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１号様式                    記録者   主事 髙橋秀彰  

  

総務、産業、建設常任委員会記録 

                        

招 集 年 月 日 平成３１年４月１５日（月） 

招 集 の 場 所 議員控室 

開 会 午前９時２９分 

出 席 者 委員長     鈴木 宏通 

副委員長   山岸 三男 

委員      吉田 眞悦 

委員      吉田 二郎 

委員      佐野 善弘 

委員      櫻井 功紀 

委員      千葉 一男 

議長      大橋 昭太郎 

欠 席 者  

職務のため出席

した者の職氏名 

防災管財課長 寒河江 克哉 

防災管財課課長補佐兼財産管理係長 遠藤 孝光 

 

議会事務局主事 髙橋秀彰 

 

協 議 事 項 ・町有未利用地の利活用について 

 （防災管財課との意見交換） 

そ の 他  

閉 会 午前１１時２６分 
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２号様式  協議の経過  

鈴木宏通委員長 

 

それではこれより総務、産業、建設常任委員会を始めたいと思います。

今回から新しいテーマをもって「町有未利用地の利活用について」をテ

ーマに進めてまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いを申し

上げます。 
本委員会全員出席でございますので委員会は成立しております。 
ここで最初に休憩を申し上げまして、編集委員会より皆様に連絡がご

ざいますので佐野副委員長よりお願いいたします。 
 休憩 午前９時２９分 

再開 午前９時３０分 
鈴木宏通委員長 

 

では再開をいたします。 
それでは本日の会議に進んでまいりたいと思います。本日は町の未利

用地の現状についてということを皆さんとともにこれから進むわけで

すけども、その現状把握ということで担当課の防災管財課長そして課長

補佐の遠藤さんをお招きしましていろいろ説明をしていただきたいと

考えておりますので。 
まず最初に紹介をさせていただいてよろしいですか。 

寒河江克哉課長 改めましておはようございます。 
本日、ただいま委員長からお話があったとおり美里町の町有未利用地

の現状と利活用について御説明申し上げたいと思います。 
なお、本年度４月１日付けで人事異動がございまして当課の財産担当

係長、課長補佐も兼ねておりますが、異動になっておりますので、この

場で御紹介させていただきます。この度、前任下水道課から防災管財課

に課長補佐兼財産管理係長として赴任いたしました遠藤でございます。 
遠藤孝光課長補佐

兼財産管理係長 

遠藤です。よろしくお願いいたします。 
（「よろしくお願いします」の声あり） 

寒河江克哉課長  座って御説明させていただきます。 
 それではきょう、お手元に資料を２種類ほど配付させていただいてお

ります。資料のまず確認をさせていただきたいと思います。 
 まず、「美里町の町有未利用地の現状について」ということでホチキ

ス止めされております、３枚ものになる形で。あともう１つ、航空写真

をつづったもの、①から丸 34まであるもの。これが１部でございます。
皆様方には滞りなく届いておるでしょうか。ありがとうございます。 
 それではこの資料に従いまして御説明させていただきます。先週委員

長と打ち合わせをさせていただいた中で、まず町有未利用地という中の

位置付けの中で、それでは行政財産とか普通財産とはどういうものなの

かということをまず最初に、議員の皆様方ももう御承知だとは思います

が、簡単に説明してくれとありましたので、この未利用地の現状につい

ての３ページめにつけさせていただいております。なお、これにつきま

しては九州にあります薩摩川内市のホームページのほうから抜粋させ

ていただいておりますので、その旨御承知おきいただきたいと思いま
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す。薩摩川内市のホームページから一番分かりやすいのかなと思って抜

粋させてもらった資料だということで御承知おきいただきたいと思い

ます。 
 それでは説明させていただきます。公有財産（普通財産・行政財産）

とはという端的なものでございます。まず公有財産ということで載って

おりますが、これは「市」となっておりますが、これがその薩摩川内市

ですので「市」になります。これを「町」と読み替えさせていただきま

す。町の所有する財産のうち次に挙げるものを言いますということで地

方自治法第 238条第１項に載っているもので、１の不動産から８の不動
産の信託の受益権までございます。 
 今回町の財産の利活用とするものにつきましては、財産の隣に、これ

は図柄で申し上げますと公有財産とあります。その公有財産の中でも行

政財産と普通財産に分かれますということでこの普通財産の部分につ

いて御説明させていただきたいと思います。というのは、この行政財産

というのは、文字でも書いてあるとおり町において公用又は公共用に供

する財産でございます。例えで言うならば公用財産というのは町が直接

使用する財産でございますので、こちらの本庁舎あとは南郷庁舎、その

他公的な行政執行機関が入っている建物でございます。こういったもの

については公用財産ということで分類されます。また、公共用財産と言

いまして、これは町民が共同して利用する財産。例えで言うならば学校

や図書館。当町は公民館がございませんが、コミュニティセンターあと

は公営住宅、公園などでございます。 
 これにつきましては（２）で書いてあるとおり、一部の場合を除き、

原則として貸し付けや譲与や売買することができないということにな

っております。ただし、特例がございまして、それについては町でも一

部お貸ししております。例えばの話、庁舎の屋上にどうしても電波を受

信するアンテナを設置しなくてはいけないといった場合などがそれに

当たります。 
 また、この行政財産につきましては担当課それぞれが管理しておりま

す。１つの端的な例で言いますと、この行政財産には、明確な言葉では

ないですが、教育用財産と言いまして学校の建物、施設などが入ってお

ります。そういった学校用施設などについては教育委員会が管理してい

るというのが１つの例になるかと思います。 
 先ほど言いました普通財産でございます。普通財産につきましては行

政財産以外の公有財産でございまして、原則としまして貸し付けや売り

払いができるというものでございます。こちらに難しい言葉で書いてお

りますが、「経済的価値の発揮」を目的としており云々とありますけど

も、これについては民間の方もしくは借りたいという方にお貸しするこ

ともできますし、場合によってはお売りする、譲渡することもできると

いう中身でございます。 
 基本的にこの普通財産につきましては防災管財課が管理していると
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いうことでございますので今回議員にこの説明をさせていただくとい

うことでございます。本当に簡単ではございますが、こういった説明で

よろしいでしょうか。 
鈴木宏通委員長  今まず公有財産、行政財産、普通財産ということで担当する普通財産

の防災管財課の役割ということでしたけれども、今までの説明で何か御

質問等ありましたらば。 
 はい、佐野委員。 

佐野善弘委員  例えば今度保育園に貸し出しする土地ありますよね。それはこのどっ

ちに入るんですか。 
寒河江克哉課長  それについては普通財産でございます。（「普通財産」の声あり）はい。 
鈴木宏通委員長  もし何かございましたらばいろいろと。よろしいですか。あとるる説

