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亀井委員

　まずは、緊急財政対策の県単独補助金の見直しについて、何点かお聞きをした

いと思っております。

　平成 26 年度予算案の市町村事業推進交付金が盛り込まれたところなんですが、

従来は 15 事業の補助金を投入して、新たに創設されると承知をしておりますが、

予算案でも 11 億円と充実されておるなと思っており、市町村ももちろんですが、

関心が高いものであるのではないかと思って、幾つか確認をさせていただきたい。

基本的なところをもう一度再度確認をするような意味で、お願いしたいなと思っ

ております。

　まず、一般的に交付金と言いますと、市町村間での取り合い、そういうことも

あるんでしょうが、今回の市町村事業推進交付金の基本的なスキームを少しお聞

きしたいと思います。

市町村課長

　今回の交付金化については、事務の効率化と創意工夫の促進、こういった目標

を意識しまして手続を行ってきました。

　具体的な取組といたしまして事務を集約させる。障害者地域生活支援関連の８

事業と地域の魅力づくり事業、７事業を二つに分けてございます。それぞれの範

囲内で柔軟に対応する仕組みと聞いてございます。

　一方で、市町村からは最終受益者への影響まで配慮する必要があることもあり、

いずれの市町村にとっても必要な事業であるという意見もございました。こうい

う最終事業の内容については、現行の方から意思を引き継ぐことといたしました。

　その他の市町村からは、今お話もございましたように、必要額としての総額の

確保に対して、強い要望があったところでございます。

　そうしたことから、15 事業については、市町村からの要望額を積み上げたとこ

ろでございます。

亀井委員

　今の話を前提に、少しお聞きしたいんですが、今現在もそうですが、基盤整備

総合補助金というのがありますね。12 億円程度なんでしょうが、その補助金が今

あって、今回のもこの補助金の交付金化というようなことになるんですが、この

基盤整備総合補助金と今回の交付金化されるものとの違いは何ですか。

市町村課長

　今回、交付金化で、市町村課が窓口となりました。

　また、国会の特別会計の財源も活用いたしまして、必要額を発行したと、そう

いう財政的なこともやってきたというところでございます。その辺が違うところ

でございます。



亀井委員

　窓口の一本化が違うということですよね。そうするとこの基盤整備総合補助金

の場合は窓口が違っていて、今回窓口が一緒だよというふうな話かなと思うんで

すが、この要するに基盤整備総合補助金と今回の交付金化に関しては、整合性は

どうやってとるんですか。

市町村課長

　整合性については、今回は多種多様にわたります補助金を一本にさせていただ

きましたので、この中では市町村の工夫であって、年度替りに大きく事業量が変

動があった場合などには、そちらの方にもグループ内で移動ができるということ

になってございます。

　基盤整備の補助金については、それぞれの市町村の広域連携の事業について、

今重点的に補助をしてございます。こちらは他の市町村との連携をするところ、

これについて補助をしていくもの、今回の交付金については、それぞれの市町村

の中での事業に関するものと、そういうすみ分けをしているところでございます。

亀井委員

　これは多分今、課長に聞いて、御答弁いただいても、何か分かったような分か

ってないような感じがするんですね。でもこれは多分市町村の方とか、各市町村

の基礎自治体の方とか、一般の県民の方は、多分今の説明では少し分かりにくい

んですね。

　ですから、これに対しては整合性はとっておかないと、これから交付金化する

のだと、基盤整備とどう違うんだという話になったときに、この整合性を整理し

た上で、基盤整備のときの反省を踏まえて、窓口の話とか、総額の話とかという

のをされましたが、そういうことでしっかりと進化しているんだということも踏

まえた上で、県民、市民に周知していかなきゃいけないかなと思います。

　是非スムーズな取組をお願いしたいなと思います。

　今、課長がおっしゃっていただいたように、全体で 11 億円で、この障害者地域

