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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 ８月１１日（木曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午前１１時５０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 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○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催いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日の会議日程でありますけれど、１月から所管事務調査として取

り組んでまいりました町有財産の取得または処分のあり方について、８月会議の中で条例提案

をしようと、総務常任委員会の総意で提案すると、こういうことに皆さんと取り決めたわけで

あります。その過程での委員会の報告、この報告をきょうの会議において確認して、悪いとこ

ろがあれば直して、さらにつけ加える等々して、皆さんと一緒に確認したいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

前回の会議の中でも昨年の９月会議で報告された、この町有財産の関係の委員会報告がござ

います。これを基本にして、今回の委員会報告というふうにつくらせていただいたのですけれ

ど、確認をしたいと思います。 

これ、まず私のほうで読みますか。局長、きょうの会議の中でそのほかございませんか。 

○事務局長（千石講平君） ないです。 

○委員長（及川 保君） それでは、これ正式な、事務局のほうでつくったものではありませ

ん。私のほうでまとめたものでありますので。まず１つ目の調査年月ですけれど、１月 24 日、

２月９日、４月 20 日、５月 20 日、そして前回７月 20 日で、きょう確認のための会議でありま

す、８月 11 日ということで、計６回の会議を重ねて、議論をしてまいりました。結果的には、

委員会提案をしようという形になっておりますので、その内容を今確認したいと思います。調

査経過、これ、やるべきかどうか迷ったのですけれど、やはりきょうまでの過程を踏まえて全

議員が確認しなければまずいなというのがあったものですから、その部分を抜粋して入れてお

ります。 

（１）として、町有財産の取得または処分のあり方。当委員会は平成 22 年９月会議におい

て、町有地および公社所有地の管理状況について所管事務調査の結果報告を行った。この中で、

①町有地は町民の財産であり、その管理や処分をする場合は、透明性や公平性を十分考慮すべ

きであること、②普通財産の計画的な売却計画の必要性、③台帳整理と管理方法のつづり方方

式をシステム化の構築、④財産の譲渡・無償貸付に当たっての、平等・公平性から条例改正の

必要性を示した。さらに⑤として、土地の売却事件については町側に対し、できる限り早期に

時代に即した条例改正をすべきである。との報告を行った。 

④については、町側も理解を示して条例改正する方向で進めることとなった。しかしながら、

町は、⑤の土地の売却の議決事件については、一貫して現在または、将来も含めて当該する事

案はないということと、国の地方分権のあり方における会議の結果や、法令改正の動向で判断

するという姿勢に変化が見られなかった。 

以上のことから、当委員会は、平成 23 年１月会議において、町有財産の処分または取得の
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あり方についてを次期の所管事務調査とすることを決定し、合計６回の会議を重ねて、慎重に

審議してまいりました。 

調査結果として、現在運用されている土地の売却額 2,000 万円についての条例は、当時いわ

ゆる日本経済が高度成長期の過程であったが、議会が昭和 48 年度の決算審査報告において時代

に即した見直しをすべきという趣旨の報告を受けて、昭和 50 年に改正されたものであります。

当委員会は、（１）として、条例改正した昭和 50 年から既に 30 数年が経過し、全国の地価変動

率が平成初期をピークに下降に転じ、現在に至っていること。さらに、将来にわたって日本経

済の状況が大きく好転するという兆しが見えないこと。（２）として、町財政が大変厳しい状況

下で、議会における監視機能を十分果たすことが求められていること。（３）国も地方分権とい

う観点から、住民に直接的に関係するものについては、地域・住民に直接的に関係するものに

ついて、地方自治体にその裁量を委ねる、という基本的な考えであること。（４）まちづくりは

常に動いているということを考えると、町が言う国の動向を見極めてから着手するということ

では納得できない。 

以上のことから、委員会の総意として、議会がみずから条例改正すべきものと決定したもの

であります。 

こういう文言にしたのですけれど。先ほどの休憩中に申し上げましたけれど、この（４）に

ついては、逆に入れないほうがいいかなという考えが、自分自身つくりながら思っております。

この検討も含めて意見を出していただきたいというふうに思います。 

それともう１点は、昨年９月にこの条例の改正された経緯といいますか、例えば第３条の部

分で昭和 39 年３月は 700 万円だったものを、昭和 50 年４月に一部改正して 2,000 万円にした

と。それから参考として、これは契約のほうなのですけれど、第２条の部分で、同じく 1,000

万円から 3,000 万円に上げているという。この部分を入れるかどうかです。この部分を改めて

入れるかどうか。皆さん知っていると思うから、余り・・・。前回出したものをまた入れても

仕方がないかなというふうにも思います。 

それからもう１つ、この会議の当初の段階で、皆さんのお手元のほうにもあるはずですけれ

ど、議会のチェック機能、前田委員のほうから事務局のほうに出されていたものなのですけれ

ど、町有地の処分に当たって、現状の処分類のあり方について、議会や委員会で議論され、数

人の議員から行政に対し処分額の変更等についての質問等があり、町はその都度検討するとの

答弁で、その後一度も議会等に協議等なされていない。議会のチェック機能を高め、財政改革

プログラムとの整合性を計ることはもとより、議会や委員会の機能を高め、議会の姿勢を示す

ためにも、所管に委員会からの議案の発案という形で行動を起こすべきと思われますと。こう

いう内容の文言、これ、前回の会議ですが、この部分、非常にいいねという話も出されていた

のです。このあたりをきちっとこの中に取り込むか。大ざっぱには入っているのですけれど。

例えば（２）でいう。ただ、きちっとした文言にするためには、この前田委員のチェック機能

を高め、財政改革プログラムとの整合性を計るのだという、この部分もきちっと入れたほうが

議員全体の、議会全体の皆さんに諮るためにはそのほうがいいかなというふうには思います。
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いかがでしょうか。前田委員。 

