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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年10月11日（火）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  筒井かよ子    〃  寺門  厚 

 〃  小宅 清史    〃  綿引 孝光 

 〃  木野 広宣    〃  古川 洋一 

  〃  萩谷 俊行    〃  勝村 晃夫 

 〃  笹島  猛    〃  助川 則夫 

 〃  君嶋 寿男    〃  福田耕四郎 

 〃  須藤  博 

欠席委員 議 員 花島  進 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  次 長 寺山 修一 

     書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫  総務課長 川田 俊昭 

総務課長補佐 渡辺 荘一 

財政課長 茅根 政雄   

税務課長 大内 幸志  税務課長補佐 関  雄二 

会議の報告 

     菅谷地内の土地建物について 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前10時00分） 

 

事務局長 ただいまより全員協議会を開会いたします。 

初めに議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

閉会中のところ全員協議会にお集まりいただきましてありがとうございます。 

 このたびの全員協議会は、前回の議会の時に否決されました。 

土地建物の補正予算の件であります。 

その後どういうふうになっているのかという声がありまして、今度の議会報告会に対し

て、我々議員はどういうふうに説明したらいいのか、そういうのが知りたいなっというこ
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とでお集まりをいただきました。 

慎重なるご審議をお願いして、ご挨拶にかえます。 

ご苦労さまです。 

事務局長 それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 開会前にご連絡をいたします。 

会議は公開しており、傍聴可能としております。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しております。 

会議内での発言は、必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いをい

たします。 

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は17名であります。 

欠席議員は花島議員の１名であります。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

会議事件説明のため、市長、副市長、ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため議会事務局職員が出席しています。 

議事に先立ちまして、市長が出席しておりますので、ご挨拶をお願いします。 

市長 おはようございます。 

皆様にはですね、日々議員活動に精力的に取り組まれておりまして、心からご苦労さま

を申し上げます。 

さて、本日の全員協議会は、議長から先ほどお話がありましたように、菅谷地内の土地

建物についてというテーマをいただいておりますので、執行部より説明をさせていただき

ます。 

この案件については、既に概要全体をご説明させていただいておりますので、繰り返し

の説明になるのではないかと思いますが、ご質問に対してはですね、真摯にお答えするこ

とを申し上げまして、簡単ですが挨拶といたします。 

議長 ありがとうございました。 

それでは、次第に従いまして議事に入ります。 

先月の第３回定例会において審議をいたしました菅谷地内で取得した土地建物について、

臨時の安全対策や、今後の対応方針について、執行部の説明を求めます。 

執行部お願いいたします。 

市長 この前、残念ながら否決されてしまったわけなんですけれども、大変危険な状況にある

もんですから、現在養生、どういう事態になってもですね、隣接の家屋に迷惑がかからな

い、被害が及ばない、そういった養生をですね、これから工事としてやっていくというこ

とでございます。 

以上です。 
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議長 補足説明か何かありますか。 

いつごろとか、時期とか、 

副市長 養生の件でございますけども、現在建築課とやり方、いわゆる工法いろんなやり方が

ありまして、足場を組んで今のところ防護ネットが１番いいのかなという方法で、検討し

ているところでございます。 

隣の家とかなり近接しておりまして、足場をかけるのにもなかなか大変な状況内容でご

ざいます。 

防護ネットをするにしても、アンカーボルトを差し込むにしても、壁が剥がれるような

状況だということで、なかなか工法的に非常に難しいという話を今のところは聞いており

ます。 

それで間もなく金額が出てくるとは思いますが、先日の修正動議中でもありましたよう

に、予算は、古川議員さん予算があるという話をしたと思いますけども、財政課のほうで

は、古川議員さん前日に財政課長と確認したところあるという話ですが、実際予算はあり

ませんので、予算については、専決処分をして対応させていただきたいというふうに考え

ております。 

以上でございます。 

議長 執行部の説明が終わりました。 

ご意見、ご質疑ございましたら、挙手の上お願いします。 

助川議員 先日の会議におきましては、執行部のほうで提出されました案件が否決されたわけ

でありますけれども、既に市の持ち物、物件になっておるわけでありまして、近隣の生活

動線エリア内の関係の方がた、あるいは、通行されます皆さんがたにとりましての安全確

保は緊急な形で行っていただかなければならないというような感じは持っておるわけでご

ざいまして、今、養生工事等、あるいはまた、防護ネット等の工事を考えているんだとい

うことなんでありますけれども、この物件に関しましては、それを更地にして、そしてあ

の土地を売っていただいて、そして中長期的には固定資産税等の上がるような形にしてい

きたいというふうな執行部の考えだと思うんですけれども、この養生工事にしましても、

販売契約がすぐになるような保証はないわけでありますんで、どのぐらいの年月がもつよ

うな形でやっていくのか、あるいはまた、専決でやられるということでありますけれども、

どの程度の金額が想定されるのか、現時点でその辺のところがおわかりであれば、お示し

をいただきたいと思うわけでありますが。 

その前にですね、これ2011年の１月に現市長は、当選されて、その後３月に震災に遭わ

れて危険な形になってしまったということでありますけれども、その震災前の時点では、

危険な物件であったというようなことではなくて、ただ単に、放置されていたっていう状

況であったんでしょうか。 

それと加えて、固定資産税等の滞納等がその時点で発生していたんだろうか。 
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その辺の確認をさせていただきます。 

副市長 平成18年の11月に、院長の奥さんがなくなりまして、その後息子さん１人でそこに住

んでいたようでございます。 

この方の生活状況につきましては、お話をしたいんですが、ちょっとこれ公開になって

いる以上、詳しい話は、ちょっとできないので、私的にも非常につらいところなんですが、

いろんな事情がございました。 

それしか、この公開の場では、ちょっとお話しはできないんですけれども。 

それと、先ほどの養生の件でございますけども、今の段階で400万から年間でかかるとい

うような数字が出るとは思います。 

これのやり方ですけども基本的には、足場とか、いろんな防護ネット、途中でやぶける

とかいうことも考えられますので、工事をして、それをずっと維持管理までしてもらうよ

うな形、いわゆる足場についてもリースという形ですので、最後のそういう養生の分を取

り払うまでの工事費をすべてみて、いわゆる年間で400万円ぐらいかかると、ですからそれ

がまた伸びれば、それ以上またかかっていくというようなことでございます。 

年間400万としますと、月30何万くらいになると思いますけども、そういった形で養生の

期間によって、その金額がふえていくということでございます。 

以上です。 

助川議員 そうしますと、2011年現市長に、海野市長になる以前は、危険な物件という状況に

はなかったんですか。 

副市長 特に、東日本大震災平成23年３月にあったときに、周囲の方から余震が続いている中

で、危険だから何とかしてくれという話がそのころから出ていたようでございます。 

助川議員 そうすると2011年３月の震災以前は、危険な物件であるんで何とかしていただきた

いというようなお話は出ていなかったというふうにその時点ではなっていたんでしょうけ

れども、2011年の３.11の震災以降そういうお声が上がったということで、市のほうで何と

かしなければならないということで、こういった形に現時点で進んできていると思うんで

すけれども。 

これね、昨年の空き家の調査をされた数字を見ますと、昨年の時点で877棟が空き家にな

っておって、危険な物件も多分現時点でもあるんじゃないかと思うんです。 

こういった要望を今後出てこないとも限らないと思いますんで、この辺のところの執行

部の考えとしては、この物件だけ特定して、そういう対応をするということは、後々の対

応に大変執行部のほうで多分苦慮する物件が出てこないとも限らないんで、その辺のとこ

ろの市民の皆さんに対しての説明はどういうふうに考えておりますか。 

市長 ごらんになっていただいた議員の方もいらっしゃると思うんですね、多分、何とかして

ほしいというふうな声もお聞きになっている。 

多分、直接、その隣接する住宅の方から聞かれていると思います。 
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見た方はわかると思うんですけども、三方をですね、それぞれお住まいになっている住

