいくと３ページのＡ－13 信教に入るのです。ですから何と

かこういう形で無償でしてもらうようにしなければならないのかなと。というのは、言いわけ

するわけではないですけれど、神主がいるわけでもないし、宗教としての行事をするわけでも

ないし、ただやるのは１年にお祭りをやるのと、それから年末年始の初詣やるだけなのです。

あとはなにもやらないということで、すべてが町内会で管理しているのです、これは。そうい

うものですから。 

○委員長（及川 保君） 岩崎課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 一応そこはちょっと考えたいと思っているのですけれども、もし

判例の中で、あれが見たとおり町内会でやっている中でも、その分についてはお金を取るべき

だとなってしまえば、その辺はまたご相談させていただきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） 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、この案を委員会としては了解しました。こういうことで

とらえていただきたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時３８分 

                                         

再開 午前１０時３８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

それでは、町側の説明、課長以下ありがとうございました。 

次に、前回この委員会が町側に対して条例改正も含めてどう検討していただけるのかという

ことで正副委員長にいただきまして申し入れをしております。副町長、財政部長、対応いただ

いたのですけれども、その結果が１枚もので皆さんのお手もとにあります。 

局長のほうから説明をいただけますか。 

○事務局長（千石講平君） 前回２月 14 日、今委員長がおっしゃられたとおり、町のほうから

今までの経緯を踏まえて山林原野についてただし書き等ももって改正等できないかということ

で、基本的にはその意向を酌んで改正の方向でということで町側のほうは検討したいという回

答がその場でありました。それで、その方向について条例改正等の技術的なことで問題がある

かどうか、どのような形で臨んだらいいのかということで条例の所管であります関係のところ

に問い合わせて、それが可能かどうかという判断をいただいたというのがお配りしている文書

でございます。文書の中身を結論から言いますと、法のほうで予定価格 2,000 万円、土地につ

いては面積で 5,000 平方メートル以上という規定があります。この規定においては、部分的に
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地目であるとか、ただし書きを設けて個別な設定をするとか、そのような事案を想定はしてい

ないということで、これについては資料の回答の中で地方自治法施行令第 121 条の２関係で別

表第４で表記している土地について、地目（山林・原野・その他の地目の土地）等により細分

表記はできない。また 2,000 万円、あるものについては 700 万円というような形になる表記も

できないと解釈するというような回答をいただいているということで、町側としてはそういう

意向はあるものの、現実の条例改正をする手だては取れないというような回答でありましたの

で、その経緯だけご説明申し上げます。 

○委員長（及川 保君） つけ加えて皆様にお伝えいたしますけれども、この委員会の中でそ

ういう方針が示されましたので、正副委員長で申し送りをしたときに副町長はわかりましたと、

議会側の意志として十分検討させていただきたいと、前向きに考えていただくということでそ

のときには回答を得たわけです。そんなものですから私たちも安心していたのですけれども、

それも今局長から説明があったように、規則でこの条例を細分化すると、規則で新たに分けて

考えるというのは法律上厳しいと状況に至ったというような、後日そういう情報は得ていたわ

けなのです。しかしながらこの委員会としては、当時の委員会の中でも条例改正はするべきだ

という考え方だったものですから、当日改めて皆さんと議論したいという考えに至ったわけで

あります。その件も踏まえてこの件を委員会としてどのようにとらえていくかということを一

点と、この調査事項というのは前期から引き続いて実施しているわけでありまして、その部分

も含めて皆さんと議論をしていきたいと思います。 

確かに委員会報告の中で、これは前の委員会ですけれど。昨年といいますか、例えば９月の

報告で、実は早期に条例を改正することが必要だよという報告を町側にしているのです。その

中で、今町側から国の地方自治法の改正の部分の中で時機をみたよという回答もありまして、

町側は全くやらないということではなくて、前向きに考えているよという回答ではありました。

ただ、その今の国側の動向を見ているということなのですけれども、今日の日本のこの状況を

見ていると、とてもそのことが近々検討されて改正されるというような状況ではないというこ

とをまず１つ認識していただきたいなというように思います。ですから、我がまちのことにつ

いては我がまちがどういう形で進めていくかというのは、独自のきちんとした対応も必要なの

かなと委員長としては思うのですけれども。 

堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） みんなで議論をしていただく前に、何となくわかっているのかわか