生活支援関連事業に関しては、８事業で７億円と、地域の魅力づくり事業に関し

ては７事業で４億円だよというふうな話なんですが、この総額の決め方なんです

が、システム化されていると思いますし、私が冒頭聞いたところでも、大体重複

するんだなとは思っているんですが、もう一度この総額の決め方をお願いします。

市町村課長

　どちらの事業とも決算をベースに考えます。前年度の決算をベースに考えます

が、事業量がその年によって大きく増減するものもございます。例えば、文化財

保護みたいなものについては、それに対する補助金は、修理をやったときは大き

く金額が出ますが、終わってしまえば下がってしまうと。また、障害者の部分に

ついては、年々大きく増えている部分がございますので、去年と比べてどのぐら

いの事業量が増えるのかというものを聴取いたしまして、その上で各補助金積み

上げて、11 億円というものを算出したというところでございます。



亀井委員

　少し細かく、障害者地域生活支援関連事業と地域の魅力づくり事業に関しては、

要するにスキームが違うという話でよろしいですか。

市町村課長

　今言った文化財保護みたいなものは、決算をベースにしません。ですので、そ

のときの事業量だけで補助金額を決定しているというところは、違うものでござ

います。

亀井委員

　今、二つに分けたので、お聞きするんですが、障害者地域生活支援関連事業に

関しては、今、課長がおっしゃったように、増額というか、大体費用的には存続

しているわけです。これに関しては、市町村からも、あと関連団体からも言われ

ていることもあると思うので、どんな要望があって、どのような形でこれらを具

体化しようと思っていますか。

市町村課長

　確かに、障害者関連の補助金については、毎年度神奈川県は同じように伸びて

いくというところがあると思います。その上で、財源にも限りがありますので、

平成 25 年度は９億円程度の一般財源を準備しておりますが、同額を手当てして、

平成 26 年度の足りない２億円については、特別会計の財源を使いまして 11 億円

というふうにしました。

　今後も伸びていくものについては、必要額を確保していくと、そのつもりで今

回のスキームをつくったところでございます。

亀井委員

　次なんですが、これはさっき私が申し上げましたように、障害者地域生活支援

関連事業、地域の魅力づくり事業ということで、これに関してはこれから費用的

に増えたことに関しては、課長から御答弁いただいたことでよく分かったんです

が、この障害者地域生活支援関連事業に関しては、この八つの事業は所管局が保

健福祉局マターなんですね。地域の魅力づくり事業に関しては、この７事業のう

ち、一番上に書いてある市町村青少年行政推進費補助金、これは県民局マターな

んです。市町村林道整備事業補助金から農とみどりの整備事業に関しては、環境

農政局マターなんですね。最後の国県指定文化財のところの補助金に関しては、

これは教育局マターなんです。

　障害者地域生活支援のところは、保健福祉局マターなので、交付金化と言われ

ると、そこで要するに何とかフレキシブルにできるかなと思うんですが、今みた

いに地域の魅力づくり事業のように三つの局が絡んでくる補助金を交付金化され

ているわけですが、これが本当にスムーズにいくのかなというのが心配なんです

が、どうでしょう。

市町村課長

　確かに、いろいろな分野の補助金を束ねさせていただきました。その上で、小

さな市町村におきましても、大体少なくとも四つの事業をこの交付金として受け



取ることになっていますので、そういった中では、例えば文化財の指定というの

はなかなか考えづらいですが、同じ環境農政局の中では、申し上げますと、例え

ば松くい虫がその年大きく発生してしまったと、それは今対応しなければ松が枯

れてしまうということであれば、農とみどりの整備事業を少し抑えてでも、すぐ

に松くい虫対策をするというようなフレキシブルな対応ができるというところで

は、市町村にとっても良い制度ではないかというふうに考えております。

亀井委員

　私の問い掛けが少し悪かったみたいで、もっと簡単に言いますと、要するに上

のところで障害者地域生活支援関連事業に関しては、保健福祉局マターのみなの