○委員（前田博之君） この調査経過のほうから、今初めて読んでいって、気づいた部分で行

きますけれど。④の財産の譲渡・無償貸付から、平等・公平性からはいいのですけれど、これ

は条例改正なのですか。規則だと思ったのです。確認したほうがいいのではないかと。条例規

則。要綱等にすればいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時１８分 

                                         

再開 午前１０時１９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 多分、条例か規則か要綱になると思いますので、その辺ちゃんと整理

して、今、現状の正しい文言で入れたほうがいいと思います。 

それと、町は⑤のあって、法令改正の動向で判断するという姿勢に変化が見られなかったと

言いますけれど、この辺ちょっと。という姿勢であって、条例改正の認識が見受けられなかっ

たという、見られなかったと。その辺、委員長、副委員長言っていますから、その辺のとらえ

方を断言していいのか、あるいはぼかすというのか、見受けられなかったとか、見られなかっ

たがいいのか、その辺。条例改正の認識が見受けられたとか、意識が見えなかったとか、その

辺がちょっと言葉の使い方が。 

○委員長（及川 保君） 一たんは理解を示したのです。だから、このあたりが余り強調した

くないなという思いが、実は委員長としてあるのです。今前田委員のほうから指摘がありまし

たように、まちは全くやらないということではないのです。さっきも説明したように、国の動

向、それから現在、将来も含めて、そういう事案は今、現在ないと。こういう２点があったの

ですけれど、議会側がそういう議論であれば検討しましょうといった、そういう状況にはなっ

たものですから。どうしましょう。前田委員。 

○委員（前田博之君） 多分、もしかしたら他の委員からも、どうして町上げなかったとか、

そういう質問が出てくる可能性があるのです。他の委員から、議会の中で。なぜ町のほうが上

げなかったのですか。その辺どういうふうに認識したのか、話し合ったのかということがあり

得るのです。その辺をちゃんと整理しておいて、今言った細かいことは委員長のほうから答弁

すればいいと思いますけれど。その辺が言葉としてある程度使い分けしておかないとどうかと。

どうですか、斎藤委員。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 意味はわからないわけではないけれど。言葉で言えば、変化していな

いその姿勢にこだわったということなのかな。だから、終始したという言葉であらわせば、と

いう姿勢に終始したとか、にとどまったとか、そういうような言い方のほうがよく見えるので

はないですか。 
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○委員長（及川 保君） 姿勢というとちょっとあれですか。考えにとどまったか。皆さんど

うですか。副委員長どうですか。 

○副委員長（近藤 守君） 単純明解に。 

○委員長（及川 保君） 考え方に変化が見られなかった。姿勢と考え方ですね。そうしたら、

この姿勢を考え方にしましょうか。考え方が見られなかったとか、考え方にとどまったとか。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時２６分 

                                         

再開 午前１０時２７分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

この下から４行目の後段の部分、括弧の中の、判断するという考え方であったですね。よろ

しいですね。この調査過程は、皆さんのほうからほかにありませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） それと、⑤の土地の売却の議決事件のところで、一貫してと言ってい

るのだけれど、現在または、将来も含めて該当する事案はないと。一貫という言葉でいいのか

どうなのか。 

○委員長（及川 保君） 私は、変化がなかったものだから一貫してと言ったのだけれど、こ

こもちょっと議論する必要がありますね。前田委員のほうから。 

○委員（前田博之君） これからと言ったのですよね。この中で言えば、町側も、今後もない

よという言い方ですよね。 

○委員長（及川 保君） そうです。 

○委員（前田博之君） 将来にわたってとか、町がそう言っているのですよね。一貫はいらな

いのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 消しますか、消しましょう。議決事件については、現在または将来

を含めて当該する事案はないというふうに。では、一貫してを削りますほかございませんか。

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 真ん中の③の、台帳整理と管理方法のつづり方方式をシステム化の構

築というのは、ちょっと日本語になっていない。ここね。つづり方がすごく悪かったわけです。

そうすると、管理方式とシステム化の構築でいいのではないですか。わかるのではないですか。

つづり方方式というのがどういうふうに引っかかるのか、よく見えてこないのですが。 

○委員長（及川 保君） つづり方方式と言えば、皆さんに、議会全体に。私たちはいろいろ

と議論してきたからわかっているのです。初めて聞く方は、管理方式と言ったって、どんな方

式でやっているのだ。みたいなことになってきてしまうかと思って直接的に入れてしまったの

です。そのほうがわかりやすいと思って。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時３０分 
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再開 午前１０時３５分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 今皆さんのほうから、私がつくった３の調査経過の中で、財産の譲渡・無償貸付にあたって