らないような感じなのだけれども。要するに今ある法律、自治法上は予定が 2,000 万円と面積

5,000 平米、これは変えられないのだよということを言っているのですか。 

それともう１つは、こうなっているのだけれども、それは地方自治体でこれに変わるやつを

決めても、それはそれで差し支えないのですよというものなのか。その辺はどうですか。 

○委員長（及川 保君） 今議長のほうからありましたけれども、土地 5,000 平米、今 2,000

万円という話がありましたけれども、この土地の面積については動かすことはできないのです、

法律上。ただし、価格については市町村のそれぞれ取られている対応も皆さん承知のことと思
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いますけれども、この部分についてはそれぞれの自治体が、公共団体が設定できると。2,000

万円を超えてはできませんけれども。その状況でありますから、この２つが一体となってだめ

ですよということではないのです。 

局長。 

○事務局長（千石講平君） ちょっと先ほどの私の説明、不足している部分がございましたの

でもう一度言わせていただきたいと思います。今委員長が言ったとおり、もともと法律では 700

万円というふうに定めていたものです。それが白老町議会において 2,000 万円の現行に上げた

ものでございます。前回副町長初め町側のほうに申し入れたのは、全体の 2,000 万円を動かす

ということではなくて、一方では議会としても工業団地等の土地がスムーズに売れるようにと

いうような話も意見も出している中で、心配される白老町の原野とか山林の将来計画のかかわ

るもの、この部分についてのみただし書き等をもって金額を 700 万円がいいのか、それに近づ

ける形の変更を検討できないのかと、このような申し入れを行った中での回答ということで押

さえていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。今また補足しますけれども、工業団地、臨海とか

いろいろ大きな町の課題となっている部分があるのです。ここについては早くとにかく売りな

さいという、議会側として町側に示しているのです。そうですよね。であるならば、この部分

についてはある程度町側の裁量を与えておかないと、これに縛りをまた入れてしまって、なか

なか売れないという状況をつくってしまうのはまずいということもあって、附則というか工業

団地等々分けて、一般財産と普通財産と分けて対応できるような形を取ってくれと、そういう

ようなことで前向きに検討したいという回答があったということなのです。それが今実際には

それは分けるというのは法令上難しいという回答があったということで、もしこの委員会が対

応するのであれば、工業団地等も含めた一体の中で条例改正をするのか、現状のままで運用し

ていくのかということを今この委員会で議論していただきたいのです。私どももそれはできる

という思いでいたものですから、町側の判断で。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） １つは委員会報告にあるように、国の動向を見定めて近々そういう変

更もありうるという見通しの中で、そこのところもちょっと緩和しようという話をしていたわ

けですよね。それがまったく今の状況ではそういう動きは出てこない。だから前の規則がその

ままずっと生きてきて変更はありませんというふうに解釈した。そういうことですか。全部前

の規則によって今考えなければならないと。 

○委員長（及川 保君） そういうことでもないのです。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５２分 

                                         

再開 午前１１時０８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 
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およそ内容は理解されたかなというふうに思います。あと、この委員会としてどのような対

応をしていくかということでありますけれども、皆さんのご意見を伺いたいというふうに思い

ます。確かに町側は国の動向を見てやると言ってはいるのですが、できれば動かしたくないと

いうふうなものも１つあると。 

もう１つは工業団地、臨海を含めて特別会計、一般財政に変わりましたよね、普通財産に。

このこともとらえて議論していただきたいと思います。ご意見あります方はどうぞ。 

前田委員 

○委員（前田博之君） 結論は別として、今土地の公示価格の推移を見たら、かなりやはり変

わっているのですよね、当時から見たら。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、その今の資料をまずお話してから。前回でしたか、前田