宅、あるいは事務所等がありまして、大変危険な状況だということ。 

それから、もう一つはですね、これは、先ほど副市長のほうからも話しましたけども、

特殊な事情がたくさんありまして、なかなか容易にね、強制執行するにしてもなかなか手

が出なかった案件だったものですから、何といいますか緊急避難的な意味で、今回のよう

な形をとったわけですけれども、いずれにしても現在水戸の新聞紙上でごらんなっている

と思うんですけども、ああいう状況になってましてですね、全く那珂市と同じ状況なんで

すよ、もっと那珂市より程度が悪いといいますか、要するに強制執行して解体しても地面

は抵当権を持っている人にいっちゃうかもしれない、いうような非常にね、壊してあげる

だけという形で、その抵当権者が利するというような形の先般聞いた時点の話では、そう

いったことがありましたんで、それよりは那珂市のほうが土地はいただいておりますんで、

損害程度はですね、少なくて済むのかなということで判断して、いろいろその手続上の関

係でね、皆さんにちょっと不信を買った部分があるんですけれども、そういうことで、ケ

ース・バイ・ケース、本当にこれからみんなその危険家屋をもらうのかという話、多分質

問されているかと思いますけれども、そういうことはありません。 

所有者が確定している場合はね、所有者の人にちゃんと話をしていますし、特に水戸信

用金庫の前の部分なんかですね、もう既に地権者の方ともいろいろお話、地権者といいま

すか所有者の方ともお話をさせていただいておりますし、できる範囲でやっていただくと

いうような内容ですね。 

ですから、今後ね、一番懸念されているのは、何でももらっちゃうのかというお話なん

でしょうけども、それはありません。 

助川議員 だからね、空き家条例当然これから早急に立ち上げられるわけなんでしょうけれど

も、その一定の間規則等をつくっておかないと、その間に出された場合どういうことで、

それをお断りするのかということの問題まで、執行部のほうで対応しなくちゃならないと

思うんですよ。だからその辺のところをきちっとしておかないと、いろんな問題出てくる

と思うんですが、そこの部分です。 

市長 今のところもらってくれという話はありませんので、また、そういうお話があってもよ

くね内容を精査して判断するということですね。 

内部でやっぱりちょっと急ぎすぎた部分はあるんですけれども、危険度が高いものにつ

いては、どういうふうにするかということは、これから内部でよくね判断していきたいと

いうふうに思っています。 

助川議員 執行部のほうで対応に困るような事態にならなければ、それ幸いなんですけれども、

私自身は、もう地震活動の国においては、地球規模でも地震の周期に入っておるというよ

うなことでありますんで、１日も早く条例等において執行部が困らないような対応をでき

るようにしていただきたいということです。 
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以上です。 

市長 ご指摘のようにね、条例のほう急いで駆け足で、しっかりしたものをね、制定していき

たいと思います。 

またですね、今ね地震がいつ起こってもという話がありましたけども、今回否決された

物件についてはですね、本当に危険な状態になっておりますんで、新しい年度で皆さんに

予算化をお願いするかもしれませんけども、そのときは、ご理解をいただいて可決してい

ただければありがたいというふうに思っております。 

笹島議員 今いろんな危険をあおっているような、市長は言っていますけど、あれは外壁が落

下しているだけでね、あの建物は崩壊しないよね、その面をまずきちんとさせていただき

たい。 

それからもう一つ、水戸市では、結構なかなかビルのオーナーが変わって非常に大変困

っいて、やはりあそこも外壁が落下して、鉄パイプとか、それからシートで覆って、結局

あれは建築基準法に基づいてその外壁の撤去を求め命令を出したよね。 

あそこは、要するに法的な手段をとってやっていると。 

なぜ那珂市は、そういう法的手段をとらないでね、内々でそういうことを我々議会にも

通さずして、まして、お金がかかる部分もあるということで、我々前から言っているでし

ょう、これは負担つき寄附行為の贈与じゃないかということ。 

我々議会を無視している、軽視しているっていうのを、私はそれを言いたいんですね。 

まず一番大事なことで、大した議会じゃないのだから、議員しかいないんだからかまう

ことはない、黙ってやってしまえ、こういうなめた感じじゃないかなと一つ思うのね。 

それで私もう一つ言いますね。 

こないだの経緯についていただきました、ファクスをですね、今回、私これは深く追求

しないんですけどね。 

この課税保留、これもいいかげんなことで、実籍、戸籍がないから調べられないとかっ

ていって、実質平成24年の調査で判明していると。それで課税保留っていうのは、もう何

も調べないということで、なあなあで済ませてしまう。 

次に問題なのが平成24年８月に市長へ近隣住民から危険なので何とかしてほしい旨の要

請があったと。これ、どこの自治会で、人数はとか、要請したんだとか、ということが聞

きたいんですけど、市長どうなんですかそれ。 

市長 まずね、その建物が崩壊しないんじゃないかと、壁だけ崩落するんじゃないかというこ

とですけれども、これは本当に危険ですよ。コンクリートの破片が落ちてきたらどうする

んですか隣の家に天井を打ち抜いて、それで住人が怪我をおったりですね、最悪死ぬ可能

性だってあるわけですよ。 

本当は、もうちょっと早くやらなくちゃならない、それ鉄骨だけはね残るかもわかんな

いけど、外壁３メーターのところから落ちたらね、３階建てのところから落ちたら、それ
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から、クーラーなんかを見てわかるでしょう。だから、危険なんですよ。 