の平等・公平性からの条例改正の必要性を示した。これは先ほど前田委員のほうから指摘があ

ったところなのですけれど、必要性を示した、この部分はもう既に前回の報告の中で町側もこ

の部分について検討したいという前向きな返答をもらって、その後ずっと町のほうで、すぐ３

月末までにやるとか、やらないとかにはならないけれど、今後も近い将来必ず見直したいとい

う考え方。今取り組んでいる最中だと思いますので、改めてここで入れる必要はないという各

委員の皆さんのご意見ですので、この部分を大きく変えたいというふうに思います。よろしい

ですね。この経過でつけ加えなければいけないのは、途中で発生した旭化成の石山の温泉地の

ほうなのです。この土地の無償譲渡、実は発生しまして、途中で調査を行ったという経過があ

りますので、この部分をここに入れたいというふうに思います。そして、あと正副委員長で町

側に申し入れしている点について、経過としてふれるべきなのか。まずその旭化成の部分につ

いては、３の調査経過の中で、全面この文言を、全面見直しをして、私が１、２、３、４、５

として入れていますけれど、この部分は既に町側に示している報告書なのです。ですから、こ

れはすべて変更したいと。よろしいですか。 

○委員（斎藤征信君） 具体的にはどこからどこまでになるのですか。この中でというところ

からずっとカットしてしまうのですか。 

○委員長（及川 保君） 当委員会は、これももうやったことですから、これは入れる必要は

ないと。それから、この中で、ずっと①、②、③、④、⑤まであるのですけれど、この部分も

入れる必要はないだろうと。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 言っている意味はわかるのです。前にやったのだから、もう２回やっ

てダブらせる必要はないだろうと。その考え方というのはわかるのだけれど、新たに提出して

いくものに、そういう経過があって今この結論が出たということでいうと、その部分が若干で

もなかったら、そこは口頭説明もさらにしなければならないことになってしまいます。一応一

通りでもいいから書いてあって、こういう経過の中でここに至ったという考え方をすれば、全

く切ってしまうというのは、わからなくなってしまうのではないかという気がするのですけど。 

○委員長（及川 保君） 実はその部分があって、ここに前段として入れたのですけれど。 

○委員（斎藤征信君） 長々と詳しく、だらだらとやる必要はないけれど、簡単明瞭に、やっ

ぱりそこは触れておかないと、今回の結論につながってこないということが考えられるかなと

いう気がします。 

○委員長（及川 保君） 後段のほうの、町は⑤の土地の売却の議決事件については、現在ま

たは、という文言は入れたほうがよろしいですか。後段の部分。今斎藤委員のおっしゃったの

は、前回報告したものをそっくりそのまますべて抜き去ってしまうと、今回調査に至った経過

が全く抜けてしまうのではないかという意見だったのですけれど、どうですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 前の所管事務調査は、総務文教常任委員会で町有地及び公社所有地の
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管理状況についてということで所管を取っていたのです。そのことで委員長１回報告している

のです。もちろん土地の処分ですけれど、今回町有財産の処分または取得のあり方についてと

いうことで、新たにと言っていいと思うのですけれど。また設けたものですから、前のを引っ

張ってきても、反対に私は、ちょっと、かえって違うのかなと。１回終わっているもの、関連

性がないとは言えないですけれど、前に１回報告が終わっているものを、皆さんわからないだ

ろうから、またもう１回言いますと。何かそんなような感じになってしまうから、今回はなぜ

この土地の財産の処分、取得のあり方についてやったのかということの説明ならいいのですけ

れど、町有地及び公社、所有地の管理状況を私たち学んで、もちろんこれに結びつけようと思

っていたわけですから、だからこれを取り上げたのだと思うのです。だから、全然関連がない

わけではないのですけれど、それはそれで１回報告してしまっているので、それを踏まえた上

で、今回やっぱり町側も動きがなかったということで、今回出すわけですから、だから、何か

もう１回ふれることが違うのかなと。 

○委員長（及川 保君） それぞれ皆さんも言い分はそのとおりだと思います。斎藤委員もこ

の経過がわからないと、なぜこれを取り上げたのだという、ここに至ったのだというのが、他

の議員の皆さんがわからないのではないかという。そう思えば確かにそのとおりであって、若

干でも何らかの経過はふれたほうがいいかなと。 

今吉田委員ももっともなのです。既に報告されたものを再度引っ張り出して報告するという

のはいかがなものかという、そしてさらに所管として取った調査案件は全く違うだろうと。全

くそのとおりなのです。このあたりちょっと整理したいというふうに思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ついでに、もし結びつけるのであれば、最初の２行、調査経過ありま

すよね。最初の２行、行ったと。この中での結果として委員長報告で、土地の、最後のほうで

言っていますよね。その部分については、町としての動きがなかったから、こうやってまた取

り組んだと入れてもいいかもしれない。つながりがあってやったということの説明を入れるの

であれば、この２行を生かして、委員長報告で私はこういうような報告をしてありましたと。

だけれど、今回それに対して国の動きを見るということで、姿勢が見られなかったので、また

再度委員会として、この問題はこういうことから所管として取り上げた。と入れたらいいのか

なと思います。 

○委員（斎藤征信君） 今の趣旨をそのまま考えてつくったものではないですか。 

○委員長（及川 保君） そうですね。この文言の上２行と下の若干手直ししてこれを入れれ

ば、なぜここに至ったのかというのはおおよそつかめますか。いかがでしょうか。前田委員。 

○委員（前田博之君） そういう形で、あくまでもやっているように、条例改正をすべきだよ

ということが目的だから、そのことがなぜ出てきたかと言ったら、前回のここの所管事務調査

に出てきたわけです。だから、所管事務調査で報告を行って、報告の中で⑤のこういうことを

言ったと。それに対してこういう財産処分のあり方という委員会を開いて、町側とも話をした

けれど、ここにも書いてあるけれど、町はこういう考え方でありました。だから、条例を改正

すると。１つやればいいのではないですか。わからないです。うちは提起しておいて、町がし
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なかったからやったのだから。その点はちゃんと言っておかないと。 

それと、旭化成の問題については、この中でもしふれるとすれば、それは過去にそういうこ

とがあって、新聞報道はあったけれど、委員会に何もなかったので、委員会のほうとして町に

言って、これはやったと。それはこういう経過ですと。２つに分けてやったらいいのではない

ですか。２つに分けて経過を書いたら。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今いろいろ議論してきている経過だけれど、今言われた、前回の町