委員のほうから路線価格、路線価といいますか。この状況を過去にわたって資料提出してくれ

という要望が出されておりました。それの回答がここに。ちょっと分厚い資料が。ちょっと動

員かけてつくったようですので。 

前田委員、今この状況を踏まえてどうぞ。 

それでは、千石局長。 

○事務局長（千石講平君） 前回、前田委員のほうから資料の要求がありました。白老町にお

ける路線価について担当の財政税務課のほうから出していただいたのですが、ご覧になってお

わかりのとおり、３年ごとに評価かえという形で出るものなのですが、平成３年と平成６年で

数字が大きく動いています。これについては平成３年までは白老町独自の路線価という形で出

してきたと。平成６年以降は国に準じるような形で計算式等を変えた中で変えてきたとそうい

うところがあって、大きな動きがあったというところでそこら辺については傾向というところ

だけで押さえていただきたいということで、私からはこれにかわるほかのものはないかという

ことで毎年国のほうで出しています公示価格、これがありましたので昭和 49 年から平成 23 年

までの部分、これは白老町の土地にかかわる動向を全部調べまして、とりあえず一覧にしてき

たものです。本来であればこれを表にするとか、全体の傾向を把握できるような形にするのが

ベストだったのかもしれませんけれども、ちょっとそこまでに至らなかったので、その辺は申

しわけなく思っておりますが、この中で各町内の定点の動向を書いていますが、この定点がず

っと 49 年から動いてないというところが一点もございません。途中で定点が変更になってござ

いますので、これにつきましてもここ数年の傾向という形で途切れたところはその途切れてい

る別のところの地点の金額をもって上がっているのか下がっているのかその幅はどうなのかと、

そのような形でここを見て、申しわけないのですが一番ずつ判断していっていただきたいと。

それをわかりやすく表記するのはグラフ等で表記するのが一番妥当だったかと思いますが、現

在これが精一杯のところの資料でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） かなり面倒な作業をしていただいたということの説明がありました。 

これを踏まえて、前田委員、この件について。 
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○委員（前田博之君） 局長からありましたけれど、表とか年度対比とか出ていませんけれど、