だから、なんていうのかな、骨組みがしっかりしているからいいんじゃないかという論

理は通らないと思うんです。 

それから、いろいろ言われましたけど、これ全体的に全部ね、繰り返しの説明になりま

すんで、笹島議員はすべてご承知だと思いますんで、これは省略いたします。 

それから課税保留の件ね。 

課税保留の件については、これは確かに直さなくちゃいけない部分だと思います。 

今までね、ずっとやってきたんですよ前からね、それがここまで至ったということなっ

ておりますんで、どういう形にするかっていうのはこれからね税務課と、そういうところ

に指示を出してですね、ちゃんとした形で、その課税ができるようにですね、やっていき

たいというふうに思っています。 

あと何でしたか、はい、その二つね。 

笹島議員 近隣住民からね、危険で何とかして欲しい、そういう自治会の人達どういう人たち

が要請に来たのか、人数とか、要請の手段っていうんですか、文書か何できたのかと、き

ちんとしたものがあるのかっていうことですね。 

市長 きちんとしたものはありません。 

きちんとしたものっていうかね、その要請とか、あれはありません。 

ただね、見て危険な、危険だと思ったらやっぱり危険を解除しなくちゃいけないでしょ

う、だからそういった意味で、こういった手続をとらしたんです。 

何とかそのね、本当は所有者がやらなくてはならない、だけど、なかなかね相続関係が

うまくいっていない。そういったこともあったんで、どうしたら市の負担が一番少なくて

済む、そして完全にその危険を除去できる手法があるかどうか、それを執行部といいます

かね、職員に指示をしてやらせたわけなんですけれども、だれから言われたかというと、

これ個人名を申し上げるとねまずいんだけども、近隣にね同級生が一杯いるんですよ私の

同級生が、笹島議員が行かれたところも多分そうだろう。 

そういったところがあるんで、そういう人たちから言われました。 

それから、自治会の関係者の方からも言われております。 

通ればわかるわけですよあそこね、だから通りがかりの人からも何とかできないのかと

いうようなお話もいただいております。 

だって、危険なものをね、そのままに放置したら行政として責任を果たせないじゃない

ですか。だから危険なものは、やっぱり安全な方向に持ってく、これはやっぱり行政の首

長としての責務ですよ。 

それを手続上ね、悪かったという指摘を受けていますけれども、それを全うするために

私はやったということです。 

笹島議員 市長ね、そういうしかるべきね、その手続をとらないとね、だれから言われたとか、
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同級生とかっていう、そういう論外の話じゃなくね、きちんと、ここが、もとの問題の始

まりだと思うんですね。ここを、きちんとしていかなかったから、ずるずるずるずるして

きた、なぜずるずるしてきたか、平成24年の８月にですね、協議の中で出された意見は、

おおむね次のとおりと、皆さん持っていますよね、これね。ファックスで送ってきたのあ

りますよね。 

３人は、親戚づき合いをしていない。３人で会うこともしたくない。この件には関わり

たくない。 

こういうものでね、申しわけないけど、こういう話でね、市がね動くということ自体が

おかしいですよ。要するに、市長がもっときちんとした手続を踏んでいれば、次に、この

次も、これも法的手続をやっていくんですよね。これも、やはりその意見感情的なもので

すよね。 

もう平成26年に空き家特措法ができた、本来だったら防災課がやることが、今度は、今

言っていた市民協働課に移ったと。これ、なんで移ったか私わかりません。 

特措法ができて、今度平成27年の５月市へ寄附してもらって、市が撤去すると方針を固

める。以降上記方針を３人に伝え、寄附に同意するように交渉する。 

ここに議会の議決が必要なのに、ここに負担付寄附行為がなされているってのは、私は

ここが言いたいんですね。 

次に、またこれも問題なんですよ、平成28年４月18日、この皆さん持ってますよね。 

那珂市不動産評価審査会開催、これ副市長が中心になって全部長が出席したと思うんで

すよね。 

何を話し合ったか知らないけれど、私らにもそういう話を聞いてない。 

それで、翌日には那珂市に所有移転登記をしている。 

何のためにこういう会議をやって、もっと以前やらないと余りにもお粗末すぎている。 

これどういうことなんすか、これ。 

ちゃんと教えてください、これ。 

市長 24年８月以降云々で、これいわゆる相続想定者の中での話なんですけども、こういうこ

となのに、なんで壊すというか、もらうような手続になっちゃったかっていうと、これ最

終的にはもらうような形になっちゃったんですけども。あの状態でね、議員も多分見てい

ると思うんですけど、24年に地震が起きた後ですよね、先ほど申し上げたように、壁が剥

離しかかっている、その壁が下に落下するかもしれない、小さいものだったらそれほどの

害はない、ところが大きいもの大きい破片なると、これ天井をつき破ってね、先ほど申し

上げたように最悪死亡する案件もあるわけです。 

もちろん通行してる人も、そういう危険性にさらされるわけですよ、そういった危険の

中にあるんだから、これ繰り返しになっちゃうね。やっぱりそういった危険を排除する、

安全な形にする。 



 - 9 - 

これは、やっぱりね、我々の責務なんですよ、だからやったということですね。 

それから所有権移転登記の件なんですけども、何で急いでやったかっていうことなんで

すけども、これは事情があるのであまり言えないのですけれども、やっぱり、ちょっとね

心変わりがしちゃうとまずいので、いただく方向で３人の合意ができた時点で登記したと

いうような形だったと思います。 

私のこれ想像でございますけれども。 

福田議員 議長、今日のこの全員協議会趣旨は何なんですか、先ほど言った現状、それから今

後の対応ということと違いますか。 

議長 はい、それが主理由です。 

福田議員 何か話が大分前に戻っちゃっているような、これではね、今回の要するに全員協議

会の趣旨に合わないんじゃないですかね。 

例えば、そういう過去に戻ることを行ったらばね、私も言いたいことはたくさんあるん

です、これ議会側に対してもあるんです。 

なぜかって言えば、今回の９月の定例会、このときに15日に全員協議会開催しましたね。 

そのときに、どうしてこの問題を取り扱ってる総務生活常任委員会の委員長報告がなかっ

たんですか、なぜなかったんですかこれ。 

そして16日の最終日に、いわゆる委員長から報告がありました。資料もちょうだいしま

した。 

そして間もなく採決だったでしょう、我々ほかの委員会に所属をしているものは、中身

が何もわからないで、わずかな時間でね、30分かそのぐらいの時間で採決というのはどう

いうことなんですかこれ、慎重な審議ができないでしょ、そうじゃないですか。 

これ議運開催してるけど、議運でこの事というのは、委員長報告がなくてもよかったん

ですかこれ。 

私の記憶では、そういうことっていうのは記憶にないです。 

今までの議会で、だからそういうふうにね過去に戻るのであれば言いたいことはたくさ

んあるんですよ私らも、過去からやってくんですかこの全員協議会、それとも、先ほど議

長が言った現状そして今後の対応、どっちにするんですか。 

議長 福田議員の質問にお答えをいたします。 

きょうの全協は、こないだ否決された案件がありますが、その案件を今後どういうふう

に執行部として考えて、いつのころどのぐらいの予算を使って養生をするのかっていうの

を我々はこの全協で聞きたいと、そういう趣旨で始めました。 

今福田議員がおっしゃるように、否決されたものを再度問題とするものではないかと思

います。 

福田議員 ちょっといいですか、それとね今回のことっていうのは、執行権というのは執行部

側にあるわけですよ。 
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我々は、議会としては否決をしたわけですから、その成り行きを真摯に受けとめてく、