で、スムーズにいきそうだなと、一般市民としてはそういう感覚があるわけです。

だが、この地域の魅力づくりに関しては、三つの局にまたがっちゃっているので、

この補助金の配分に関して、大丈夫かなという心配があるんですが、質問を変え

て、この三つの局が集まった補助金事業にしたのはなぜですか。

市町村課長

　こちらは、まず 15 の補助金を束ねるといったときに、市町村補助金のうち、県

が特に重要な施策として、新規に予算を使った補助金、あるいは国の制度改革に

関連した社会保障関連の補助金、こういったものを除いて、比較的多くの市町村

が活用している補助金を 15 取り出しまして、ここで対象といたしました。

　先ほど例えば県民局、環境農政局、教育局、三つの部局にまたがっているもの

は、そんなに融通がきかないじゃないかというお話がございました。しかしなが

ら、それぞれの必要な額というものは、我々市町村課は各市町村の財政部門とも

直接お話をさせていただいて、やり取りをしながら、必要額を積み上げてますの

で、大きくこの金額が動くということは、今のところ想定はしておりません。ま

た、市町村の財政部門にもきちんとこれで大丈夫なのかというやり取りはさせて

いただいていますので、今回、特に問題があるというよりも、よくここまで制度

をつくっていただけたというようなお話もいただいたところです。

亀井委員

　是非そういう市町村の方から、今回はよくやってくれたと。これから２年、３

年たったときにも同じようなことが県としては評価を受けるような、そういうス

キームというか、そういうシステムになっていかないと、今年良かったが、次の

年に全然がたがただったとか、総額減らされちゃったとかという話になっちゃう

と、何のためにやったのかという話になってしまうので、その辺のところをしっ

かりケアしながら、行っていただきたいと思います。

　次の質問ですが、補助金ですから、補助率があるわけですね。この補助率をも

し踏襲するのであれば、市町村が例えば補助率３分の１の事業を減らして、補助

率２分の１の事業へシフトしてしまうような、フレキシブルがゆえにそこまで自

由化されちゃうと、なかなか市町村の事業的にも厳しいものがあるかなと、いび

つな状態になってしまうかなと思うんですが、その辺のところは大丈夫でしょう

か。



市町村課長

　市町村においても、幾ら県の補助があると言いながら、自らの負担としての一

般財源を用意しなければなりません。そういった意味では、補助率が高い方が市

町村にとっては有利であるということは事実でございます。

　ただし、今の現行の各補助金の仕組みについても、補助率が高いというように

今現在もしているのかというと、そんな現象は今起きていないところでございま

す。

　それはなぜなのかというのを市町村の方にも聞いておりますが、それは市町村

にとっては全ての事業はどれも今後ともやっていかなければならない、必要不可

欠な事業で続けていきたいと、こういう話を聴取してございますので、いたずら

に今回の交付金の中で、補助率の高いものにシフトすることはないというふうに

考えております。

亀井委員

　力強い御答弁だったので、それ以上突っ込んだ話はしませんが、市町村からの

リアクションは分かるんですが、是非そこをしっかり担保しなければいけないな

と思っていて、それをきちんと担保するような形でこれから体制をつくっていた

だければなと思います。

　次の質問ですが、交付対象団体について確認なんですが、政令指定都市とか中

核市についても対象になりますか。

市町村課長

　まず、政令指定都市については、障害者地域生活支援関連事業の８事業、こち

らについては、８事業とも交付対象でございます。中核市についてですが、同じ

く障害者地域生活支援関連の８事業のうち、中核市を対象といたします三つの事

業は、これまでの補助金名で申し上げますと、地域就労援助センターに対する在

宅障害者福祉対策推進事業費補助金、そして障害福祉サービス等地域拠点事業所

配置事業費補助金、それと障害者歯科診療体制推進事業費補助金、この三つでご

ざいます。こちらは広域的な観点から、複数市町村の拠点となっている事業につ

いては、補助対象にしているものというふうに考えております。

　一方、地域の魅力づくり関連の７事業、４件ほどございますが、こちらについ