これから見ると白老の高砂でも１万 4,000 円の１万円といったら４割くらい減ったということ

ですか。そうですよね。末広でも１万 6,000 円が１万 2,000 円ですから。4,000 円落ちていま

すから４割くらいなのかな。北吉原もかなり１万 3,000 円のものが 8,600 円くらいになってい

ますし、こういう推移から見ればかなり前にもらった全国における地価の累積変動率と大体あ

うのかなと。そうするとうちの町としても当初 2,000 万円に上げた時期から見れば、かなり地

価も下がってきていますので、それらに対応した予定価格的なものも取り入れていく必要があ

るのかなとは思います。それは生きている行政になるのかなと、こう思います。そういう認識

を我々がどうとらえるかということだと思います。それと一言言いますけれども、委員長がお

話しましたように、工業団地とか臨海だったり、そういう部分から言えば一般会計になりまし

たので、販売促進するためにこれを下げたから今の財産取得の議会に付すべき財産の取得過剰、

価格を下げたからと言って販売促進には支障はないと思います。ということは、土地について

は契約を結ぶ時にはすべてのものは整理されて出てくる問題ですから、それを僕の体験上から

言ってもそれは理由には当てはまらないと思います。 

○委員長（及川 保君） 議会が当然議会側としても今までの工業団地についてはとりあえず

早く売りなさいという働きかけを町側にしてきましたよね。それがその価格を下げることによ

って売れるとか売れないとかそういう判断としてとらえてほしくないなと私は思うのです。議

会側として何だそういうことも知らなかったのかという話で、事後でそのことがそういう事態

が発生するということが、非常にチェック機能を果たしていないなという観点からすると、要

は各自治体がそれぞれまちまちですよね。5,000 万円というところあるでしょうし、700 万円と

いうところもありますね。そういうことで、それぞれのまちがきちんと議会側にその過程を示

していくという説明をして議会と一体となってまちづくりをするという観点からすると、700

万円にするのか 1,000 万円にするのかそれは別としましても、きょうのこの価格の状況、不動

産の。この状況からすると、前の委員会の中でも確認したとおり全員がきちんとチェック機能

を果たしていく必要があるのではないかという総意だったわけであります。そういう部分もと

らえて議会としてどうするか。これがチェックをすることによって売れなくなるとか売れると

かそんな話ではないのです。そこを皆さんきちんととらえていただきたいと思います。それが

前田委員のおっしゃったことであります。このことは既にこの地方に裁量を任すという取り組

みも今まさにしていたのですけれども、今の日本の国政をみると、とてもこの法改正に至るよ

うな状況はどうも難しいなという状況にあるわけでありまして。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 記憶が大分薄れてしまってぼんやりしているのだけれども、経過で言

うと 700 万円だったやつを議会がその時代の要望から 2,000 万円に上げるという方針をして上

げたものでしたよね。それを今また時代が変わって、またもとへ戻すのだと、こういうことが

いかがなものかという、その辺の判断は難しいのだなと思うのですが、そのあたりの引っかか

りというのは私どう考えていけばいいのかわからないのですけれども。 
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○委員長（及川 保君） 今斎藤委員がおっしゃっていた部分については昭和 39 年。700 万円

に条例化したのを昭和 50 年の４月に現在の 2,000 万円に変更したのです。それで、きょう見て

いくと昭和の 86。ですからこれでいくともう 36 年たっているのですよね。そして、先ほど前

田委員から出た全国の地価の変動率、資料が出されていますけれども、かなり下がっているの

だと、ピーク時から比べても。この状況を判断して、このときも実は議会側から条例改正して

2,000 万円にすべきと、どんどん売れている状況でしたから、議会側は決算報告で示したので

す。それを町が受けて改正に至ったという経過があるのです。ですから今斎藤委員が難しいと、

本当は町と一体となって取り組むべき事項ではあると思うのです。部長の答弁でもやらないと

は言っていないのです。それがいつになるかというには。だからそういう考えもあるわけです

よ、町側としても。ところが理由が地方自治法が変わる可能性が高いと。それが変わったとき

に町としても動きたいと、合わせて。 

それともう１つは、今その一件もそういう状況がないと。土地を売るとか売らないとか。今

後も想定されていないという中で、条例改正はすぐしようという状況は考えていないと。もう

１つは部長の答弁の中でもつけ加えておきますけれども、議会側に対しまして事前説明、それ

から契約云々は別にしても、そのところは議会との意思疎通を図る必要があるかなということ

は、価格は 2,000 万円だったとしても、それ以下で契約が出されたときにその事前に説明はす

る必要はあると考えているという答弁はありました。ただ、これは必要かなということであっ

て、やりますと、今後は議会側に説明しますという答弁ではなかったと考えております。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 結局メンツの問題や何かではなくて、時代の変化に伴ってチェックを

していくのが議会の機能なのだということから考えれば、それを時代の変化を正しく解釈でき

るかどうかということが私達の仕事であって、それは何も構わないのだということが１つ。 

それからもう１つは、今の地価の変動によってそれを上下させることも土地が売れるかどう

かという問題とは大して関係ないのだという、委員長が先ほどまとめたような、そこの部分で

我々は解釈すべきだということでいいのですね。そこが基本になるわけですよね。縛りをかけ

て町がまったく動きづらくなるかというような、そこのところの部分が一番問題になるのかな

と思うけれども、そうでなければやっぱり今の変動価格に合わせながら対処すべきなのだなと

いうふうに解釈しますけれども。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど、局長のほうから説明があった平成３年から６年、３年まで