有地及び公社所有の管理状況についての所管事務調査が終わって、こうあるべきだと報告した

と。それで、そうならなかったのですぐ次に取り組んで、議会のほうで条例改正するという形。

こういったその流れ。一般的に委員会報告して、すぐにそのとおりやれないというか、方向性、

その結果が出ないから、すぐ次の月にまた取り上げて、しゃにむにやっていくというのが過去

に余り例がないのです。そういう面で、その辺の、本当に緊急で、条例改正までやらなければ

ならない必要性をきちっとここに載せないと、何か今までにない委員会報告として、半年、１

年経過見て、これは全然やる気がないなと、また新たに取って議会でやらないと、議会で条例

改正しないと、とてもでないけれど町民に説明がつかないというのであればそれはいいのだけ

れど、余りにも急につながってしまって、すぐに条例改正、今町でやっているのは要綱の作成

含めて審査受けて、結果を受けて、要綱の作成なんかして補完しようとして、条例改正まで行

かなくてもいいだろうという考えで・・・。 

○委員長（及川 保君） それは違います。今議長のおっしゃったことについては、確かに緊

急性については全くそのとおりなのです。緊急性と言っているのは、町側もそれを言っている

のです。現在も、将来にわたっても、条例改正する事案というのは見受けられないと。ないと

考えていいと。しかしながら、議会としては、やはりまちづくりとは動くことですから、常に

何が起こるかわからないということからすると、これはやはり早急に手を打って改正すべきだ

という考え方の中でこれを取り上げたというふうに。何カ月もたっていないから、１年もたっ

ていないからということではなくて、もともと町側はそういう考えでしたから。そうですよね、

最初からこの考えは検討はすると言っているのですけれど、改正する考えはないということは

一貫して言っているのです。それで今回取り上げたということもありましたから。前田委員。 

○委員（前田博之君） 議長に補足しますけれど、議長の言う部分も、議長がいたかどうかわ

かりませんけれど、委員会で議論したのです。ということは、前回９月にして、今回約１年で

やるのですけれど、これは議会として前回のときに委員長報告で時代に即した条例の改正を求

めると言っているのです。それに対して町がやらないということですから、議会でやりましょ

うと。なぜ今議長が言うように、半年だか３カ月たっているから云々ではなくて、今 10 月に改

選期を迎えるのです。これ、今の議会の委員会がやらないと、新たに改選になった委員が取り

上げられないのです。審議未了になってしまうのです。ですから、自分たちが任期ある間に議

会の権能としてこういうことをきちっとけじめをつけましょうということで、方向行っていま

すので、そういうことです。 
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○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今いろいろ話の中で出てきたのですけれど、それをきちっと、今言

われた経過をここにはっきり。それをここにきちっと載せて、そういう経過なのですよという

ことでやれば、ほかの委員から余り質問が来ないと思うのだけれど。そういうことで入れたほ

うがよろしいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今議長が言われた疑問は、ほかの議員さん方もちょっと出てくるのか

もしれません。私たちはやっているから流れわかるけれど。委員長が先に報告したときに、こ

ういうふうに言っているのです。一般質問もあったと。そういう中でも、町長から検討する答

弁もあったと。これは入れる必要はないのだけれど、国の地方制度調査会による議会制度改革

による定義の中で、地方自治法の改正を念頭に置いた具体的な提起があり、町としてはこの動

きを見極めた中で検討し、着手したい意向であるという、そういった意向を私たちは尊重して、

１年間状況を見ながら、町とのやり取りをしながらやってきたと。だけれど、町の考えは今の

ところ変わらないと。だけれど私たちは他市町村のものも比べて、提起することにしたと。そ

ういうようなことに流れをつくっていったらいいのかなと思います。去年の９月に報告してい

るのです。だから、１年間様子を見てきたし、やり取りもしてきました。局長も何回か聞いて

いますよね。動きあったかとか。 

○委員長（及川 保君） 委員長として、今吉田委員のおっしゃったこと、そのとおりであり

まして、その経過の中でも正副委員長でこの委員会の意を受けていろいろ町側とやっているの

です。その過程でも変化が見られなかったということ。ですから、次期の所管事務調査も３月

継続にして、さらに６月も継続しているわけです。それはなぜかというと、町側の踏み込んだ

姿勢を少しでも見ようと。単に議会が勝手にやるのではなくて、町側ときちっとすり合わせし

ようと。この考えがあったわけですから、ここに至っているのです。このことも踏まえて議論

していただきたいというふうに思います。 

 先ほどの報告のまとめとなると、最初のほうの調査経過の（１）の町有財産の取得と処分の

あり方。これもちょっと私が考えてつくったのだけれど、これもどうかなと思ったりしている

のですけれど。前田委員。 

○委員（前田博之君） これは、所管事務調査の項目は、町有財産の取得のあり方についてだ

から、これはいいと思います。（１）の①は、旭化成のものについてということにして、②はこ

の取得と財産の条例の一部改正についてとか、それに分けたらいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５５分 

                                         

再開 午前１１時０７分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 実は、私の作成したもののほかに副案がありまして、それを皆さんにお配りしたと思います。 
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暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時０７分 

                                         

再開 午前１１時０９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは、私のほうでこの副案を読み上げたいと思います。上はよろしいですね。 