明をいただきながらまたわからないことがありましたら御質問等して

いただきたいと思いますが。 
山岸三男副委員長  その前に１つ確認させてください。（「確認」の声あり）うん。資料の

２ページの普通財産一覧、これのナンバーと、航空写真のナンバー入っ

てますね。これ一致しているということでいいんですね。 
寒河江克哉課長  今副委員長が言ったとおりでございます。一致しておりまして、これ

からそちらの説明をさせていただきます。 
鈴木宏通委員長  ではまず美里町の現状につきまして、また説明のほどお願いします。 
寒河江克哉課長  それでは普通財産の現状につきまして御説明させていただきたいと

思います。 
 まず、委員長と先週打ち合わせをしておりまして、美里町においては

この普通財産というのはどれくらいあるんだというところから話が始

まりました。その部分を説明するためにまとめたものがこの１の「普通

財産の所有状況について」でございます。 
 地目が宅地、雑種地、その他という形の、大きく３つの部類に分けさ

せていただきました。 
宅地につきましては 130筆ございまして、合計面積は８万 9,620平米

何がしでございます。こちらの備考欄に書いてありますが、旧小牛田町

で開発しまして生み出し、その後地盤沈下等もなっております……、済

みません、この「鉢谷森」の「鉢」ですね。済みませんが、打ち間違い

でございました。大変申し訳ございません。最初からで申し訳ございま

せんが、「ハチ」の字が昆虫の「蜂」の字でございますので、申し訳あ

りません。訂正させていただきたいと思います。蜂谷森公園、団地があ

ります 44筆の土地も含むということでございます。 
また、雑種地ということで 111筆でございます。これについては登記

簿上まだ宅地でも道路でもない、そういった雑種地というような登記さ

れている土地をまとめさせていただきました。これが 111筆で九万五千
何がし平米がございます。 
３番目、その他としました。このその他につきましては宅地もござい

ます。または雑種地もございますが、84筆でございます。十三万何がし
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平米でございますが、これについては今現在各地域の集会所や先ほど佐

野議員から質問がありました老人保健施設等に貸し出している土地な

どを含めたものがこの 84筆、13万何がし平米でございます。 
合わせまして 325筆、31万 4,728.28平方メートルが今町で所有して

いる普通財産の総合計という形になります。 
これがまず基本でございまして、そのうち今回常任委員会のほうから

御指摘がありますこの「未利用地の利活用」という形になりますと、全

ての土地がすぐにでも使えるというわけではないだろうということで、

防災管財課、担当課と委員長で先週詰めた中でそれでは利活用が可能と

考えられる土地についてはどういった条件をつけますかということで、

この２の（１）から（４）のところを、一つの基準を設けさせていただ

きました。 
１つめでございます。「面積が 50平米以上であること」ということが

まず１つ。 
２つめが、「地目が宅地又は雑種地であること」ということです。こ

れについては、１の普通財産の所有状況の中で申し上げましたその他の

部分については、今現在もう既に地域の方々や社会福祉法人等にお貸し

している土地でございますのですぐには利活用できないだろうという

ことでその他を抜いたというのが（２）でございます。 
（３）の「集会場等使用中の土地でないこと」。これも今お話しした

部分に含まれます。 
（４）でございます。その土地の形状や場所が利活用に適している土

地であるかどうかということでございます。これにつきましては、旧小

牛田町、旧南郷町時代からのものでもありますけれども、その所有して

いる土地に行くまでに道路がない、公共公衆用道路がない場所。つまり

全て周りが民地で囲まれている場所などもございます。または川沿い、

あとは用水路沿いの細長い土地で、面積は 50 平米以上ありますが、利
活用となりますとなかなか売りに出しても売れない、または貸してくれ

という方もいらっしゃらない。そういったものにつきましては今回この

普通財産の利活用が可能と考えられる土地からは除きましょうという

ことでこの４つの基準を設けさせていただきました。 
この４つの基準をクリアした土地がこの下のほうにあります宅地、雑

種地でございます。それにつきましては、（１）の宅地としましては 24
筆の２万 4,729.26 平米。雑種地につきましては 10 筆の２万 3,261.23
平米。合わせまして 34筆の４万 7,990.49平方メートルが今回その利活
用が可能と考えられる土地ではないかということでリストアップさせ

ていただいたところでございます。 
この 34 筆の土地でございますけども、ページをめくっていただきま

すと２ページめにございます No.１から 34 までの土地となっていると
ころでございます。 

鈴木宏通委員長  ただいま普通財産の所有状況、町の状況につきまして課長より御説明
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いただきました。次ページからの 34 筆の説明の前にここで区切らせて
いただきまして、これまで今説明をいただきましたところの質疑等もし

ありましたらばこの中で最初に受けたいと思いますが。 
 まず、普通財産の所有状況につきましては、このとおりという認識で

よろしいでしょうか。１番につきましては。 
 はい、吉田委員。 

吉田二郎委員  面積 50 平米以下のやつというのはその他の中に含まれているのか。
それとも全然なにもこの中に計上されていないのか。 

寒河江克哉課長  今の御質問でございますが、上の１番の普通財産所有状況（１）の宅

地と２番の下のほうにあります（１）の宅地は同じものということで考

えてください。ですから 130筆のうち、50平米以上であり、この（１）
から（４）までの基準をクリアしたものが 24 筆と。ですので、残りの
106筆はこの１から４までの基準以外のものになるということで考えて
ください。 
 上の（２）の雑種地は 111 筆ありますけども、下の表では 10 筆とな
っております。ですから残りの 101筆につきましては、この１から４ま
での基準をクリアしていないので、今回のこのリストから除いていると

いうことでお考えください。 
 （３）のその他については今現在もう既にお貸ししているような土地

でございますので、今回の利活用からはまるきり除いているということ

でございます。 
鈴木宏通委員長  よろしいでしょうか。 

 はい、吉田委員。 
吉田二郎委員  じゃあ利活用には出てないんだけども、全部きちっと載せているとい

うか台帳かなにかに既に記入されているんだいか。 
鈴木宏通委員長  はい、課長。 
寒河江克哉課長  今吉田議員が言ったとおり、町の固定資産システムの台帳に全て載っ