これだと思うんですよ。 

ただ、先ほど議長からあったように、この議会報告会があると、その時に住民にどうい

う説明をするかというようなことがあるということで、今回この全員協議会が開催された

んだろうと思うんです。 

でもそれはね、成り行きで今までの経過、それをちゃんと報告すればいいことであって、

そんなに我々がね頭を痛めるそういう問題でもないのかなと思いますよ。 

それ地域の住民にとっては、当然これは１日も早く何か解決方法をやっていただくとい

うのは、これ執行部も当然その辺は認識して当然のことだろうと思います。 

ただ我々から言うと、先ほど副市長が答弁したようにね、養生をするそのときに400万ぐ

らいの金かかるというような話をちょっと伺いました、この金なんかも余計な金ですよ本

来からいえば、これだって税からですよこれそうじゃないですか、いろいろね過去には問

題があったでしょう、執行部もいろいろな怠慢もあったでしょう。 

議会に報告がなかったということ、議会もねそれは真摯に受けとめていますけれども、

いわゆるやっぱり今回のことっていうのは住民に直結する、いわゆる危険性のある緊急性

のある物件ということで、我々も慎重に審議をしたかったのですが、審議するいとまがな

いでしょうこれ、それでいて採決に入ったわけですよ、私の記憶ではね委員長報告がなか

ったということ、これが大きな問題だろうと思います。 

いかがですか、ほかの議員さんどう思いますか。 

それは間接的にはね、委員から話は聞いていますよ個人情報として、何のための総務常

任委員会なんですか、委員長の報告があってしかるべきのことがなかったんですよ、それ

がこういう問題につながっちゃっている。 

また、これだけの問題を問題があることが委員長から報告がなかったということ、我々

も真摯にね、これは反省する点が多いんじゃないですか。 

皆さんの各議員のね、お話も聞いてみていただきたいと思いますよ私は。 

小宅議員 今、福田議員おっしゃるようにですね、去年の３月からですねことが進み出してい

るという時点において総務生活常任委員会のほうには、少なくても全議員ではなくても報

告があってしかるべきだったと思います。 

それで委員会であれば開催するのもそんなに調整をする必要がありませんので、それで

事の経緯等を聞いていれば私たちも、全員協議会等でも、もちろんその会期中の委員会で

も説明もできましたし、全員協議会でも説明できたと思いますが、今回の件はですね、い

きなり聞いたというような形でございましたので、こういった点がですね、非常に市長は

不信を招いたと言っていますけど、本当にここ数年そういうのが非常に多いように思うん

ですね、事前に執行部のほうで動いているのであればせめて関係委員会のほうにはですね

話をしていただいて、議会としてもじゃあそれを検討しましょうというような形にもって
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いくような、まず執行部のそういう体制をですね、改めていただきたいというふうに思い

ます。 

今の件に関して以上です。 

議長 福田議員から提案ありましたように、議運とよく相談をして議会といたしましても各委

員会の委員長報告、並びにそういったその執行部からの提案の件に関しては、真摯に勉強

して、どういった場で連絡を受けて、どういったところで皆さんに説明するか検討してま

いりたいと思います。 

ご指摘をいただきありがとうございました。 

ほかにありませんか。 

大和田議員 先ほど福田議員からもありましたので、今後のことを今回の全員協議会でもちょ

っとお伺いしたかったんですけども、先ほど助川議員からも話があったんですけども、そ

のこれから空き家もふえてくると、寄附するから壊してくれという案件も出てくるかと思

うんですね。 

先ほど市長からケース・バイ・ケースっていうとちょっとやっぱり市民のほうにも説明

ができないかなと思います。 

また、前回の全協で副市長が答弁していただいたとおり代執行には、やっぱり時間もお

金もかかると思うんですけども、筋というか、そういうのを通さなければ今後の空き家対

策により多くの労力ですとか、お金がかかると思うんですね。 

それで市民の安全や財産が脅かされるのはもちろんあるかと思うんですけども、そうい

った今後の空き家対策、特措法の手順ですとか順守していただければ今回のようにペイが

できるとかできないとか、そういったものも市民の安全のために堂々とできるのでないか

と思うんですね、それをですね、その対策特措法の手順の遵守ですとか、あと協議会の設

置ですとか、そういったのはどのようにしていくのか市長に伺いたいと思います。 

市長 今、条例をつくっていますんで、その条例で定めた内容どおりに進めていきたいと、上

位法律ももちろん参考しながらですね。 

それで、先ほどケース・バイ・ケースて言ったけども、それは訂正してよほど特殊なケ

ースでない限りはですね、同様にですね扱うという形でやっていきたいというように思っ

ています。 

なるべく速やかにですね養生ですかやっていきたいというふうに思いますんで、ご理解

をいただきたいと思います。 

ほかに、ないですか。 

副市長 すいません。 

先ほど400万ていう話をしましたけれど、もう一度詳しくお話したいと思うんですが。 

まずは、400万って数字は決まったわけじゃないんで、最低でもこのくらいだという話で

すが、予算化する場合にですね、これ予算は単年度主義でございますから、とりあえず来
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年の３月までの工期という形で予算化はしたい、いわゆる年間で400万というこれは、維持

管理も含めて、あとはその後の養生の解体も含めての話が400万程度だという話ですから、

これから養生をかけていくと５カ月程度月30万程度だとすると150万今年度は、そういった

形でとりあえず予算化をしていきたいと、その段階でまだその３月のときに、まだ壊さな

ければその段階で繰り越しを設定して、新たに予算化をそこでしていくと、翌年度までの

延長ができる形でやっていきたいというふうに考えております。 

ですから壊すときによるまでの期間ていう話になりますね。 

福田議員 例えばね、今回の養生に関しては業者に委託するわけでしょう。 

これ入札か何かでやるんだろうと思いますけど、その場合、例えば業者っていうのは今

足場持っている業者っていうのはあんまりないよね。 

例えばですよ、それは業者が足場を持っていれば、それはまた考え方違うと思うんです

が、今足場なんていうのは、ほとんど業者はリースだろうと思うんですよ。そうすると、

例えばですよ、その期間が長くなれば、どれまでの期間になるかわかりませんけど、リー

ス料というのはかかってくると思うんです。その場合に、一概にいくらですよという数字

がでるんですかね、期間がちゃんと決められていればいいんですけど、例えばこれからだ

って、解体とかっていうことに最終的にはもっていくんでしょうから、当然そうなるだろ

うと思いますけど、その間どれぐらいかかるのか、そういうことを考えた場合には、なか

なかその数字的な400万っていう、そういう数字っていうのは出てこないんじゃないですか

ね。 

副市長 確かに足場は今ほとんどリースでございます。ですから、工事費で予算は組んだとし

ても基本的にはリース料いわゆる年間の維持管理も含めて、いわゆる例えばネットが破れ

たらその段階で直してくれるまでも含めてまずは単年度予算、単年度主義ですのでとりあ

えず３月までの期間でのリース料を含めての金額が大体その程度だと、そこから繰越予算

を設定して例えばそこから１年間だとすれば、またそこの期間のリース料が発生するとい

うような算定の仕方でございます。 

ですから、福田議員さんのおっしゃるとおりだと思います。 

福田議員 そうするとねその金っていうのは、その費用というのはやっぱり税ですよこれ、こ

れは補正を組まなくても予算的にあるんですか今年度の３月までのその費用というのは、

予算はあるんですか、それとも補正を組むんですか。 

副市長 先ほどお話ししましたように、予算科目が工事費でございますので、工事費はござい

ませんので、新たに補正予算を組むということでございます。 

ですから、見積もりして金額が最終的に決まれば、その段階で専決処分をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