調査結果。 

（１）普通財産の処分について。 

活用目的が希薄な行政財産及び特定目的のない普通財産について、その取り組み状況等の確

認を行った。宅地分譲については、広報等で販売促進を図っているが、宅地以外の土地の売却

については、売れる形に整備することも含めて検討していくとのことであった。また、販売に

当たっては、民間を圧迫しない範囲で、不動産評価で計算した額を調整していくことも検討し

ているとのことであった。 

（２）貸し付け町有地の計画的な処分について。 

貸し付けをしている町有地についても、計画的に処分をしていく考え方の状況を確認した。

購入依頼の交渉は、長期に貸し付けを行っている相手方を中心に実施しているが、数件の実績

はあったものの大きな成果を出すまでには至っていなく、計画的な処分はかなり難しい状況に

ある。 

（３）財産の交換や譲渡、無償貸し付けの減免基準について。 

個人・法人に対して貸し付けている町有地については、計画的な処分も必要であり、財産の

交換や譲渡、無償貸し付けに当たっての減免基準（無償、有償）のあり方について調査を行っ

た。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、減免の対象を明確に

する要綱の作成について示された。現在法律等のすり合わせ等について審査担当課と協議して

いるところであり、その内容の報告があった。まず、普通財産の貸し付けの期間についての明

記を予定している。普通財産の無償貸し付けまたは減額貸し付けについては、財産の交換、譲

与、無償貸し付け等に関する条例第４条で「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。」としており、同条１項１号で「他の地方公共団体、その他公共団体または公共的団

体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。」としているが、この公共的

団体という定義がなく、また、公共用、公益事業という内容もあいまいであったため、客観的

な見方をするよう産業経済団体、厚生社会事業団体、教育文化スポーツ団体等について例示し

て示された。公益的事業の判断基準については、学術的、文化振興、障がい者、高齢者の福祉

等の公益事業の項目を掲げ、さらにそれ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も判断基準の視点に設けられていた。また、普通財産の建物

もしくは当該建物の一部を無償で貸し付ける場合であっても、建物の火災保険相当額は減額対

象としないとすることも規定されている。経過措置として、現在貸し付けているところについ

ては、現契約期間中は従前の例として、契約の更新時に適用させることとしている。 
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（４）普通財産の取得について（旭化成から寄附を受けた土地についての寄附の経過と今後

の活用について）。 

旭化成ホームズ株式会社から平成 22 年６月 23 日付けで寄附申し込みがあったもので、平成

22 年８月 23 日付けで所有権移転登記を行っている。寄附を受けた土地は、16 筆で、面積は

2,263.8 平米。固定資産の評価額は、全体で 1,131 万 9,000 円。区画は 13 区画であり、１区画

が 53 坪程度の土地になっている。寄附を受けた経過については、平成 22 年４月に旭化成が管

理している温泉施設を石山萩の里町内会に無償で寄附があった際、旭化成で持っている分譲地

も一緒に寄附したいという話を受けたもので、町内会としては、町が移住定住を促進している

ことから、ぜひともこの土地を活用してもらい、町内会の活発な活動につなげていきたいとい

う話があったものである。町も、当該地域については従前から温泉つき住宅のおためし暮らし

等を実施している町内会という協力関係もあって、最終的に当該分譲地が温泉つきであること

から、他市町村との差別化を図って移住促進用の土地として活用することができるとして、寄

附を受けるという判断に至ったものである。また、平成 22 年４月に白老移住滞在交流促進協議

会が設立されて、民間レベルでの移住促進の取り組みが進められていたことから、町が分譲す

るということではなく、民間の活力を生かして白老移住滞在交流促進協議会と連携して取り組

むとしたものである。今後の活用については、分譲の方法には移住者向けだけではなく、ほか

の方法も考慮されることから、公共用地として受けたもので、基本的には移住促進用の土地と

して活用し、できるだけお金をかけないで、民間の事業者に任せて分譲した中で、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としている。 

（５）土地の売却の議決事件について。 

これは本題のところです。 

土地の売却の議決事件については、できる限り早期に時代に即した条例の改正の必要性を提

言し、求めてきたところである。町としても土地の売却額の引き下げについては、国の決める

方向を見極めたいという考え方が示されていたが、地方自治法の抜本改正での議論が国政等の

情勢でおくれぎみであり、今しばらく国の動向を見ていかなければならない状況であることと、

また、5,000 平米を超える山林や原野の処分事案は、今現在想定されておらず、今後もその状

況が続くものと見込まれることから、見直しについては、国の動向を踏まえた中で時期を見て

進めていきたいという考え方が改めて示された。この間、町においては、今までの経過を踏ま

えて山林原野に限って 2,000 万円を 700 万円とする条例改正をする方向で、実現可能なものか

どうかの検討を試みた経緯があり、条例改正等の技術的なことで条例の所管である関係機関に

照会した結果、地目、金額について、ただし書き等を設けて個別な設定、または細分表記はで

きないとの解釈があり、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

ては取れないとしたものであった。 

これが経過です。 

それから、調査意見に入ります。 

（１）普通財産の処分について。 
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利用目的がなくなった行政財産については、今後の用地の将来的な使い方も考慮して、行政