ては政令指定都市、中核市とも全ての交付対象になってございます。

亀井委員

　それで、政令市とか中核市が除かれているところがあるんですが、もちろん制

度の中でですから、厳しいのは分かるんですが、特に横須賀市の財政的な厳しさ

というのは皆さん御案内のとおりで、そうなると、この横須賀市みたいな中核市

は例えばこの中から除かれているものに関してなんですが、除く対象から少しそ

の対象を減らしてもらえるような、そういう配慮というのはないんですか。

市町村課長

　配慮はないといえばないのでございますが、障害者地域生活支援関連の事業に

ございましては、政令指定都市、中核市は対象外になっているところは、障害福



祉を所管する部局からは、過去の国の制度見直しの機会に併せて、個別に協議し

て決めてきたというふうに聞いてございます。

　具体的には、障害者給付制度に関する政令指定都市や中核市の権限、あるいは

財政規模、こちらを勘案いたしまして、役割分担などにより調整してきた結果で

あるというふうに受け止めております。

　交付金化するに当たりまして、現行事業の趣旨を継続するというふうにしたた

めに、政令指定都市は対象外とする取扱いはされてございません。これまで多数

開催してきた意見交換会がありましたが、その中では今のところ復活の要望につ

いては受けてない状況でございます。ですので、基本的には御理解を頂いている

ものと、このように考えているところでございます。

亀井委員

　最後に要望なんですが、今お話をずっと聞いていて、例えば一つ一つの補助率

があるとか、その中でもちろん政令市が中核市が除かれているものもあれば、中

核市とか政令市も入っているものもあるし、これは県の市町村課と各市町村の財

政課との話合いの中で決めていくようなスキームになっているんですね。

　そうすることが一方であるのと、もう一つは８事業を一つにまとめて７億円だ

よと、７事業まとめて４億円だよと、交付金化しているんだよというふうな、何

か二重の基準というか、ダブルスタンダードというか、そういうことが少し見え

るような部分もあるわけです。

　だから、それは交付金化することによるメリットをもっと出して、県民、市民

により分かりやすいものを目指して取り組んでいただいて、交付金なのか、それ

とも補助金なのかということで、県民、市民が戸惑うことがないような形でお願

いしていきたいと思います。

　次の質問ですが、緊急財政対策の取組の県有財産の有効活用についての御報告

がございましたが、平成 24 年度、25 年度で 256 億円の売却収入を確保したという

ことで、いろいろ取り組んでいると思いますので、これについて何点かお聞きし

ていきたいと思います。

　まず、県機関の再編・統合により、未利用となった県有地の処分について、基

本的な考え方を確認したいと思います。

財産経営課長

　未利用となった県有地については、県自ら利活用をしない場合は財源確保の観

点から、原則として有償譲渡により処分をすることとしております。その際の譲

渡先については、公的、公共的な活用を優先する考え方から、地元市町村から希

望があれば優先して譲渡することとしまして、地元市町村を活用しない場合は入

札等により、民間事業者へ売却することとしております。

亀井委員

　平成 25 年度の売却実績を見ますと、売却額は 127 億円であったと、このうち入

札による売却額というのは幾らだったんですか。また、入札でない場合は入札に

なぜしてなかったんですか、お聞きします。



財産経営課長

　まず、入札による売却額ですが、15 件で約 90 億円程度でございます。

　なぜ随意契約かということですが、入札にふさわしくないというよりも、むし

ろいろいろ公的、公共的な利活用を図るということで、市町村の方へ移譲したり、

あるいは社会福祉法人の方へ移譲したり、譲渡したりということで、随意契約を

したものでございます。

亀井委員

　売却実績を個別に見ますと、元藤沢高等職業技術校、約 28 億円、元横須賀高等

職業技術校は約８億円、これはそれぞれ県は入札の際は落札額をどのように見込

んでいましたか。

財産経営課長

　入札に当たりましては、入札物件ごとにまず不動産鑑定評価を行いまして、入