は白老町独自の路線価という形で決めていたと。これは単位が同じですね。その中で平成３年

というと 2,000 万円になったのはそれからはるかに前なのです。そういう観点でこのときにさ

かのぼって考えると、これを基準に売買されたと思うのです。この路線価を基準に。そのとき

の 2,000 万円に 700 万円から 2,000 万円に決めたのだけれども、そのときの土地の価値観と今

の６年から急に国の基準でずっとなって、一気に３倍くらいに跳ね上がっているのです。倍か

ら３倍くらいに。その値段がずっと来て、今半分近くまで４割くらい下がっているのだけれど
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も、独自の路線価でもしずっときた場合には大して変わらないような数字のところもあれば、

若干これより高いような数字になっているところもあるのです。そういうときの土地の価値観

からいって、そのときの状況から見て逆にずっとこの町の独自でやってきたときには余り値段

が下がっているというようには見えないような感じで。そういうように考えられますよね。そ

ういう面からいきますと売れる、売れないとかまったく関係なく、そういう面からすると、別

に 700 万円から 2,000 万円に上げたときも当時の議員さんの考え方はやはり余り少なくしてい

るとややこしいというか、いろいろと変動があるとかないとか書いていてここまで上げたのだ

けれども、その上げたのを今国の基準で価格が上がってしまって、それがまた下がってきてい

るけれども、町の基準としても余り変わらないからその辺でどうなのかな、その辺の考え方も

入れながら決めていったほうがいいのかなと。何を基準に決めたらいいのかというのは非常に

問題があるので、その辺も十分考慮に入れたほうがいいのかなと。急に６年から変わって上げ

ているもので。 

○委員長（及川 保君） わかりました。今議長がおっしゃっているのは昭和 50 年に条例改正

しているので、1,000 万円に。今議長がおっしゃっている、それから十数年たっているのです

ね。ここでは平成６年に急に独自でやってきたものを国の基準と同じくしたわけですよね。大

きく変動しているのだけれども、現実には売れる、売れないについては変化がなかったのでは

ないかというようなことを議長はおっしゃっているのですけれども。今委員会でそのことを私

はちょっと違うなと思っているのです。売れる、売れないのは問題でなくて、議会がどうかか

わったのだと。このまちの一般財産、特別財産あったのですけれども、議会がどうかかわった

のだと。この１点を考えていただきたいのです。売れるとか売れないとかはもちろん売ってほ

しいわけですけれども、売れるものは。そうではなくて、これは町民の財産であるわけですか

ら。一般財産とはいえ。そこを議会がどうかかわったのだというチェックする部分。そこをど

うとらえるか考えてほしいのです。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今委員長が言われたとおりだと思いますし、もう１つここのきっかけ

になったのは、誰が言ったのではなくて、議会の公の場で、竹浦の保安林を売ったときの手続

き上適正であるから条例が上がってきたのだけれども。そのときの価格の設定とかそういうほ

うでは本当に議会がチェックできたのだろうかと。2,000 万円以下はいいのだけれども議論を

見てもどうなのだろうと、そういう部分からスタートしているのです。ですからやはり議会の

チェック機能としてこういう町民の財産をどういう段階の部分でチェックする額が今適正事項

である、どうなのだろうということの議論の始まりですよね。だからそこを中間報告でこうい

う内容の報告が来ていますから、その辺を今どうするかということで議論をしていかないと、

当然条例改正すると言ったときにそういう根拠も必要になってくるから、それはそれで後でど

うとらえているか、理由にするかということはこういう資料をつくれるかと思いますけれども、

根本的な部分で議論をしていかないと進まないと思うのです。 
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○委員長（及川 保君） この委員会では、既に皆さんの意見が統一しているのです。やはり