以上です。 

福田議員 余計な金がかかることばっかりなんだよねそれではね、と思うんですよ。 



 - 13 - 

そういうことが果たしてどうなのか、いいのか。こういうこともねえ、やっぱり議会と

してもね慎重に考える、これは今だろうと思うんですよ、今この時期だろうと思うんです

よ。 

本当にね、今回のようなこういうこの地域の住民、いわゆる住民に直結する大きな問題

これが本当に軽率にね取り扱われてきたということが非常に私にとっては残念ですよ。 

しかも緊急性のある問題、それから今後の空き家対策に対する一つの例、前例としてこ

ういうこともやっぱり慎重に考えていく、こういうことが本当に問われる。 

こういうことをね、本当に執行部、あるいは我々議会としてもね、本当に真摯に受けと

めて協議をしつつ、そしていろいろ議論をしてね、やっぱり恥ずかしくないこの議会、執

行部、こういうことに努めていただきたいなと私はそう思います。 

以上です。 

議長 ほかにございませんか。 

古川議員 きょういただいた全協の開催の通知に菅谷地内の土地建物についてということしか

なかったもんですから、先ほど議長がおっしゃったその開催の今日のですね趣旨というも

のは、ちょっと私もつかんでおりませんでしたので、自分の中では、その決して過去に戻

るわけではないんですが、なぜ今回その否決といいますか、修正案を出したのかといいま

すと、安全確保というのは、これは誰も議員はわかっていると思うんですね、これはもう

優先だというのはわかっていると、ただその説明を求めてもわからない、答えれば特別な

事情があるから言えないというなことでは、福田議員おっしゃるように養生のための余計

な予算がかかるなというのは私もわかっていましたけれども、わからない、教えられない

では、私はちょっと賛成するにはねいかがなものかという気がしましたので、きょうは本

当いろいろ質問は考えてきたんですが、そういう場ではないというので、きょうは答弁は

結構ですけれども、今後のこととして、我々今月議会報告会ございますよね、そこで例え

ば市民の方に例の件あれどうなっているのだと、どういう事情なんだと聞かれたときに、

わからないと言ったのでは、我々も答えられませんというような答弁でいいのかなと思っ

たので、きょうね、また改めて聞けるのかなと思ったんですけども、そういう趣旨ではな

いということなので、あえて質問答弁は結構ですけれども、今後そういう報告会のときに、

我々どういうふうに答えたらいいんだろうかというのは、ちょっと不安に思っております。 

福田議員 だからね、いわゆるまた話が戻りますけれども、そういう事の内容が我々はわから

なかったんですよ、委員長報告がないから、それが今になってそういうことが出てきてい

るという事、これがどうも私には理解ができないっていうことなんですよ。 

委員長報告っていうのは、それほどね重みのあることでしょう、そのための委員長報告

なんですから、今までに過去にないと思いますよ私の記憶では、委員長報告がなかったな

んていうことは。 

寺門議員 今福田議員のほうからお話がありましたけれども、私も委員長報告がないというの
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は大変遺憾だなということに思っておりました。 

最終日の前にですね、全員協議会を開いていただけるよう要請をしてですね、この案件

については、我々は担当委員会ではございませんので所属がですね。 

何もわからない白紙の状態で決をとるというのは非常に無理なことなんで、状況をきち

んと説明してほしいということで、全協での説明会を求めて開催していただきました。 

なぜその委員会ができないのっていうことについてはですね、議案以外は、議案につい

てはやりませんという話があったというふうに思っているんですけれども、これも今後は

議運としてもですね、我々議員としても、これは考えていかなきゃいけないと思います。 

私は福田議員と意見は一緒です。きちんと、やっぱり全員で考えて結論を出していくの

が本来の筋だと思いますので、これはきちんとやっていかなければいけないと思います。 

この説明が今回の物件に対しては内容がわからないということについてはですね、全協

で聞いてもやっぱりわかりませんでした、翌日の最終日の前にですね、説明文ですね、議

長宛ての説明文をいただきましたけれども、これも経過説明だけで何ら我々が納得できる

内容ではございません。 

どうしてこういうふうになったのかっていうものはですね、具体的にだれがいつ決断を

してどうなったのかっていうのが書かれておりませんので、それを聞いてもやっぱりわか

りませんという話、これではですね、私たちも間もなく議会報告会がございますけれども、

何で平成24年８月にね、危険だというものそういう物件をですね、今の今までほったらか

しにしておくのかということ、これについては結論的に現状でも市の保有地なってもです

ね、なんら安全上の対策をされておりませんので、これについての私たちは説明ができま

せん。 

もう１点は、今後のことについてもですね、申し上げますと先ほど空き家条例をつくり

ます。それから安全対策は養生シートを張ってやっていきますよと、費用もかかりますと

聞きましたけれども、この４月にですね市の土地になりました、危険でもあるにもかかわ

らず何ら手を打っていませんよね。それ予算がどうこうの問題じゃないんじゃないですか、

緊急措置が必要だということであれば、市長もおっしゃる、皆さん全員おっしゃっていま

す。 

何もやっていませんよ、これどうなんですか、予算どうこうの問題じゃないと思います

よ、今でも手がつけられてない、今建築課と話していますと、期日もわかりませんという

お話ではですね、これ市民の方も納得いきませんよ。 

いつまでにやるんですかと、こういう養生をして安全確保をして、これぐらいの説明を

きちんと報告会でさせてくださいよ、何でできないですかそれ、おかしいじゃないですか。 

だって、我々はそれ予算は否決しましたよ、そんなもん、また補正で組んで承認してくだ

さいよ、すぐやりますからという話でいいじゃないですか、単純明快じゃないですか。 

我々はそれ反対しませんので、そのかわり、やっぱりこの経緯については、きちんと後
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ほどでもいいですからわかるように説明をしていただきたい、固有名詞が出てくる云々と