札参加者の目安になる参考価格というものを設定し、入札参加者にお示ししてお

ります。

　元藤沢高等職業技術校の場合、その参考価格は約９億 6,000 万円でございまし

た。また、横須賀高等職業技術校については、参考価格は約４億 9,000 万円でご

ざいました。私どもとしましては、入札の前に行った現地説明会等でも、特にこ

の藤沢職業技術校の場合、非常に参加者が多かったものですから、参考価格を数

億円上回るような応札をいただけるのではないかというふうに期待をしておりま

した。

亀井委員

　民間への売却というのは分かりましたが、市町村へ県有地を譲渡する場合の譲

渡価格の決定方法を簡単に少しおしえてください。

財産経営課長

　市町村への県有地の譲渡に当たりましても、まず不動産鑑定評価を行いまして、

その評価額を基に譲渡価格を決定しております。ただし、市町村については、県

と同様に財政状態が厳しいということで、減額を希望されるケースがほとんどで

ございます。また、市町村が公的、公共的な利活用を図るといったことにも配慮

しまして、不動産鑑定評価額から一定の範囲で減額に応じているという状況でご

ざいます。

亀井委員

　そうすると、さっきの事例から言うと、藤沢と横須賀の事例を見ると約３倍で

すよね。県が見込んでいた額の３倍で売却できていて、市町村の売却に関しては、

その参考価格よりも下がった額で、もしかしたら値引きされちゃって売らなきゃ

いけないとなると、県から直接民間企業に売った方がいいんじゃないかと思うん

です。その方が基礎自治体に対して固定資産税もずっと入ってくるわけだから、

基礎自治体に売っちゃったらそれで終わりですから、基礎自治体より民間企業に

売るべきだと思いますが、いかがですか。



財産経営課長

　私どもは、これまで市町村、民間という順番で売却をしてきましたので、今の

委員の御提案というのは、非常に新しい御提案なのかなというふうに考えており

ますが、確かに民間売却であれば、入札によりまして、高額の売却が期待できま

すし、地元市町村にも固定資産税が相当額入るということで、双方に財政的なこ

とを鑑みますと、メリットはあるのかなというふうには考えています。

　しかしながら、県有地というのは、そもそも公有地でありますし、そして県立

高校など、県施設が地元に開かれた形で運営されてきたと、こういった経緯を踏

まえますと、一義的には継続して公的、公共的な利活用を行うことが望ましいの

ではないかなというふうに考えております。

　また、市町村の話を伺っておりましても、これまで県有施設が立地していた経

緯、こういったものを全く無視して、例えばマンション開発など、そういう大規

模開発がなされた場合、地元への影響だとか、それから地元の反発、こういった

ものが非常に大きいというような意見も頂いておりますので、直ちに民間売却と

いうことではなくて、まずは地元市町村の方の意向を伺いながら、公的、公共的

な利活用を検討する、そういった配慮は必要ではないかというふうに考えます。

亀井委員

　緊急財政対策という観点でお話を聞いても、もちろん課長がおっしゃったよう

に、公的機能も重要だとは思うんですが、公的な形の財産的な寄与は、さっき私

も申し上げたようにするわけですし、今のようなマンション開発によって、地域

住民とのトラブルがあるというのであれば、それは県が売却するときに、そのよ

うな契約条件を付ければいいことなので、それは事前に対処できると思うんです

が、いかがですか。

財産経営課長

　入札によって売却する場合は、基本的にその土地が使用された場合の不動産鑑

定評価額を基に、できるだけ高く売りたいということで売却をしておりますので、

そういった形で、実際にその都市計画でマンションの建設が求められていたにも

かかわらず、県の方で入札に条件を付けるということまでは考えておりません。

亀井委員

　これは今回緊急財政対策の話なので、それでなおかつ市町村に売ったら、見込

んでいた額よりも下がった額でしか売却できないかもしれないのに、民間に売る

と今みたいに３倍だということをしっかりと考慮していただいて、それ以降財産

的な価値が市町村としては築けるということを考慮していただいて、またこの制

度をもう一回検討していただければなというふうに思います。