ている土地です。 
鈴木宏通委員長  はい、櫻井委員。 
櫻井功紀委員  １点確認させてください。 

 上山沢住宅が更地になっていますね。あれ会社に駐車場として貸して

いるんですけども、これは宅地でいいんですか。 
寒河江克哉課長  はい、宅地になっております。 
鈴木宏通委員長  よろしいですか。 
櫻井功紀委員  これは、あと宅地は年間契約で貸しているの。 
寒河江克哉課長  今櫻井議員から御質問があった件ですね、これについては平成 29 年

度、30年度まで一応売買するようにと思って考えていたところでござい
ました。ただし、御存じのとおりあの周辺には素山貝塚または古墳など

がございまして、埋蔵文化財の包蔵地に含まれるというような御指摘を

受けています。それで、売買した後に例えばその土地を開発したいとい
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う場合は大規模な発掘調査が必要になってくるということになりまし

たので、そういったことを近く隣接する企業にお話したところ、それで

はちょっと売買にはまだ結び付かないだろうということで、今年度にお

いても１年間ずつの契約ということでお貸しするようにしているとこ

ろでございます。 
櫻井功紀委員  あれは今埋蔵文化財があるっていうことでお話聞きましたけども、あ

そこに無理に昔町営住宅を建てたんですか。どうなのか。わかんねえな。

（「当時だから」の声あり） 
寒河江克哉課長  当時のことは私もわかりませんが、私も昔教育委員会にいたこともあ

りましたので、文化財保護法に基づいてその埋蔵文化財がありますが、

こちらの法律が厳しくなったのは２つの事項があったと記憶していま

す。 
 まず１つは青森県で発掘されました三内丸山遺跡、あの件でそういっ

た埋蔵文化財を大切にしていかなければいけないよと。もう１つが九州

の佐賀県でしたか、吉野ケ里遺跡。あの２つの遺跡が出た後埋蔵文化財

に対する認識が大きく変わりまして、開発よりも文化財を大切にしなさ

いということで厳しくなりました。 
 ですので、今櫻井議員がおっしゃった桜木住宅を建てた際にはまだ法

律の網も薄かったので、住宅も建設できたと考えるところでございま

す。 
鈴木宏通委員長  よろしいですか。ではそのほか。 

 では、吉田委員。 
吉田眞悦委員  確認お願いします。 

 さっきその他の中でもう貸し付けしているとかそういうのが 13 万平
方メートルほどあると。普通財産の中に町で所有している山林の扱いと

いうのはどのようになっているのか。 
寒河江克哉課長  その他の中に含めさせていただいております。 
吉田眞悦委員  この（３）のその他の中には、13万平方メートルの中に町有林も入っ

ていますよということなんだよね。ちなみに山の面積はなんぼあるんだ

っけか。何カ所のなんぼで。（「３カ所でないか」の声あり）筆数はいい

から大きく何カ所か。 
寒河江克哉課長  済みません、合計は……申し上げられませんが、まず私どもで管理し

ているのは５カ所でございます。１カ所めが大崎市田尻大沢にあります

面積が約 3,100平米。あともう１カ所、同じく大沢にあります１万 5,700
平米ぐらいのところですね。その２カ所については旧中埣村が所有して

いたものだということで聞いております。 
 次に涌谷にも上郡に２カ所ございます。１カ所めが２万 3,300平米、
正確にはもっとあるんですが、２万 3,300平米ほど。もう１カ所が２万
1,500 平米ほど。この２カ所でございます。あとは旧南郷町で所有して
おります大崎市鹿島台大迫と言うんでしょうか。そちらに１万 2,100平
米ほどの山林がございます。もう少し小さい数字ではございますけど
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も、一万二千百数十平米でございます。 
 以上５カ所が町が持っている町有林という形になっております。 

吉田眞悦委員  要するに田尻にもあったの。（「田尻にも」の声あり） 
じゃあこの面積が 13 万平方メートルの中にみんな入っているという

ことで、当然ながら町有林については山だからさ。たまたま何かの開発

とか必要な人が現れればだけど、それを町として開発とかどうのこうの

ということには相成らんと思うけど。わかりました。（「関連して」の声

あり） 
鈴木宏通委員長  はい、櫻井委員。 
櫻井功紀委員  蜂谷森は山林には入らないんだね。公園なんですね、あれは。 
寒河江克哉課長  蜂谷森は公園です。 
櫻井功紀委員  公園ですね。山林じゃないよね。 
千葉一男委員  あれ公園って。山……。 
吉田眞悦委員  山だな、あれ。 
鈴木宏通委員長  そのほか何か。 

 はい、千葉委員。 
千葉一男委員  美里町の町有未利用地の状況ということで、今山林の話してましたけ

どね。山林ですからまた特殊なんですけども、これは将来にわたってこ

の山林を今のまま、自然環境を守るとか大きな使命を含めながら、ずっ

と持っていくのかどうか。あるいは、経済的価値を認めてもらってお金

に変えるような事態が、法的に離さなくちゃないというのは別として、

市場にそういう需要がふえたときはこういうのはどう処理していくん

ですか。 
鈴木宏通委員長  はい、課長お願いします。 
寒河江克哉課長  今千葉議員からお話あったとおり、どうしても未来永劫町が持ってい

なければならない財産ではないと私も考えます。ですのでそういった購

入したい方がいらっしゃったり、またはその土地も含めて開発したいと

いう方がいらっしゃれば、その方と真摯に相談して町に不利にならない

ような形で活用していけたらいいのかなと担当としては思っていると

ころです。（「担当としては思っている」の声あり）それは町長の最終的

な判断になると思いますけども。 
千葉一男委員  例えば常識的に言ったらそういう考えでないかなと私もそれはわか

るんですけども、現状から見てそういう方向というのが、今の考え方が

組織として継続していくのか、単純にそのときそのときで担当課長さん

の判断と町長によって決まっちゃうのか。その辺はいかがなんですか。 
寒河江克哉課長  それについては私たちも引き継いでいきたいとは考えておりますが、

やはりそのときそのときの町政をあずかる首長の考え方もあるかと思

います。当時の、先ほど言った旧中埣村から財産を引き継いだときにも、

聞いた話によりますと中埣小学校とか中埣中学校を建て替える際の財

産を供給するためにそういった山を持っていたんだという話もありま
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すので。今ではなかなかそれとは、現実とはかけ離れているとは思いま

すけども。やはりその最終的な判断は首長が行うものだと考えておりま

す。 
鈴木宏通委員長  そのほかございませんか。（「ちょっとよろしいですか」の声あり） 

 休憩をいたします。 
 

 