チェック機能は果たすべきだという意見は統一されているのですから、それは売れる、売れな

いとかは、議長がおっしゃっている、議長はどういう意見ですか。 

○議長（堀部登志雄君） 今前田委員が言ったことが非常に大切だと思うのです。委員長、私

は売れる、売れないとか関係なく議論すべきだよと、そういう趣旨ですから。ただ、ものの価

値観として 50 年に決めたときは 700 万円から。町独自の路線価で、これでやっている範疇で

2,000 万円にすべきだよと議会として出したわけです。それで通したわけです。だけれどもそ

れは平成６年から急にこの数字が多くなっているわけです。３倍に価値を上げてしまっている

ものですから、上がったところの価値で考えるのですけれども、当時は白老町独自の路線価で

2,000 万円まではいいですよと、やるべきだと言っているのに、実質上がっていないのです。

町独自のものから見ると上がっていないのです。若干高いくらいなのです、路線価が。これを

低いときに 2,000 万円までとして、高くなっているのにそれを下げるというのはチェック機能

を昔と今は違うのだと、そういう面で、そういう原点からチェック機能を強化するためにはは

やり 2,000 万円を 1,500 万円なり 1,000 万円にすべきだというような観点で皆さん考える、そ

ういう形にしたほうが整合性をとれるのではないかと思って、そういう観点で言っている、そ

ういう意味ですから。この時点で売れる、売れないとか、そういうことは一切考えないで、チ

ェック機能の観点から、議会としてその辺をきちんとわきまえて出していったら、そういう思

いです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。理解しました。繰り返しますけれどもチェック機能

を果たさなければいけないねと、この委員会で確認し合っているところでありますから。あと

問題になるのはその過程の中で、一方では早く売りなさいと。こういう議会で一生懸命やって

いる中でそれは工業団地としてあったわけです。それがそういう中で正副委員長に任せられて

町側に分けてはどうだと。条例はあった中で規則として細分化できないかと、工業団地を分け

られないかと。工業団地はこれに当てはまらないよというような文言で分けられないかなと。

それは副町長が検討すると、状況を理解していただいたと、副町長には。ところが調査したと

ころそれはできませんと、無理だよという話が出てきたということで。ですから細分化はでき

ないのです。となれば町側も動かないのか、国の動向を見ると言っていますから。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今委員長がお話しされたように町の姿勢としては。町側も前にこの件

で議論したけれども、議会がこういう方向性でチェック機能を高めたり、現状、経済状況を踏

まえた中でどうですかといったときに、今の副町長は前向きにすると言いましたよね。本来で

あればその中で逆にいろいろな資料、事務局でしているのですよ、議会事務局が。出している

ことはいいのです。本来は、もし町側が逆、議会側が提案して言っているのに、拒否というか

上げる意識がないのであれば、こういう資料を整えてこうだからということでお互いに議論し

て到達にたって理解するはずなのです。中間報告ではっきり出しているのだから。そういうア

クションがなくて議会であと言ったのが議会だという、そういう姿勢が、だれかれということ
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ではなくて町側、担当者がそういう質になってしまっているのです。これにずっと、どうする

かと皆さん決めるべき話で、私はどうするという意味で言ったわけでは、こういう１つの流れ

がなってきたときに議会とはどうなのだということが職員に見られてしまうのです。議会がこ

こまでやって一担当のところへ行って副町長が言ったけど、一担当部長に言われて議会がわか

りましたとなったら、議会として重みというか議会の権限はどうなっていくのかなと私は懸念

するのです。皆さんそのためにそうすれというのではないです。先ほど斎藤委員が言ったよう

にメンツのことを言っているわけではないのだけれども、議会としてどうなのかと、ここまで

委員会報告しているから。またそうしたら今度最終的にだからしなかったとなりますよね。そ

の辺も私は少し大きな要素ではないけれども、懸念される材料もあるのかなと思います。先ほ

ど委員長が関係ないと言っていますけれども。 

○委員長（及川 保君） 私も少し言わせていただくと、この議会に対する委員会報告も含め

て、早期に議会側としてチェックできる体制を早急にすべきという報告をしているのです。そ

れも国の動向云々と将来売るというような計画がないという、あのときもそういう話を総務財

政部長はされているのです。ところが我々が町側に申し入れ、委員会報告をしているこの内容

に対して前向きなものがないのです。全く見られないというのは非常に残念な結果で、私はな

ぜこうなのかなと考えている、情けない状況だというふうに考えております。であるならば、

議会側として一定のものを町側に逆に突き付けるというくらいの思いでいるのですけれども。

ただ、副町長はかなり前向きな話で、よくそこをとらえてくれたなと当時実はそう思っていた

のですけれども、分けるということはやはり難しいと、明らかに難しいわけですからこれは町

側もどうのこうのではないのです。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） この議論なのですけれども、やはり副町長がこういった条例はできな