財産として使っていくことも検討し、普通財産に移管した場合は、売り払い等の処分を積極的

に進めるべきである。なお、この場合にあたっても売り払い予定地として入れる前に、将来の

まちづくりに支障を来さないように、再度、確認整理された中で推進されたい。 

（２）貸し付け町有地の計画的な処分について。 

貸し付けしている町有地についての売り払い交渉については、今後も継続して行うべきであ

る。ただ、貸し付け収入があることを考慮すると、計画的に次々に売らなければならないとい

うところまでは言及できないが、本当に売れる状況にあるかどうかの実状把握は必要であり、

個別の交渉にあたっては、財産の適正管理と公平性の確保の上からも、事案の大小にかかわら

ず、その交渉がすべてに及ぶよう徹底されたい。 

（３）財産の交換や譲渡、無償貸し付けの減免基準について。 

普通財産の無償貸し付けまたは減額貸し付けについて、明確なものが必要ではないかという

ことで指摘したが、早期にかなり細かく規定をする案が示され、認定の基準が出された。内容

についても細部にわたり検討してあることに敬意を表するものである。現条例等を補完する本

要綱が施行されても、現状を変えるような大きな影響とはならない状況にあるようであるが、

このような明確な判断基準が示されることは、適正な普通財産の管理につながることから、本

案を委員会として評価するものである。 

（４）普通財産の取得について（旭化成から寄附を受けた土地についての寄附の経過と今後

の活用について）。 

分譲対象を移住定住に限っての町外者だけにするのではなく、町内の方でもこの土地を温泉

つきで安価で求めたいという方がいれば、対象に入れるかどうかも含めて、町内状況も把握し

ながら、この分譲地の取り扱いについて検討すべきである。また、本物件は日当たりが十分で

ないことから、そういう状況も理解をした上で買ってもらうことが重要であり、後々トラブル

にならないように説明に意を払って進められたい。さらに、温泉資源は有限であることと、温

度調整と湯量の制限もあり得ることも事前に情報提供することも望まれる。委員会としては、

この寄附の土地について、民間活力を最大限活用して、有効に活用できるような方策を十分検

討されて進めていくことを期待する。 

（５）土地の売却の議決事件について。 

土地の売却の議決事件については、今までも条例どおり行使されてきており、法的な問題は

ないが、議会としてのチェック機能を生かしきれていないのではないかという意味で検討を行

ってきたものである。本事案は、長の権限に属する行政事務であり、委員会においても、条例

改正の形で進めていくにあっても、基本的には議会と町側が十分理解し合って、協議も含めて

一体となって取り組まなければならないとの議論のもと、進めてきたものである。 

委員会として、次に掲げる事項について意見の集約を行ってきた。 

①議会としては、時代の変化に伴ってチェック機能を果たしていくという観点に立ち、議会

のチェック機能を高めていくためにも、町民の利益になることを視点において、総体的な町の
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財産の実情も考えた中で、チェックをできる体制が求められる。 

②土地単価が下がっており、全国の地価変動率は、平成３年をピークに下降に転じ、現在に

至っており、さらに土地価格が下がっていく状況にあることから、改定時期と判断される。 

③他の町村の動向も、議決金額が 700 万円以上という最低の設定のまちが圧倒的に多い実態

にある。 

④法律の規定により、町村においては 700 万円未満の設定はできないが、町民が求める土地

の平均的な価格はおおむね 300 万円から 500 万円の範囲にあることから、700 万円未満までの

チェックは要さないものと判断される。 

⑤金額の改正により、件数がふえ事務が煩雑になるというおそれがあるが、担当課から扱う

数はそれほど多くはならないという説明があることから、事務に支障を来すことまでには至ら

ないものと思考される。 

⑥財政改革プログラムの中で、工業団地を中心に早期の売却を促してきたところでもあり、

今後もチェックする部分を若干拡大することにより、販売や企業誘致に影響を与えることにな

らないよう、引き続き配慮が必要である。 

⑦工業団地や宅地については、現状でもチェックできる状況にあるが、山林、原野の部分で、

町民の財産であるすばらしい自然を守るためにも、議会のかかわりをふやしていく必要を感じ

る。 

⑧現在でも、農業生産法人以外の一般企業（株式会社など）が農地の購入や借地して参入で

きる環境にあることから、町有地を農地として売ることについても、監視できる体制をつくっ

ておく必要がある。 

⑨外国資本による土地の買いあさりが北海道の中でも危惧される状況にあり、白老には質が

よく、豊富な水資源を含む土地が多く存在することから、その保全に一層の配慮が必要である。 

本委員会としては、国の制度改革についての動きについては、十分理解するものの、制度改

革が遅れている状況にあり、このまま現行制度とは異なる制度の導入を待ち続けるという立場

は適切ではないと判断されること、また、新たな制度を前提としても、近年における運用状況

をも踏まえつつ、必要な時期に必要な対応が図られるべきであると考えるところである。町財

政が大変厳しい状況下で、議会における監視機能を十分果たしていくことが一層求められてい

る状況にあると認識するものである。長と議会には常に二元代表制において託された民意を背

景に十分に議論を重ね、議論の一致に向けて最善を尽くすことが必要であり、それぞれの役割

を適切に果たしていくプロセスを経ることの重要性にかんがみ、時代に即した内容を盛り込む

必要があることから、本委員会の総意により、現行の 2,000 万円を 700 万円とする当該条例の

一部を改正すべきという判断に至ったものである。 

 以上です。ここまできちっと説明すると、確かに経過は十分皆さんわかりますね。ここは簡

潔明瞭にしたほうがいいと思います。余り長いのは。それで、皆さんの意見を求めたいと思い

ます。前田委員。 

○委員（前田博之君） 非常に経過、時系列的にも書かれているし、委員会の議論されたこと
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が整理されて、十分に具体的に書かれているので、非常にいいと思いますし、今後の、議会が