ありますけれども、個人保護の問題が、それは除いてもですねきちんと説明はしていただ

かないといけないと思います。 

今後の条例制定についても、我々も中間で報告をいただいて、今回の寄附を受ける受け

取らないについてもですね、きちっとしたこれ我々議会でも判断しなきゃいけませんので、

そういうことについてもきちんと、福田議員も先ほどおっしゃったように、我々と執行部

で議論をしながらこれは固めていかないといけないと思うんですよ、そこは一緒になって

ぜひお願いしたいと思います。 

以上です。 

議長 ほかにありませんか。 

副議長 まさにこれからの話をしなきゃいけないと思うのですが、しかし、これからの話をす

るためには、今回の件というのはきちんと検証しなきゃいけないと思っています。 

場合によっては、これから何点かの指摘をさせてもらいますけども、それによってはね、

これは、その寄附は無効ではないかと思うんですね。 

つまり市のものではないのではないか、そうなったらば血税を大事な税金を使う必要は

ないですからね、この寄附がもし法律的に無効であれば、これは考え方をかえなきゃいけ

ないですよ、だからそれを検証する必要があるんです。 

まずね、これは前からも話がありましたように、これは負担つき寄附ですね。 

これは後から説明資料が出てきているけれども、それはそういう方針のもとで寄附を受

けたというふうなことをもう実際ほとんど文書上言っていますよね。 

これは負担つき寄附ですよね。市長。 

市長、しっかり聞いてくださいよ、これはしっかりと議論の場なんですからね。 

市長、あの寄附は負担つき寄附ですね。 

市長 これは該当しないと思いますけど、該当しないということで。 

副議長 それはなぜですか。 

市長 該当しないという理由ね、でもこれ議長ね、今後の日程だけということではないんので

すか。 

副議長 無効だったら税金う必要ないんです。 

市長 いやいや、だからこれからの工事の日程ね。 

副議長 無効だったらね、税金使う必要ないんですから、無効ではないかと私は実は思ってい

るんですが、まずは負担つき寄附かどうかを聞いています。 

市長 負担つき寄附ではないということですよね。 

該当しないということです。 

副議長 理由は。 

市長 今回の案件をね自治法第96条の１項９号の規定に諮って、まず地方公共団体が法的な義
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務を負うわけではないこと、それから義務不履行取り壊さない場合であっても寄附の効果

に何ら影響を与えないと考えられます。また、負担には寄附物件の維持管理を含まないと

されていること、以上の点から該当しないと判断をいたします。 

しかし、交渉過程で壊すことを条件に寄附を受けることとはされていることから、負担

つき行為に該当するという意見もあろうかと思いますけど、今遠藤議員が言われたように

ね。この法律の趣旨は、寄附者の保護の観点に立っていると考えられますので、この案件

については寄附者が市の負担を明確に求めていない点からも寄附負担行為には該当しない

と思っております。 

副議長 今市長がおっしゃった内容というのは、あくまで解釈なんです、法律にはそこまで具

体案件としては明示されておりません。 

あとは本によっての例えばちょっと私が個別で市に総務課に聞いたいわゆるその新版逐

条地方自治法第５次改訂版松本英昭著のものの解説でいうとそれですけれど、じゃあね、

この意味合いっていうのは、つまりこの条件が付されているものに関して、その義務を市

が履行しない場合解除できると解除されるようなものでないと負担とみなさないっていう

んでしょう。 

だけど、だから我々は、これが無効じゃないかと思う。もしかしたらそういう疑義があ

るから、どういう話し合いが当時ね、所有者と市でなされていたのかを検証しなきゃいけ

ないんですよ。 

私が一般通常思うにはですよ、これそもそもどちらが言い出した話なのかと思うんだけ

ども、所有者がね市に寄附したいから壊してくださいと、もしくは寄附します、土地も寄

附します。解体費はもう我々で持つから、市がもう後やってくださいよってなったんです

か。 

それを聞きます。 

市長 これはですね、その所有者からうちのほうに寄附するという話ではありませんでした。 

要するに、これ繰り返しになっちゃうからね。 

もう一度言いますけども、危険な状態を回避するためにね、相続予定者に対してなんと

かしてくださいと、自分で土地をどっかの不動産屋さんに売って、そのお金で解体したら

いいでしょう、あるいはあのままの形で不動産屋さんに売って、不動産屋さんが解体して

ね、土地を売るという、そういう形なんかも勧めました。 

最終的にね、うちのほうから寄附していただいてという形で結論こういう結果になった

ということですね。 

だから、初めから先方からね寄附云々の話はありません。 

副議長 そうだと思うんです、一般的に当然そうだと思います。 

そのときに、当然どっちの金で解体するかっていう話になりますよね、ただじゃないの

だからね。 
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市長も今おっしゃった、こっちからそれは寄附してくれというふうに言ったっていうふ

うに話しましたね、これ市の意向なんです。 

所有者のほうで解体は僕らがしますってなりますか、ならないですね、市が言い出した

んだからそれは、解体費用は市のほうで持つから寄附くれってなったんでしょう。 

聞きます。 

市長 交渉の経緯というのは、私もよくそこまで全体的にいろいろ見る部分があるんで細部ま

では承知していないけれども、そういったことも含めて一番最初からはあれですよ、言っ

ていることは、その地権者っていうか相続想定者がね全部やってもらうという形で進んで

いたんだけども、どうしても危険度合いが高いということで、これは危険な状況を回避し

なくちゃいけないということで、交渉に入っていって、そういう結論になってしまったと

いうことなんじゃないかなというふうに。 

副議長 市長そろそろその危険度合いが高いどうのこうの言うのは、ちょっとそろそろあれし

ていただきたい。 

というのは、もう何年その三、四年の中で私何回も空き家対策の条例をつくってくださ

いつくってくださいって言っているじゃないですか、小宅議員も言っている。 

空き家が本当に大事だから、住民の安全を守るため空き家条例をつくって、法律がなく

たってつくってちゃんと住民の安全を確保しろって言っているのにやらなかった。住民の

ためを思っているととても思えない。 

しかも、１年前に法律ができたんだ、できたから空き家対策特別措置法に基づいてきち

んと特定空き家を早く指定して勧告して命令することができたはずなんだ１年前から、そ

れもやっていない、住民の安全を考えるとはとても思えない。なおかつ４月18日以降市の

ものになったのに何もしてない半年間、半年間何もせずに、９月議会に一般の補正で上げ

てくるぐらいだ。 

それが否決になって、それでも本当の危険だと思ったら、あれからもう１カ月たつんで

すよ、私はもう次の週にでも足場を組んでやるんだと思っていた。とても住民の安全を考

えるとは全く思えないので、少なくとももうこの全協のこれ以降市長あれが危険だからど

うのこうのの言葉はちょっと慎んでいただきたい。 

本論に戻りますけども、やっぱり交渉過程の中で全体はありましょうが、そこが実は一

番大事なんです。 

須藤議員 議長、これさ、また話が前に戻っちゃうけど、その問題については執行部でもこれ

から条例をつくってきちっと対応をしていくというんだから、次回別なところでそういう

会議を設けて、今回については、その建物をどういうふうにしていくかその話を進めてい

かないとまたもとに戻っちゃうよこれ。 

議長 暫時休憩をいたします。 

再開を11時15分といたします。 
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     休憩（午前10時55分） 