　前回の本会議の質問でもそうですが、定期借地権の話が出ましたよね。定期借

地権に関しては、今までの県の実績もありますが、今後どのような形で考えてい

くのでしょうか。

財産経営課長

　これまで県では定期借地権については、処分がなかなか難しい県有地について、



本当に限定的に認めてきたということがございました。

　ただ、数年前、各市町村の方から、例えば待機児童の解消だとか、待機入所者

の解消、こういったことで、保育所だとか特別養護老人ホーム、これを県有地を

一括して取得して整備することは難しいが、定期借地権の設定をしてお貸しいた

だいて、是非整備させていただきたいというような御要望がありましたので、こ

ういった御要望については、県の施策とも合致するということで、数年前から、

たとえその売却が可能な土地であっても、１市町村につき、１件については認め

ていこうということで進めてまいりました。

　そうした中で、最近ある市町村から、こういった制度について、２箇所目を認

めてほしいといったような御要望がありまして、それで今後待機児童の解消、待

機入所者の解消、これは重要な課題ですから、１市町村１箇所に限らず、県の財

政確保の観点、それから県有地の再利用の可能性、こういったことも含めながら、

慎重に検討していこうという整理を今しております。

亀井委員

　これから、定期借地権を始めていて、これから鎌倉市とか川崎市の方にもいく

のかなというふうな状況にはあるとは思うんですが、貸付先というのは何か制限

があるんですか。

財産経営課長

　市町村への定期借地権の貸付けについては、基本的には県から市町村に貸し付

けるということにしております。ただ、市町村が保育所整備だとか特別養護老人

ホームの整備をするに当たっては、県から借りた土地を社会福祉法人等へ転貸す

ることは認めております。

亀井委員

　社会福祉法人等に直接貸したっていいんじゃないですか、若しくは企業に貸す

とかその辺はどうでしょうか。

財産経営課長

　私どもは、当初この市町村への貸付けを認めていこうというときには、市町村

も県と同じように財政状況が厳しいということに配慮しまして、市町村支援とい

う視点でこの制度をスタートいたしましたので、現時点では市町村を対象に貸し

付けるということでございます。

亀井委員

　知事も答弁しているんですが、平成 24 年から平成 26 年度に関しては、１市町

村で１件の定期借地権というのが原則だったよと、それは原則なので、例外とし

てこれから複数認めていくという話なんですが、多分私が今質問した貸付先です

とか、転貸に関してという部分のよりどころと同じだと思うんですが、どういう

よりどころでこういうのが決まっているんですか。

財産経営課長

　今回市町村への定期借地の制度を始めたそのよりどころというのは、あくまで

も県の内部で知事まで方針を伺いまして、それを取扱いとして定めてございます



ので、よりどころということであれば、その基本的な定期借地権、市町村に対す

る貸付けの方針ということになろうかと思います。

亀井委員

　最後の質問に移らせていただきますが、これは緊急財政対策ということで、売

却をするというふうな流れと、あとは各市町村からの要望もあって、定期借地権

を設定して、そこで各市町村が事業を進める、若しくは各市町村から社会福祉法

人に転貸するという二つの流れがあると思うんですが、今後県としてどのような

形で、このスキームを考えておりますか。

財産経営課長

　先ほどの御答弁と若干重複する部分があるかもしれませんが、基本的には緊急

財政対策本部は、解散することになりましたが、引き続き厳しい財政運営を強い

られるということですので、未利用県有地については、基本的には売却を進めて

いきたいという考えではおります。

　ただ、市町村からは、保育所の待機児童解消だとか、特別養護老人ホームの入

所待機者の解消のために、是非定期借地で県有地を借りて、そういった施設を整

備していきたいという強い要望がありますので、こういった要望については、１

市町村１件ということではなくて、具体的な役割は県の財源確保対策と今後の利

活用の可能性、これらを十分慎重に判断して、個別に検討していきたいというこ

とでございます。