休憩 午前 ９時５６分 
再開 午前１０時１３分 

鈴木宏通委員長  再開をいたします。 
 そのほか皆様から御質問等ございませんか。よろしいですか。（「はい」

の声あり） 
 では続きましてその大きな２番の部分の 34 筆について皆様に担当課
からまた説明をいただきますが、休憩を一回はさんで 25 分から再度切
り替えて行いたいと思います。 
 では暫時休憩をいたします。 

 休憩 午前１０時１３分 
再開 午前１０時２４分 

鈴木宏通委員長  再開をいたします。 
 続きまして、現状につきまして、まず担当課から普通財産の、２ペー

ジからですか、各 34 筆の説明をそれぞれ何カ所かずつまとめながらさ
せていただきたいと思います。 

寒河江克哉課長  それでは今委員長から 34 カ所の詳細説明とありましたので、御説明
させていただきます。 
 資料につきましては２ページめにあります「利活用可能普通財産一

覧」とこの航空写真の資料を同時に見ていただきたいと思います。ナン

バーについては一致しておりますのでそれで説明させていただきます。 
 まず No.１の旧小牛田幼稚園の敷地でございます。これについては、
所在地は牛飼字新西原にございます。面積は二千五百何がし平米でござ

いまして、写真でおわかりかもしれませんが、この写真の左手側に小牛

田中学校があるというようなイメージで見ていただきたいと思います。

隣は墓地です。この斜線の部分でございます。よろしいでしょうか。（「は

い」の声あり） 
 次です。ページをめくっていただきまして②から⑤まででございま

す。これについては、資料は No.２から NO.５までですね。旧北浦幼稚
園の敷地でございます。これについては、敷地は一角地でございました

が、公図上は４つに分かれております。場所については北浦小学校の東

側になります。面積は一覧に書いてあるとおりでございます。よろしい

でしょうか。（「はい」の声あり） 
 次、６番です。旧中埣幼稚園駐車場の敷地でございます。千六百九十

何がし平米でございます。これについては、平成 29 年度に売却が済ん
でおります旧中埣幼稚園敷地の東側でございます。ですからこの写真か

ら言いますとこの写真の左側に現在の中埣小学校が建っているという
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ようなところでございますけども。こういった状況でございます。よろ

しいでしょうか。（「はい」の声あり） 
 次が７番です。これは旧中埣浄水場というような名称にしております

けども、昔ここに水道タワーとかがあったと聞いております。場所につ

きましては中埣コミュニティセンターのすぐ南側でございます。ただ

し、この敷地内の東側に消防のポンプなどがございますので、もしも売

買とかする場合にはその部分を分筆しなくてはいけないということが

残りますが、面積が千百平米ほどありますので今回のその 50 平米以上
の部分の分類でリストアップされたということでございます。よろしい

でしょうか。（「はい」「こいつ今公園にはなってねえの」「駐車場か」の

声あり）公園はその東側です。（「写真の右側ね」の声あり）はい。 
 次、８番です。この８番につきましては小牛田駅前でございます。場

所は桜木町 69 番地ということで、警察署長の官舎跡というような所で
す。場所的には写真の中央部分に大きな建物が見えると思いますが、こ

れが旧宮城醤油工場があったところですね、その北側になります。です

から今で言いますとみさと歯科から素山球場に行くところの右側とい

うことですね。ちょっと一段道路より低くなっているところですか。

（「手島さんの看板が立っているところだね」の声り）これは、８番は

そうでは……あれ、立ってましたっけ。（「いや、その近くだな」の声あ

り）その近くですかね。道路から一段低くなっているところです。これ

が 318平米ほどですか、なっています。よろしいでしょうか。（「はい」
の声あり） 
 次の９番もすぐ近くで、これが今櫻井議員さんが言った看板云々じゃ

ないかなと思うんですけど、旧醤油工場の西側になるんですか。少し斜

面になっているところですね、これも。これが 270平米ほどあるという
場所でございます。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 
 次は 10 番です。これについては前の消防の小牛田分署の消防の待機
宿舎でございます。面積は約七百平米ほどでございまして、見づらいん

ですけど十字路になっているのが小牛田バイパスと思っていただきた

いと思います。写真の上側にあるのが山の神神社になります。場所的に

は今は裏側のほうから入らざるをえませんが、細長い土地ですね。この

部分が７百平米ほどですか、ございます。これについてはこちらに資料

が残っているんですが、平成 20 年ぐらいに一度公売にかけているんで
すけども買い手がつかなかったということでございます。（「これは宿舎

建っていたんだよね」の声あり）宿舎建ってたんですね。（「今は……」

の声あり）今はないですね。今は更地です。 
山岸三男副委員長  牛飼３区だっけか。山の神行政区で一部使っているよね。 
寒河江克哉課長  よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 次が 11 番です。これについては旧小牛田分署。出張所があった土地
でございます。建物がまだ立っているような形になっていますが、航空

写真がちょっと古いですけども、もうすでにこれは撤去されています。
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建物は撤去されています。今現在は、今山岸議員さんが言ったようにゲ

ートボール場ですね……（「ああ、そっちだっけか」の声あり）にお貸

ししている土地になりますが、ここにまとまった土地でございます。理

美容の建物が下のほうに見えるということでございます。よろしいでし

ょうか。（「はい」の声あり） 
 次、12番です。こちらですね、済みません、私も今回出てきて初めて
わかったんですが、中組です。場所的には前議員の橋本さんの自宅の近

くということでイメージしていただければよろしいんですが、まず一番

下の道路の部分が 108号線の、前にセブンイレブンがあったんですが、
今はリサイクルショップさんになっているところがちょうど図面の下

の部分。そこから上のほうに戻っていきますと小さな十字路があるあた

りが旧議員の橋本さんの家と。そこからもう少し上がっていきますとま

た大きな十字路がありまして、これをまた上のほうに上っていくと中北

橋があると。そういうイメージでございます。その中北橋に行く途中の

部分を右手に入っていきますと入り口があって奥行きがある土地があ

る。これが旧北浦村の役場跡地だったというんですが、270平米ぐらい
あると。ちょっと済みません、私もイメージがわかなくて申し訳ないん

ですけども。（「俺は場所わかるけど」「NTTのあいつ建っているところ
でないの」の声あり）NTTがあったっていうところは…… 

鈴木宏通委員長  この後ろ側なのね白い……（「うん、白いところね」の声あり）今こ

この隣の右側のところは住宅建っていますから。今空き地になって見え

るけど。宅地が建っていまして、そこの１軒隣の、ここも隣もずっと家

建ってるよね。（「建っていますね。最近建った……」の声あり）建った

よね。４軒くらい建っているかな、あそこ。３軒かな。 
寒河江克哉課長  唯一、旧消防団のポンプ小屋が１つあります。これが町の所有地だと

いうことを示す一つの証かなと思って私も見ておりましたが、済みませ

ん。この部分については私も認識不足でですね。（「こいつ石巻街道さ行

く……」の声あり）はい。昔の石巻街道ですね。その道です。よろしい

ですか。（「はい」の声あり） 
 次、13番、姥ヶ沢宅地というもので、これについては写真中央沿いに
流れているのが出来川です。出来川の上に橋がありますよね。これが「遊