条例一部改正をするにあたっても、こういう１つのひな形みたいな形で、委員会が十分に議論

されたという意思が将来にわたって残っていくし、ほかの委員にも伝わるので、私はいいこと

だと、この文でいいと思います。委員長時間がかかると思いますけれど。 

○委員長（及川 保君） 先ほど議長がおっしゃっていた、十分この過程、なぜこれに取り組

んだのだという、なぜこれが条例改正までなったのだという部分をきちっと文言にしなさいと、

すべきだと、こういう意見がありました。全くそのとおりでありまして、本会議の中でけんけ

んごうごう議論するようなことでは、非常にまずいと、私自身もそう思いますので、しっかり

とこの報告のなかで説明するというのが基本かなと、私もそのとおりだと思います。今前田委

員のほうから、分かりやすく、経過も十分皆さんに伝わるのではないかという意見がありまし

た。ほかございませんか。近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 今もらったのですけれど、非常にいいですね。最初の１時間は何

だったのだと。最初から出してくれれば。 

○委員長（及川 保君） 大変委員長として申しわけない、力不足を感じている次第でありま

す。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 総務の所管事務調査の報告として、すばらしいと思います。言われる

とおりだと思います。ただ、委員会の提案というのとの関係というのは、これはどういうこと

になるのですか。これをもって提案ではないですよね。 

○委員長（及川 保君） 違います。これを基にして、議案説明の中できちっと本会議の中で

やりますので。これができていないと、簡潔明瞭な議案説明ができない。また、だらだらとす

ることになってしまうものですから、今この示した報告書、委員会報告の中を十分踏まえて議

案説明にもっていきたいと。こういう考えでありますので、千石事務局長、その流れも含めて

議案説明はどういうふうにすべきかと思うのですが、どうでしょうか。千石局長。 

○事務局長（千石講平君） 議案につきましては、今の委員長報告がかなり細かいところまで

ふれていますので、実際の条例、一部改正の提案については、簡潔に絞った中で十分理解され

るのではないかということで、町側の提案の例に倣いまして、短めの議案提案という形で、ち

ょっと、それの案も持ってきていますので、回したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時２９分 

                                         

再開 午前１１時２９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） まず６ページですね。一番上の、担当課となっていますけれど、担当

課等に。ということは、担当課だけに絞ってしまうと、委員長、副委員長の話を聞くと、前に

委員会の中でも部長もそうですけれど、部長もこういう部分については、必要だと言っている
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のです。副町長も。だから、担当課と言い切ってしまうと。等を入れたほうがいいのではない

かと思います。担当に迷惑といったらおかしいけれど、そうなのかなと。 

○委員長（及川 保君） 担当課だけに限ってしまうと、限定してしまうから。これは必要で

ないとは言っていないわけです。 

○委員（前田博之君） それと、もう１点です。議論してほしいのですけれど。４ページから

５ページにわたって、旭化成の部分で、寄附受けた部分ありますよね。これ、いいのですけれ

ど、ただ、説明の中では、ほとんど定住の委員会に全部この財産を任せるような言い方をした

のです。それをちょっとそうではなくて、その辺をちょっとふれておいてほしいのです。あの

とき、私も指摘したことがあるのです。全部中の、町のものだけれど、扱いとか、全部取り扱

いを、協議会に全部任せようと言ったから、おかしいのではないかと。町の建物、財産、なぜ

そこに全部権限をやってしまうのかということを言ったのです。もしそれ、あえて言わなくて

いいのなら、いいのですけれど。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今、前田委員が言われたことは、確か話が出たと思ったのです。民間。

この５ページの上から４行目の、委員会としてはのところ、これが委員会として言っているこ

とで、寄附の土地について民間活力を最大限活用して、有効に活用できるような方策を十分検

討されて、進めていくことを期待する。先ほどの協議会にお任せするというのは、先ほどの調

査のほうで載っていました。委員会としてはこういうふうに載せているのですけれど、これで

いいのかどうか。言葉、これだけあるから、これで十分でなかったら足すべきなのか、ここで

委員会として言っているから、入れているから、私は入っていると思っていたのですけれど。 

それと、私、時間がたっているのですごく忘れていることがあると思います。外国資本によ

る土地の買いあさりがあるということが書いてありました。６ページの⑨。この話出ましたか。

私、出たかなと思って。 

○委員長（及川 保君） 出ました。 

○委員（吉田和子君） やっぱり出たのですね。何かそんな話、そんなのあるのと私聞いたよ

うな、聞かないような。記憶の中に余りなかったので。出ていないことは出せないので、出た

のかなと、ちょっと思ったのです。全体的に、私、委員長が書いてくださったのは、本当に総

括して、よかったなと思っていたのです。この後に、自分たちがやったことの意見を、また条

例を出すための意見を、これを後で書くのだろうと考えていたのですけれど、局長のつくって

くださった、本当にこんなすばらしい議論をしてきたのかなと。今出されたまとめの文章は、

こんなすごい議論をしてきたのだと、改めて本当にしっかり委員会として取り組んできたこと

がきちっと説明されて、これを委員長報告したときには、質問が何も出ないだろうと。本当に

しっかり皆さんの中にきちっと説明されていくのではないかということで、よかったなという

ふうに思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。それで、今前田委員のほうから出た件は、これ、局

長どうですか。意見としては出たのですよね。こういう指摘はしていたのです。前田委員。 
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○委員（前田博之君） 委員会として、この寄附の土地についてという後にでも、町の所有権

云々ということを十分認識した上で民間活用されたいということを、ちょっと。言葉があるけ

れど、その辺だけふれておいてほしいのです。前は協議会に全部やるのだという話だったから、

おかしいのではないかと言ったのです。 

○委員長（及川 保君） 移住、定住の促進協議会が今度できたのですよね。 

○委員（前田博之君） いいです、その部分後で考えてみます。ここでまた議論をしなくても、

局長と、委員長と、きょう相談してみます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員の意見はそういうことで、きちんとお話を聞いて対応した