     再開（午前11時16分） 

議長 再開をいたします。 

副議長 ちょっと、先ほどの続きですけれども、まさにそこが大事なところなんですね。 

また、市長にお聞きしますけれども、相続推定人の方と市の話し合いの中で解体費用は

どちらが持つという話になったんですか。 

副市長 解体費用をどちらが持つとかいう話じゃなくて、24年のころからずっと交渉していて

この中にちょっと言えない部分がたくさんあるんですけれど、いわゆるいろんな事情があ

って、ここまでは言いますけど弁護士が正直入っていたんですねずっと、そこの過程で先

ほど市長もちょっとお話ししましたけども、私も前回話しましたけれど、そういう方が入

っていていろいろ交渉していて、それが住宅販売会社とかそういう不動産会社に弁護士等

から話をして、その段階であの土地と建物を何とかしようという形で動いていたわけです

ね。だけども、もうどこも手を挙げるところがなくってもう弁護士さんも手を引いたとい

うところまではお話はしてもいいかと思いますけれど、そういう状況の中で、そのままに

なってしまってどうしようかというときに、市でそのまま譲り受けて土地を処分ししたほ

うがいいだろうという結論になったのが去年の５月の段階だということですね。 

副議長 答弁になってないんですよ、解体費用はどちらが出すかっていう話は、どっちになっ

たんですかって聞いているの。 

副市長 そういういろんな事情があった中で、解体費用が相続人の方が出せるわけがないじゃ

ないですか、だからそういう判断をしたということです。 

副議長 では実質今の話ね、実質推定相続人は、そういうお金が出せるわけがないということ

なので、市が出すということに話はなったったんだと思いますね。 

当然なったと思いますよ、そうじゃないといえますか。 

副市長 最終的に市が出すんでしょうけれど、市が出すということでなくて、その建物を全部

譲り受けるという話ですよね。 

例えば建物使えるんだったらば、何とかする方法も市としてあるでしょうけども、基本

的には建物も修繕もきかないから、じゃあ壊して、壊す費用と土地の費用が大体同じぐら

いになるだろうという話で、最終的にはペイできるだろうということで、全部土地と建物

つきで譲り受けたという話だと思います。 

副議長 ですから、土地建物つきで譲り受けたのだけれども、ではそこを市がもらい受けて、

公共施設として何かしら活用するような計画があったんですか。 

副市長 それは前回から言っているように、市の公共施設をつくる予定じゃなくて、建物を壊

して、土地を売る、あそこは市街地なのでそれなりの金になるんで、建物の解体費用と土

地の売却代金がほぼペイできるだろうということで、大体同じ程度の金額であれば、その

後そこを買った人から固定資産税等が入ってくるから、最終的に市としてはプラスになっ
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てくるんじゃないかという判断のもとに昨年の５月に判断したということですよね。 

副議長 寄附は３月末に受けていますよね、その時点で副市長は担当だったんですか。 

副市長 どこで担当とかいうことではないですけど、去年３月31日までは総務部長でしたので、

いつの段階で寄附を受けたと、寄附申込書が出されたのは正直私は聞いていません。 

副議長 だと思いますので、せっかくこの場に市長もおられますから、そのときの責任者に聞

いているんです。 

そのときの責任者に聞いています。 

ですから、その話し合いでは、解体費用はどちらが持つということなったんですか市長。 

市長 私は、なんというんですか、もらうという話は聞いていましたけども、詳しいことは聞

いてない。 

副議長 権限がないでしょう。権限がない。 

副市長 そのどちらで負担するとかいう話じゃなくて、いわゆる建物つきでその土地を市が寄

附を受けるという話ですから、もらった以上は、その建物を壊そうが修繕しようがそれは

市の自由じゃないですか。 

副議長 ただ既にもらっている資料の中に方針としてこちらで解体するて書いてありますよ。 

だからそれは、解体する費用は市が持つということで話し合いになったはずです。 

その資料の通りなんです、そうであればこれは寄附といっても負担つきです、解体しま

すから寄附受けますということなんで、これは負担付寄附に間違いありません。 

ただ、これをやっちゃいけないって言ってないんですよ別に、ただしこれをやる場合は、

地方自治法には議決が必要だって書いてあるから、それをやるんだったらその前の３月の

定例会でも議案として出して、議会の承認さえ得ればそれでやればよかったんですよ別に、

その前にやってないからだめだったんであって、これ、ただ仕方がない、議決を経ずに受

けた寄附行為ということですからこれは違法なんです。 

そもそも最初からこれは無効になります。 

副市長 先ほどの負担つき寄附自治法の96条第１項９号につきましては、それは負担つき寄附

とはいっていますが、それはあくまで条件つき、いわゆるこれは寄附者を保護する立場か

らのここは条文だと私は解釈してしています。 

これ市の顧問弁護士に確認したところ、これには該当しないということですので、我々

もそういうふうに認識をしているところでございます。 

副議長 副市長の解釈はお伺いしましたけれども、これは地方自治法の趣旨としてはですね、

当然我々議会として市民の代表ですから、市民の代表は、市のチェックですから、市が血

税をむだに使わないように当然そういう負担つきのものをね、寄附を受ける場合はちゃん

と議会としてチェックしろよという趣旨ですからね。 

ですから当然これは、所有者の保護というよりも血税をむだに使わせないという意味で

の解釈でございますから、そういうことではないと思いますね。 
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ですから、この点からもちょっと市長の答弁が非常に不明瞭なので何とも言いようがな

いのですが、これは負担つき寄附ということであれば、それがだめとは言っていません。 

ただし、それを経ずにやったので、これは地方自治法に照らして違法であろうと私はま

ず１点思っております。 

もう１点あります。 

先ほどの弁護士という話もございましたが、どうもちょっと私もその付近の方々からい

ろいろとお聞きをしてみると状況で見ると、この相続も果たして適法に済んでいるのかど

うかというちょっと疑義がございます。 

いわゆる事理弁識能力の話でございますけれども、適法に相続が済んでいるのか。 

その実際寄附といっても、それが本当に民法上適法なのかこの観点でございます。 

制限能力者であったかどうかと。 

これ一般論でございます、一般論申し上げますと、知的障害者、精神障害者はそういう

法律行為はできませんね。 

遺産分割協議もできません。 

寄附もできません。 

売買もできません。 

当然した場合は無効でございます。 

これ一般論でございます。 

ただこの件がそういう観点に照らして、果たして適法に相続が進んでいるのか、果たし

てこの寄附が合法なのかこれ市長いかがですか。 

市長 今、このご発言されましたけども、プライバシーにちょっと該当する部分もあるんで、

ご注意いただきたいと思います。 

それと、だからよくこの一連の内容についてはねご承知だと思うんですね、どうして障

害があったかと、それを承知でいながら質問されるということには、ちょっと心外な部分

もあるんですけども。 

まず１点目のね、その負担つき寄附になるのかならないのかということですけども、私

は該当しないというふうに思っております。 

判断しております。 

２点目の件について、適法かどうかということは、このいきさつについては担当のほう

から説明させますけど、適用だと思っています。 

該当しない、それから適法である。 

議長 担当。 

副市長 私もよくわからないんですけど、何をもって適法じゃないっていう判断をするかは、

そこはちょっと難しいんじゃないでしょうか。 

市長 ちょっとね、ご注意を申し上げましたけども、その個人情報に関する部分、その辺を取
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り上げて適法なんですかということを言っているわけですか。 