歩道」と言って水越浦の方々と山前の方々を結ぶところの橋です。その

橋の若干手前の土地でございます。ここにも町の宅地が 584平米ほどご
ざいます。（「ここも宅地になってるの」の声あり）宅地ですね。前にな

んですが、伊勢耳鼻科の前の道路を拡幅するときにここを移転先として

どうですかというようなことをしていたというのも昔あったというこ

とは聞いております。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 
 次が 14 番です。峯山の宅地です。この峯山の宅地というのもなかな
か説明しづらいんですけども、峯山団地の中にあります。この写真の 14
番と書かれている部分の右手側が不動堂小学校と思ってください。不動

堂小学校が 14 番という数字の右側にありまして、写真から申し上げて
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左手のほうに白くなっている部分。これが駅東に行く新しい道路と考え

てください。それでこの今回の土地に行くためには、新しい駅東不動堂

線からではなくて、団地の中の道路から行かなくちゃいけません。なか

なか目印がないものですので、はっきりとこうとは申し上げませんが、

峯山団地の一番西外れというような場所で、少し段差がついているんで

すね。（「畑あるな」の声あり）はい、畑だったり、段差がついていると

ころです。これは実際行かないと私もここですとはっきりは申し上げら

れないような。（「何跡と言ったらいいんだか」の声あり）跡というか、

段差があったのでたぶん造成しづらいということでそのまま……（「低

いのか」の声あり）少し高くなっています。（「ああ、高いの」の声あり）

これが峯山宅地と言われる……済みませんが、ちょっとあまり目印がな

くて。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 
 ここまでが旧小牛田町のものでございまして、15番以降は旧南郷町の
土地でございます。南郷地域の土地でございます。 
 まず 15番、16番、17番、あと少しとんで済みませんが 21番につい
ては連続している土地でございます。この土地というのは先ほど議長さ

んから話があった旧南郷高校の宿舎３棟のすぐ前の宅地でございます。

ですから写真上の、小さく５の１と見えづらいんですが、これが旧北幼

稚園。南郷の北幼稚園が５の１という場所ですね。（「何番」の声あり）

15番の写真で今説明をしていますけども、５の１と小さく打たれている
のが旧南郷の北幼稚園とお考えいただきたいと思います。（「北幼稚園っ

てのぎくか」の声あり）そうですね。現在はのぎくですね。なかなかこ

れだけではイメージがわかないと思いますけど。場所的には小牛田から

南郷に行って 346 号線の交差点に丸文石油というガソリンスタンドが
あります。そのガソリンスタンドに行くよりも 100メートルくらい手前
と言えばいいんですかね。そこに４筆かたまってあるということです

ね。15、16、17と 21があります。１筆ずつ分かれておりますが、３つ
あって、あと 21 もほぼ隣接しているということでお考えいただきたい
と思います。（「この４カ所、１カ所だな」の声あり）そうですね。４カ

所を１カ所と考えればいいと。ただ土地的には先ほどの旧北浦幼稚園と

同じように分かれていますよということでございます。よろしいでしょ

うか。（「はい」の声あり） 
 じゃあ 15、16、17終わって、次は 18ですね。18は大柳駐在所跡地
というような名称でございます。写真上で言うと十字路に切られている

ところが 346号線と小牛田から南郷に行く県道の十字路です。その十字
路の左手にある大きな白い部分が成文石油スタンドでございます。その

石油スタンドよりも若干南側の跡地です。（「丸文でしょ」の声あり）あ

あ、済みません。丸文です。申しわけないです。丸文石油ですね。それ

の南側にある国道沿いに大柳駐在所跡地があると。今の大柳駐在所は郵

便局のところにあるということになりますので。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）18番終わります。 
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 次は 19 番です。これは見づらいと思いますが、小島です。写真の下
のほうに森がいっぱい見えるのが小島の丘陵地と思ってください。その

丘陵地の北側と言ったらいいんでしょうか。西側のほうにある土地で

す。これも 50 平米以上ということだったので出てきたんですけども。
（「こいつは放射能測定器があるところではないんだよね」の声あり）

いえ、違います。ですから山の西側ということですかね、になります。

これでも 480平米あるんですね。よろしいでしょうか。（「はい」の声あ
り） 
 次、20番です。これについては普通財産なんですけども、管理上今ま
ちづくり推進課で管理している土地なんです。（「グリーンタウンか」の

声あり）グリーンタウンです。グリーンタウンで唯一１カ所売れ残って

いるという土地でございます。いろいろといわくつきの土地でございま

すが、まちづくりのほうからもこういった議員さん方が検討していただ

けるのであれば一度場所を見ていただけたらという話も受けています。

隣接する方との関係でなかなか難しい土地だということで残ったとい

うような話は聞いております。よろしいでしょうか。（「はい」「今売れ

ないんなら売れないっちゃ」の声あり） 
 次、21番は先ほど説明したとおりでございます。 
 次、22番です。これについては古館の旧南郷病院跡地でございます。
合併した当時は防災ステーションとしてどうのこうのという話があり

ましたけど、国交省から面積的にはこれの倍以上ないととてもでないけ

ど無理だということでございますので、町としましてはその防災ステー

ションということの部分はとりあえず白紙にしまして、今後活用して行

ったらと。売買なりの活用を……という土地でございます。（「国交省に

買ってけないかと言ったことはないの」の声あり）ですから国交省に対

して旧南郷町時代からここに防災ステーションなどどうですかという

ことで誘致はしていたんですが、狭いと。これの倍の１万平米以上ない

となかなか難しいと。よろしいですか。（「はい」の声あり） 
 次が 23番です。これは旧赤井消防ポンプ置場ということで 100平米
です。そんなに大きな土地ではありませんが、この場所についてはカン

トリーエレベーター、346号線の近くに花野果とカントリーエレベータ
ーがあります。その道路をひたすら真っすぐ道沿いに行きまして一番住

宅地の外れと考えていただければ間違いないと思います。そこに 100平
米の土地がございます。よろしいですか。（「はい」の声あり） 
 次、24番。この 24番については、旧砂山小学校の跡地でございます。
今現在は下二郷コミュニティセンターが近くにあるというような場所