いと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時３６分 

                                         

再開 午前１１時３８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 本会議の中でこの条例改正の提案をすると。この文言を局長のほうからちょっと説明をして

いただきたいと思います。千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 今までの委員会の議論の中で出し方についての議論がありました

ので、事務局のほうで出し方の検討を行った結果、今まで会議案として出された部分が、正式

には、発議第何号という形が本来の形と定められております。ただ、従前からうちの場合は、

議会で出す部分については会議案という形で来ていますので、これを本来の発議という形にい

つかの時点で直さなければならないかなと。できうれば、今回をきっかけに、このような表現

にさせていただきたいということで、本来的には議運のほうにお諮りしたいなという形で、今

回提示してございます。ほかの市町村の議会等の出し方を見ますと、発議が一般的であります

し、中には議員発議、委員会発議という頭をしていますけれど、うちの場合は連番という形に

なりますので、議員、委員会と区別をすると、連番になじまないかなという部分が出てきます

ので、頭を取りまして発議という形での表現ということを、今のところ考えております。 

それと、出し方については、頭紙２枚になっていますが、一方では今までの形で議長宛に提

出する部分と、次の町側の議案提出のように、ただ提案者が提出すると。２つのパターンが考

えられますので、これについても、しかるべきところで検討していただいて、どちらかに統一

していきたいと、このように思ってございます。 

 条文の改正文につきましては、後ろのページにありますけれど、発議１の２の中で、条文に

ついては、第３条中、2,000 万円以上を 700 万円以上に改める、この一言だけでありますので、

このような簡単な表記になろうかと思います。 

 議案説明でございますが、これについてもいろいろなパターンで検討してございますけれど、

議案のほうの審査担当課のほうでも若干見ていただくような形に今後していきたいというふう

に思っています。まず一つの案として、読み上げたいと思います。 



 17 

 議案説明。 

昭和 50 年３月定例議会において地方自治法第 96 条第１項第８号の規定に基づき、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について一部改正を行って以来、36 年が経過してお

り、この間、物価水準の大幅な変動をはじめとして社会・経済情勢が大きく変化し、現在、前

回改定時における地価を下回っており、さらに地価が下がっていく状況にあり、当時指定した

現行の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分事項が現状にそぐわない面も生じて

きている実情にあることから、現状に即して見直しし、本条例の一部を改正するものである。 

 あと、新旧対照表を掲載してございます。中身は別として、このような短い説明になろうか

と思います。 

○委員長（及川 保君） いかがでしょうか。前田委員。 

○委員（前田博之君） ミスプリントだと思いますが、このまま打ち出して残ってしまったら

困りますので、一応言わせていただきますが、総務文教と入れておかないと、このまま打ち出

してしまったら困るので。 

○委員長（及川 保君） 文教を入れて、訂正したいと。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時４４分 

                                         

再開 午前１１時４５分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 今局長のほうから説明があったように、今までの例ですと、この町議会の例ですと、議会が

提案するという部分については、会議案という中で進められていたのですけれど、今回初めて

発議という形で。といいますと、局長、本会議のどの部分で予定されますか。千石局長。 

○事務局長（千石講平君） これにつきましても、議会運営委員会のほうで諮る必要があるか

と思っていますので、できるだけ先議という形で、前のほうで考えていきたいと思ってござい

ます。 

○委員長（及川 保君） そうすると、委員会報告も冒頭になるのか、本会議の前段でやると

いうことになりますか。千石局長。 

○事務局長（千石講平君） この議論については、前のここの委員会で町側がいない中で関連

する議案等の審議を不在のままで上げていくのはどうなのかという、ちょっとそのような話も

ありましたけれど、従前までの決め事もありますので、ここら辺の整理については、議運の中

で諮っていただく形になろうかと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。皆さんも承知しておいていただきたいのですが、次

回の議運の中で、この条例改正案の提案についての進め方については、議運で決定されるとい

うことでとらえていただきたいと思います。総務文教常任委員会の皆さんからの意見も踏まえ

て、私どもも議会運営委員会に挑みたいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いし

たいと思います。よろしいですね。 
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もう１点あります。もう１点ありますというのは、この件について委員会報告の中でも述べ

ているのですけれど、町側とガチンコして進めるという考えは、私は持っておりません。やは

りきちっと町側にこのことも事前に説明をしておきたいというふうに考えておりまして、その

辺のことも皆さんに了解を得たいというふうに考えております。いかがでしょうか。こういう

ふうに決まりましたということで、実際に正副委員長で説明をしておきたいのです。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今委員長からお話ありましたように、少なくても向こうもいろいろ

な条例提案をする場合、事前に議会にも話があるわけですから、そういう面でもきちっと委員

会の総意ということであれば、議長のほうからそれはきちっと町のほうにはお話をいたします。

正副委員長さんでこの経過についてはいろいろと担当者と議論はしてきているわけです。全く

向こうで寝耳に水だったというふうにはなっていないと思うので、これは最終的には議長のほ

うから町長のほうにきちっとその辺はお話ししておくのが筋だと思います。それは前段できち

っとお話しするようにいたします。 

○委員長（及川 保君） わかりました。今議長のおっしゃられたとおりに進めて挑みたいと

いうふうに思います。堀部議長には大変ご足労ですけれど、よろしくお願いしたいと思います。 

ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、しっかりこのことを本会議で進めてまいりましょう。 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、この辺で会議を終えたいと思います。御苦労さまでした。 

（午前１１時５０分） 