でもこれね、ネットで配信されちゃうし、どうなんでしょうか、それをお答えすること

自体がですね個人情報の流出という分にね抵触すると議会としてもそうだし、執行部とし

ても大変大きな問題になるんじゃないかと思うんですよ。 

だから、いずれにしてもね、適法であるというふうにしかるべき機関とか専門家に相談

して出た結論であるというふうには思っています。 

副議長 そういうね、ちょっと疑義があるかなと思っているんですね、そういうプライバシー

の情報もしくは、その個人名はここでは当然伏せますけれども、そういう観点からもちょ

っと今回は合法ではないのかもしれないなというふうに私そっちからも思っていまして、

先ほどの地方自治法の観点、この適法に相続が済んでいるかの観点を見て、さらなる調査

がこれ必要っていうのは、これ違法だったらばそもそもこの寄附自体取り消しですから、

最初からなかったんですと、ということはですよ粛々と今の空き家対策特別措置法に基づ

いて、しっかりと命令を出して、従わなければそのとき初めてやむを得ず仕方なく血税を

使わしていただいて強制執行をして、手数かかってもこれは仕方がないですよ。強制執行

して、壊したらばそれは所有者に請求するんですよちゃんと、税金ではなく、そういうふ

うな手はずを踏まないと、今後この空き家ね、先ほど助川議員からも800何棟ある、それだ

け増えていて、市民の関心が高いので前例をつくってはいけないと思います。 

そういうわけのわかんない寄附を先ほど市長は、今後そういったことはないなんておっ

しゃって、これまさに根拠のないそんなことはないですね、どういう条件のもとであれば

受け入れて、どういう条件のもとであれば受けいれないのかが全く明確でない、そんなこ

とが言えるのかなと。 

聞きます、どういう条件だったらば、受け入れないんですか。 

市長 受け入れない状態よりも、今まで空き家調査をやっているわけですよ、何もやってない

ようなことを言っていますけども、昨年空き家を全部調査して、自治会経由でね、一通り

のデータはいただいていると。 

どういう状態であればもらわないのかっていうことことですか、そういうことですよね。 

要するに、基本的にというか、今回の事例は特異中の特異だということです。 

だからほかはもらわない。 

副市長 確かに遠藤議員さんおっしゃる今の点については、私も納得いたします。 

そのとおりで、これからそのいろんなケース・バイ・ケースの判断は非常に難しいと思

いますんで、そこは今の空き家の特措法の中で昨年５月26日施行された特措法の中でも基

本的にはできることになっていますよね。 

ですから、それは空き家条例をつくらなくても基本的には、特定空き家の特定のそれを

設定することによって代執行して本人に請求する、本人からもらえなければ、そこを差押

えして公売にかけるという手はずですよね。 
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ですから、本来はそのやり方が正しいやり方、法的には正しいやり方だと思います。 

ですからそこは遠藤議員のおっしゃるとおりだと思います。 

昨年の５月26日に法律ができて、いわゆる昨年の４月、５月にそういう判断をうちがも

う寄附をするという判断をしました。 

ですから、この特措法の中でやったときには、時間も経費もかなりかかってくるんです

ね。そういう中で、このやり方が果たしてその違法なのかと言われると、これは我々市と

しての政策的な任意の判断でやったということで、そこは若干あいまいかもしれませんけ

ども、そのほうが費用的にも時間的にも早く解決できるという判断をしたということで、

そこはご理解をいただきたいんです。 

副議長 まさにでもそういうことでして、ご理解いただきたいってこの場で我々ね全議員がご

理解してもですよ、一般市民の皆さんがご理解されますかねということなんです。 

我々は常にそれを考えてんですよ、だから何であの件で市は寄附を受けて市のお金で壊

しちゃった税金で我々の税金で壊しちゃった、なんでこっちの件だめなんだって、そうい

うときに聞かれたときに明確な基準持っていますか、持ってないんです今、我々議員も聞

かれて持ってないですよ、困ります。 

だからきちんと法律に基づいてやってくださいという話なんですよこれからのためには、

それにはやっぱり空き家対策特別措置法に基づいて、勧告を出して命令出してだめだった

ら代執行というその手続きを踏めば、ほかの方から言われても、それやっぱりまずね特定

空き家に特定しないとだめなんだということも言えるし、我々それは今命令を出している

とこなんだっていうことも言えるんですよ。 

でも、全く今出してないから不透明な状態だとこれどんどんどんどんでて来ないとも限

らないでしょ、なのでこれは蟻の一穴でこの１点は本当に大事なんですよ。 

この件は検証してきちっと我々も市民に説明できるようなてんまつを迎えないと本当に

危険です。 

場合によってはというか、私はもう少し何かしらのこの全協だけでは足りなければ、も

っと別の機会を使ってでもきちんと調査をして、明らかにして、私はこれは違法ではない

かなという疑義を持っています。 

疑義を持っていますね。 

そういったことを踏まえて、議会としては、これが前例になってはいけないと思うから

やっているんですよ。 

そういった意味でご認識を新たにしていただきたいと思います。 

議長 はい、ほかにございませんか。 

今、聞いていますと執行部の見解と、遠藤議員あるいは何人かの議員の意見のあれがあ

ります。 

また、この件につきましての条件つき寄附が違反かと、それから相続が正当かと、それ
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からそのところで執行部は合法、片方は違法と、これはやっぱり執行部は弁護士とよく相

談して、その辺再度きちっと出して、文書で出していただく。 

それによって、納得できるかどうか判断したいと思います。 

笹島議員 これね間違ったやり方やっているんで我々迷惑をこうむってるんだよね、本当はき

ょうなんかこれ出る日じゃないんですよね、あなたたちがこういうふうにさせたのよ。 

こういうふうにして法的手段をちゃんととっていれば何の問題もなく我々はすぐにあな

たたちに協力できたのよ。 

それ、何でそういうことをやるんだって、そういう今言っていた法的手段をとる。 

謝れ、ここで。 

議長 はい。 

    （「そういう言葉は適当ではないよ」） 

古川議員 今後のこととして、今回先ほどから市長が担当っていうような言葉を出されますが、

担当者がいないんでしょう実際には。 

この交渉の経緯をわかる方が例えば話によるとですよ、おやめになった方だっていうん

ですけど、例えばおやめになった方１人が交渉していたんですか。 

だれか担当者が同行するとか、そういったことは一切なかったんでしょうか、そこだけ

ちょっとお聞きしたい、今後のためにもね。 

そういうことが役所の仕事としてありなのか、そこだけお伺いします。 

市長 本来であればね、これね秘密会であれば、かなりのところまでねご説明できたんですけ

れども、そういうプライベートな部分もあるんで、ちょっとなんというんですか、すっき

りしないところがあったかと思うんですけども。 

この交渉についてはもちろん１人ではありません。 

複数でやっております。 

以上。 

議長 それでは、そういう合法のなんというか結果を弁護士さんと相談して、議会へ提出して

いただければありがたいと思います。 

また、副議長は違法性の妥当性を出していただければとそういうふうに思います。 

また、機会がありましたら、こういう審議を重ねたいと思います。 

本日は誠にご苦労さまでした。 

以上で全員協議会を終わります。 

閉会（午前11時36分） 
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