でございます。まだこの当時はプールもあるようには見えますが。（「こ

れは普通財産でしょ」の声あり）普通財産です。（「教育委員会ではない

んだね」の声あり）違います。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 
 次、25 がなかなか私も説明しづらいんですけども、木間塚字川前 20
番地ということで鳴瀬川沿いでございます。写真の左の灰色になってい
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る部分は鳴瀬川でございます。鳴瀬川の近くにこの土地がある。500平
米ほどの土地があると。町の所有する、これは畑となっていますけども、

雑種地でございますね。これは、済みません、何に使われていたかとい

うのは確認できていませんでした。 
大橋昭太郎議長 吉田さん、こいつは火葬場の跡か。 
吉田眞悦委員  ううん、違う。火葬場は後から出てくる。 
大橋昭太郎議長  火葬場の下。 
吉田眞悦委員  火葬場はここさ。（「この辺は前の……さんの」の声あり）違うおらい

の近く。（「あんたの家、火葬場あったの」「個人用の火葬場」の声あり） 
ここ、その昔この 500平米というところに俺ら小っちゃいとき火葬場

あったのさ。（「ここに火葬場あったんですか」の声あり）んだ。俺の爺

さんはここで焼いた。その跡地が 500平米だと思う。畑でなくて。 
寒河江克哉課長  やっぱり旧火葬場だったんですか。 
吉田眞悦委員  旧旧火葬場さ。だと思う。おそらく。ここ昔堤防さしてたのさ。 
寒河江克哉課長  ああ、やっぱり堤防がもっとこっちにあったんですね。 
吉田眞悦委員  そうそう堤防があって……（「あれ、眞ちゃんの家どこだや」の声あ

り）いいから、いいから。（「はい、次」の声あり） 
寒河江克哉課長  よろしいですか。（「はい」の声あり） 

 次、26番です。済みませんが、斜線を引いてないんですけども、中央
に道路が見えると思います。その道路の下側のわりあい広大な更地にな

っている場所です。ただし、ここは東松島市なんです。角柄という土地

でございまして、そこに 3,350平米ほど町の所有する土地があるという
ことでございます。そちらの経緯についても私ちょっと聞き漏れてしま

いましたが、旧南郷町時代からの土地だということでございます。 
櫻井功紀委員  東松島市に固定資産税払っているのか。 
寒河江克哉課長  町は固定資産税は払っていませんけども。 
吉田眞悦委員  昔の小島運動場さ。 
寒河江克哉課長  ああ、運動場なんですね。 
吉田眞悦委員  昔のね。ほら 26 って書かってっちゃ、一番上さ。ここの集落は小島

だから。 
寒河江克哉課長  そうですね。済みません。今吉田議員さんが言ったとおり小島でござ

います。 
吉田眞悦委員  小島でここの水路が境なのさ、山との。だから、ここだから、小島の

昔運動場として使ってたのさ。そいつが新たにこっち側さイーストファ

ームのハウスのところに隣に運動場つくったっちゃ。（「水防倉庫あった

んでないの」「あいつつぶしたんでしょは」の声あり） 
寒河江克哉課長  ほとんど今活用はしておりません。 
櫻井功紀委員  水防倉庫として残ってんの。 
大橋昭太郎議長  あるはずだな。 
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寒河江克哉課長  あるはあるはずなんですけど。（「木造の」の声あり）すみません、私

もまだ１年間経つので行ったことないんですけども。旧課長から引き継

いだ中では建物はありますが活用はされていないと。 
吉田眞悦委員  こいつ網掛けしてないということは、どこまでだかわかんないのか。 
寒河江克哉課長  済みません。つまり町の土地だとちゃんと航空写真と公図を重ね合わ

せて区画できるんですけども、東松島の土地、市街地なもんですので、

その図面がないということなんです。公図をとればそれで写すことはで

きますけども、済みませんがそういったことで今回斜線はできなかった

ということであります。 
吉田二郎委員  境界変更でもしたんですか。 
吉田眞悦委員  違う。もともと矢本だったの。 
寒河江克哉課長  よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 次、27、28 については、一角地と考えてもよろしいと思いますが、
公図上２つに分かれています。27と 28の写真の上の部分ありますが、
これは南郷グラウンドです。27と 28の番号ふられている部分の白くな
っているところは南郷グラウンドです。その南郷グラウンドの東側に今

新しい町道が走っていますけども、その町道沿いですか、にあるのがこ

の 27、28 の土地でございます。何に前なっていたのかというのはちょ
っと私のほうでも調べられませんでした。吉田議員さん、おわかりです

か。 
吉田眞悦委員  町の土地だというのはわかってるけど、何でここさしたかはわかんな

いな。 
大橋昭太郎議長  あいつ改良区の土のうだか置かれているとこか。 
吉田眞悦委員  んだんだ。今でごみ置き場。ごみ収集場。 
寒河江克哉課長  よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 次が 29番ですね。29番は和多田沼ですね。和多田沼のこれは蛭田原
でございます。これも一つ一つ土地が分かれておりますが、一角と考え

てください。29、30、31 までですね。これは小牛田地域から南郷地域
に行く際に、塩釜神社を越した後に涌谷に行く県道から左手のほうに入

っていく町道がございます。昔よく交通取り締まりなんかをやっていた

ところと言ってしまったらなんですが。イメージわきませんでしょう

か。小牛田のほうからいきますと塩釜神社があります。塩釜神社を越え

てそのまま道なりに真っすぐと涌谷に行く県道です。それを右手に入る

道路があります。鳴瀬川のほうに行く道路ですね。それを入っていった

先の道路でございます。近くに墓地がありまして……。（「ああ、そうだ

な」「墓地あっちゃ」「これ南郷のバラの……」の声あり）これもバラや

っていますね。たしかこの大きい家で牛を飼ってたりなんかしている家

ですね。イメージ的におわかりでしょうか。（「はい」の声あり）今は、

去年は丸文建設さんの資材置き場に町で貸していましたね。（「下水工事

のときに」の声あり）はい。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 
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 次、32番ですね。先ほどお話ありました旧練牛小学校の跡地でござい
ます。今これは、32で全部網掛けになっていますけども、実際こちらの
ほうにも消防ポンプ倉庫あります。その部分分筆してありますので、そ