いということが前提で、わからないといったらおかしいですけれども、委員会から要請があっ

たときはそういった思い、それはなぜかというのはやはり 50 年の時にやはり議会側から出てき

て必要性があるのではないかという状況判断でやったということがあったということと、もう

一点は、議会の議論で土地が売れるとか売れないではなくて、これがある以上はこれに引っか

からなければ議会にかけられないということです。それで議会にかけられないで売ってしまっ

た財産が、議員としてそれぞれの、私達はよくわからなかったけれども、ある程度その状況を

知ったときに、やはりそれが本当に適正価格だったかどうなのかということが一度も議会で議

論をされなかったというそういった問題点を指摘したわけですよね。それはやはりその金額の

大きさと今の土地の価格からいくと、かけられてこないものが多くなるだろうと、それでこれ

だけの広い土地が売れて、本当にこの単価でよかったのかということが議会は一度も相談をさ

れないし、議会でチェックをできなかったということに問題があるということで、これの発端

がそうだったと思うのです。ですからそういったことを考えると、私は適正な今の価格がどう

なのだろうかということを今の議会として結論を出して、それに見合った、売れる、売れない

ではなくて、売れたときにその条例に決めた事で議会にかけられることが多くなってきたとい
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うか、それがきちんとチェックできるということが前提ですから、そういった意味では国が変

えてきたらそのとき変えればいいわけです。ただ、今は町議会としてそういった問題も踏まえ

てやはりちょっとかけるには今の設定価格 2,000 万円は土地 5,000 平米も本当は大きいと思う

のだけれど、これは国のあれで変えられないということであれば、変えられる部分をせめて下

げることで、私達が見る、それからチェックできるということが、できるということを前提に

やはり委員会としてまとめて、それに必要な項目、こういった条件があるということも備えつ

けて出すべきだと私は考えています。 

○委員長（及川 保君） 今、吉田委員のほうから議会としてのこうするべきだという意見が

出されました。ほかございませんか。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） それと、今と関係ないのですけれども、やはり財産の交換とか譲渡と

か無償貸出に当たっては委員会で報告したことでこういうことが明確になったら、今後今まで

あったようにそういう判断、なぜあそこに行くとこっちがこうなのだという議論がされなくて

済む。だから行政がそういうことをやることで、私は行政側が指摘されたときにきちんと答え

られるものをつくりなさいということ言っているわけだから、今回の土地の問題もそれにつな

がると思うのです。ここまでのことで議会が納得してここを下げたと、そうしたらかけられる

もの多くなったと、議会で議論されることもチェックできることも多くなったと、そうなれば

向こうはそういう基準で出してくるわけですから、そういったことでは、売る、売らないより

も議会が白老の財産をいかに守って、売れたものに対しても町民に説明できる、そういったも

のをこちらが持てるということが大事なわけですから、そういった部分ではきょう出してくれ

たことは評価するし、私達はまたこれで委員会として言ったことでまたそういうふうになった

ときにまたチェックできたよということがやはり私達は町民に対して財産を守っていくことに

きちんと納得をして、こういう説明を受けてこういう議論をしてやったよということが説明で

きるわけですから、そういうことだと思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員がおっしゃったように、まさにそのとおりで、我々がここ