の部分はこの斜線から除かせていただきます。また、この県道沿いには

桜並木があったり石碑があったりします。これについても地域の方々と

相談し今後も町で所有するということで、その部分も分筆してありま

す。ですので、面積はこちらに書いてある１万１千９百平米でございま

すが、実際のこの写真上から言いますと右端の木が生い茂っている場

所、あとは道路沿いの木が生い茂っている場所については売買とか貸し

付けの対象にはしないと考えているところでございます。済みません

が、この写真も古いものでまだ校舎と体育館、プールなどがある状態に

なっております。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 
 次、33番の実習畑というところでございます。これについては、吉田
議員さんの家の近くと申し上げて……、申し訳ないんですけども、鳴瀬

川沿いに東光寺というお寺がございまして、それの若干上側と言ったら

なんでしょうね、東側なんでしょうか。そこにあります実習畑というよ

うな名称で旧南郷町から引き継いでいるものでございます。面積が

3,511 平米ほど。割合大きな土地でございます。これについてもちょっ
と何に使われていたかというその前の形状については、済みませんが、

調べられませんでした。下のほうにポツンポツンとあるのが全部お墓で

すね。 
山岸三男副委員長  実習畑って小学校の実習畑っていうこと。 
吉田眞悦委員  昔南郷高校の実習畑として使ったんだけども、そいつが町のものにな

っているんださな。 
山岸三男副委員長  町が県に貸してたっていうことか。 
吉田眞悦委員  払い下げになったのさ。これずっと昔堤防だったのさ。私が幼少の…

…、低い堤防、鳴瀬川の。鳴瀬川がこう蛇行してっから。昔の堤防を撤

去した跡地なのさ。ずっとね、木間塚から。（「眞ちゃん、お坊ちゃまの

とき遊んでたの」の声あり）そうそう。だからここは大崎市なのさ。（「あ

あ、こっち側がね」の声あり） 
寒河江克哉課長  ですね。この辺はちょっと入り組んでいますから。よろしいでしょう

か。（「はい」の声あり） 
 最後、34です。これは南八丁の今大地フーズ、木の屋さんが入ってい
る土地の西側でございます。今写真中央の部分何もないですけども、今

何もない、白くなっている場所にはもう大地フーズさん、木の屋さんの

工場が建っています。それの向かい側の部分でございます。それで今回

斜線を引いている部分が南八丁１の３、二千三百平米ですが、この斜線

よりも下側の部分、昨年の３月に木の屋さんに 790万円ほどでお売りし
ております。これは決算でまた御説明いたしますが、下の部分はもう売

買済みです。今回この斜線の台形型になっている部分ですね、大地フー

ズさんのほうから前々からほしいんだというようなことがありました
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ので、今年度その部分を進めていきたいと考えているところでございま

す。 
吉田眞悦委員  34番は決着つくんでしょ。 
寒河江克哉課長  はい。一応町が誘致した企業でございますので、優先的にその部分を

売買したいということで町長からも指示を受けております。ですからこ

の部分については今年度中に決着がつくのかなと思われます。（「全部」

の声あり）そうです。この斜線の部分全部です。あと、済みませんが、

この写真と若干台形の形が違いますけども、これは県道の拡幅工事とか

いろいろありまして、やはりどうしても町のほうで残さなくてはいけな

い土地があるので全て写真とその台形の形が合わないということでご

ざいます。 
 以上 34の説明でございました。 

鈴木宏通委員長  ありがとうございました。 
 ただいま 34 カ所の部分、航空写真を交えながら場所等の確認を今し
てきましたけれど、それにつきまして皆様に、まあそれぞれいろいろ、

その箇所ごとにいろいろお聞きしたいところもありますけども、通して

何かございましたらば。ありませんか。 
 はい、吉田委員。 

吉田眞悦委員  確認です。34番までの土地については、町としては利用するというこ
とではなくて売却だよということで全部考え方が統一になっていると

いうことでいいんですか。 
寒河江克哉課長  厳しい御質問でありますけども、町長、副町長とは全てこの 34 番ま

での土地を全て売却だというような話はまだしておりません。担当課と

して先ほど言った（１）から（４）までの基準で示すとこういった土地

がその利活用としてできるのではないかと思われるというようなこと

でございますので、今後この部分については町長、副町長と協議をして

いきたいと考えているところでございます。 
吉田眞悦委員  今後協議していくということだけども、町としては、何に今後町とし

ての計画の中で使うということはまずないと。町としてだよ。という解

釈でいいのかな。 
寒河江克哉課長  議員おっしゃるとおり今現在は計画はございません。 
吉田眞悦委員  だから、もし買い手があれば売りますよというのがまず第一に出てく

る土地だという考え方なのかな。 
寒河江克哉課長  はい、そのとおりでございます。ただしということで付け加えさせて

いただきますと、町で売買する際にはその境界確定、その土地の境界を

きちんと確定するのがまず一つ。あとはその土地の不動産鑑定をする

と。その２つの手続きを整った後、お売りしたいというような考え方で

進めております。ですので、この全ての土地についてはその境界確定が

まだ終わっていない土地もございますので、今後その手続きを経る際に

は議会にそれに関連する予算をお認めいただいた後ということになる

と、そのように考えているところでございます。 
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鈴木宏通委員長  よろしいですか。（「あともう一つ」の声あり）はい、吉田委員。 
吉田眞悦委員  この１番の土地なんだけども、墓地に隣接している土地なんだよな。

それで、ちまたのお話なんだけど、駅東地区に越してこられた住民の

方々の一部になろうけども、将来に備えて墓地をということの要望とい

うのは届いているの。担当課のほうには届いてないんだ。 
鈴木宏通委員長  はい、課長。 
寒河江克哉課長  町長からそういったお話を聞いたということは確かでございますが、

住民の方から直接防災管財課のほうに要望とか意見があったわけでは

ないという状況でございます。町長がその地区の総会かなにかの際にそ

ういった話を聞いたということは聞き及んでおります。 
吉田眞悦委員  地域とか行政区長さん方を通しての正式な申し入れではないという

ことだね。現時点ではね。 
寒河江克哉課長  はい。 
吉田眞悦委員  ただ、ここの墓地については、あれ、あそこ町営墓地。町営墓地だよ

ね。（「共葬墓地」の声あり） 
吉田二郎委員  70カ所あるんです。町の保管しているところ。 
吉田眞悦委員  ああ、全部でないんだ。 
寒河江克哉課長  町で管理している土地については本小牛田のお寺さんは真證寺さん

の裏の部分と牛飼共葬墓地です。 
吉田二郎委員  ２カ所あるんですよ。町屋敷共葬墓地というのは真證寺の 128で、そ

して今言った西原、幼稚園の西側に 70 カ所つくったんですよ。牛飼共
葬墓地っていうね。（「町でつくったの」の声あり）うん。その隣の部分

が共葬墓地で従来からの墓地なの。 
櫻井功紀委員  あれは今更地になってんの、幼稚園は。 
寒河江克哉課長  幼稚園の跡地は更地です。 
櫻井功紀委員  更地だよね。建物ないよね。 
寒河江克哉課長  昨年度下水道工事をする際に、その資材置き場に貸してほしいという

ことでお貸しはしていましたけども。基本、更地になっております。 
大橋昭太郎議長 こないだの村松議員の一般質問でも町長が答えているのさな。その後

具体化してないっていうだけの話で。 
寒河江克哉課長  そうですかね、はい。 
鈴木宏通委員長  はい、千葉委員。 
千葉一男委員  34番っていうのは先ほど、一応売却する予定で今進んでいるのかな。

そういうふうに受け止めたんですけども、これなんかはさっき言った売

るための手続きは全部整っているんですか。それが一つと。それは売買

だよね。贈与じゃないんだよね。町が支援した企業だからやるというこ

とではないんだよね。商売ね。ものを売るのね。 
寒河江克哉課長  まずその手続き的なものなんですけども、昨年度でその用地の境界確

定は終わっております。ですので、先ほど言った条件の境界確定は済ん

でいると。あと不動産鑑定も済んでおります。その２つが終わっており
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ますので、それに基づく適正な価格で隣接する企業様にお売りしたらい

いんでないかということでしています。贈与でなくてあくまでも売買で

す。 
 実際、評価額については木の屋さんとかが来たときの評価額の今約倍

くらいになっていますので。それでももともと木の屋さんが来た際は、

確か 2,500 円くらいだったと思いますが、今不動産鑑定したときには
4,600円くらいの価格で。 
 それについては今年度そういった手続きを取りたいと思っておりま

す。 
鈴木宏通委員長  はい、佐野委員。 
佐野善弘委員  この 34番の中で 31年度予算の中で売買の予定となってるのは確か６

番の中埣幼稚園の駐車場跡地と 32 番の旧練牛小学校だったと思うんで
すけど、そのほかにあったんでしたっけ。 

寒河江克哉課長  佐野議員がおっしゃるとおりでございます。当初予算を計上する際に

はその中埣幼稚園の駐車場跡地と練牛の２カ所ですね、当初予算でとい

うことで計上しましたが、これはあくまでも昨年の 11 月の予算計上時
期の話であって、その後この南八丁の部分をなんとかという話を受けま

したので、当初予算の部分には入っておりません。ですので、決算前に

令和元年の補正予算でもしもその部分も、全ての部分 3,500万で売れて
この部分も追加ということであれば、補正予算を計上したいと思います

が、なにせ練牛小学校の跡地についてはこれからと。旧中埣幼稚園の跡

地についてもまだ売買の相手さえ見つかっていないという状態でござ

いますので、その 3,500万の当初予算の計上した中に入ってくるという
ような考え方も出てくるかと思います。 
 ですので、当初予算の計上の際にはまだ明確化できなかったので、計

上はしておりませんでしたということで御理解いただきたいと思いま

す。 
鈴木宏通委員長  よろしいですか。 

 はい、では二郎さん。 
吉田二郎委員  同じなんですけど、売却予定地として公表したのはこの 34 の中のう

ちの２つだけでその前もなかったということでいいんですよね。 
寒河江克哉課長  はい。 
鈴木宏通委員長  そのほかございませんでしょうか。ありませんか。（「はい」の声あり） 

 本日一応皆様に町有未利用地の利活用についての現状について、町が

保有しているその中の 34 筆について皆様に示したとおりでございまし
た。 
 次回におきましても、町のほうの部分というよりは今度理解をしてい

ただいてどのような利活用方法があるかというのを検討しながらほか

の町でどのようなことをしているかということを、少し情報を得ながら

資料を揃えたいなと思っていました。 
 それで、今回いろいろ教育財産あとは例えば宅地等、そして雑種地と



 20

いろいろございますし、その売却のほうという話も踏まえましてその他

の利活用についてどのように考えるかというのもこれから審議をして

まいりたいと考えております。まず情報をつなぐために資料を揃えたい

と思いますので、次回までに揃えさせていただきたいと考えておりま

す。 
そのほかにまた何か町のほうの動き及び財産の管理にいろいろあり

ましたらば、また管財課のほうから情報をつないでいただく。また、う

ちのほうからいろいろこういうふうなのはどうなんだというような話

がありましたら、またこのような機会を設けて話し合いをしたいなと考

えております。 
本日以上をもちましてまず１回目の現状把握についてを終了させて

いただきますが、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 
では、次回の常任委員会でございます。５月、今月は来週であと 10

連休に入ってしまうので、ちょっと私たちも今資料は揃えかねるところ

もあるんですが、５月連休明けということでよろしいですか。（「はい」

の声あり） 
連休明けのちょうど１カ月後くらいになってしまうんですが、第３週

くらいでいかがですか。 
山岸三男副委員長  27日の週ってこと。 
鈴木宏通委員長  １つ前か２つ前。 
吉田眞悦委員  ５月 13の週ってこと。 
鈴木宏通委員長  13の週及び 20日の週。 

 済みません、休憩をします。 
 

 

休憩 午前１１時 ９分 
再開 午前１１時２３分 

鈴木宏通委員長  では再開をいたします。 
 それでは次回５月 14 日、火曜日、９時から現地確認をさせていただ
くということで担当課の説明をもとに一緒にお願いをしたいと思いま

す。 
 場所につきましては、終了後副委員長と担当課と話し合いをして場所

の決定を行いたいと思いますので御承知おきいただきたいと思います。

では、本日の会議を……（「作業着でしょ」の声あり）作業着でお願い

をします。作業着でこちら９時出発にいたしますのでよろしくお願いし

ます。 
 以上をもちまして本日常任委員会を終了させていただいます。 
では、副委員長よりお願いいたします。 

山岸三男副委員長  どうも本日防災管財課さんには非常にわかりやすく説明していただ

きました。内容もよくわかるようになりましたので、さらに内容、議員

のメンバーの共通認識を深めるためにも現地調査をするということで

またいろいろ御苦労をかけますけどもよろしくお願いしたいと思いま

す。 
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 きょうは大変御苦労さまでした。 
 閉会 
 会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

平成３１年４月１５日 

 

総務、産業、建設常任委員会 

 

委員長 