で意見を申し上げて、もう少し透明性を持たせろと、そういうことを即受け入れていただいて、

ですから私はこの会議の冒頭申し上げたように敬意を表したいと、この一点に尽きると思いま

す。ただ、そういう姿勢が町としてぜひ前向きにとらえていただきたいなということを、この

部分についても是非そのくらいの姿勢を示してほしいなという思いでいたものですから。委員

会としては何とかこの問題を皆さんの全体の一致した意見として前向きに進めていきたいと思

います。 

時間はあと午前中 15 分くらいしかないのですけれども、いかがでしょうか、ほか意見はご

ざいませんか。やはりチェック機能を果たすべきだという条例をすべきだという考え方、斎藤

委員もそういう意見でした。 

副委員長はどうでしょうか。 
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○副委員長（近藤 守君） 全く吉田委員のおっしゃるとおりで。たまたま例の副町長とお会

いしたときに副町長は非常に我々の話を聞いてくれて、わかったという表情だったのですけど、

山口部長がやはり難しいという状況であったので一抹の不安はあった。                     

○委員長（及川 保君） いかがでしょうか。このことについてはまた日を改めて議論してき

ちんと決めようということでどうですか。今これを昼からまたやりますか。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、方向性が見えたと思うのです。それで、今、副委員長もお話しさ

れましたし、先ほど吉田委員が２点お話しされた部分が大方の提案の理由になるのかなと思い

ますので、方向性、前回も議論していますから最終的にここに条例提案を改正するかどうかと

いうことを決定したほうがいいと思うのです。それが決まればあとの手続きは前回もあったよ

うにここの委員会だけではなくて、どういう手続きで他の議員さん方に理解を得るのかという

方法を考えるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） いずれにしてもこの条例改正をこの委員会として目指すということ

になれば、当然委員会提案となるのでしょうけれども、これはやはり議会全体にかかわること

なのです。このことを事前に何らかの方法で全体会議の中でこのことを報告することになるか

と思いますので、このところの技術的な、局長、わかかりますか。条例改正をしようというこ

とになったのですけれども。 

○事務局長（千石講平君） 段階的にはまずこの所管事務調査の委員長報告を先にやって、そ

れをぶつけた中で条例の一部改正という提案になるかと思います。その中で全体の議会の意見

となるかどうかは事前にもう一段クッションを置くのかどうかというのは別として、流れとし

てはまず委員会としてまとめて、それを踏まえた中での条例の一部改正となる形で皆さんに協

議を諮るという形になるかと思います。 

○委員長（及川 保君） ということは、本会議の中で委員会の方向を報告すると。それ以降

なのですね。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５１分 

                                         

再開 午前１１時５８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開たします。 

この件につきましては、総務常任委員会が皆さん全員の意見を見て条例改正をすべきという

方向で決まりました。今後の進め方でありますけれども、本会議の中で委員長報告をするとい

うことでありますから、当然その中身というのは全員がここで確認した中できちんとしたもの

をつくっていくと。本会議にかかるということは、全議員がかかることでありますから、きょ

う決められたこと、さらには前回まで資料を出されているのです。必要とあれば事務局のほう

に用意をさせますので、まず皆さん総務常任委員会の委員でありますけれども、議会の代表と

してこの総務文教常任委員会をつかさどっているわけですから、皆さんに報告するということ
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は当然大事な仕事の１つであります。ですから会派をお持ちの皆さんはぜひこのことを委員会

として決定したと。そしてきょうまでのこの事項を十分説明をいただいて議論いただきたいと。

その議論の中でこれは議会としてのチェック機能をきちんと果たすためにこの決定に至ったと

いうことと、町に足かせをかけることではないのだということを、ぜひ何かそれが町側に不利

益をもたらすようなことではないということを、ぜひ説明ただきたいというふうに思うのであ

ります。それを受けて直ちに進めていただきたいということ。 

それから、次期の日程につきましては打ち合わせをいたしまして決定したいと思いますので、

その指示に従って対応をしていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） もう１つは、この額についてもぜひ皆さんと議論をしてつくってい

きたい。それから報告の内容につきましても皆さんと十分に議論をしてつくっていきたいとい

うふうに思っていますので、ぜひご協力またお願いいたします。 

                                         

   ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の総務文教常任委員会を終了いたします。 

（午後 ０時０１分） 


