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１．委員会設置の経過について 

（１）調査特別委員会設置の経緯 

大鰐町大字虹貝字清川１０５番地、【面積：５、４５１㎡、地目：田】の町

有地（以下「本件土地」という。）は、農林課所管の町民農園として利用され

ている行政財産である。 

   令和元年８月中旬、本件土地において、町発注工事によらない、個人によ

る造成行為、側溝敷設行為が発覚した。 

   このため、令和元年９月１１日、議長主催による議員全員協議会を開催し、

町長、関係課に対し、町民農園の管理等に関して、これまでの事務の進め方、

本件土地の契約上の関係、造成行為や測量・土地分筆行為の経緯、町所有の

中古品側溝の使用等に関して事実関係を確認した。このとき町長は、法令違

反等があれば真摯に訂正をしたいとした。 

   令和元年１０月７日付け新聞報道で、町有地売却に関して町側の手続き

に疑問があるとの報道がされた。 

   令和元年１０月１２日付け新聞報道で、平成１６年頃の町民農園開設当

時の、従来の町民農園駐車場が、農地法による転用許可を受けていないこと

が報道された。 

   令和元年１０月１５日、議員９名により町民農園を現地視察し、盛土行為、

側溝敷設の状況について担当課から説明を受けた。このとき盛土の中に建

設用廃材らしきものの一部混入が見られた。 

   令和元年１０月２３日、現地視察を受け、２回目の議長主催による議員全

員協議会を開催、担当課で作成した本件土地に関する時系列、前回の議員全

員協議会会議録、新聞記事等で事実関係等が一定程度整理されたものの、な

お不明な点があるとして、再度、事実関係等の確認を行ったが、担当課の受

け答えが二転三転し、今後の受け答えに疑義が生ずる恐れがあり、事実関係

が確認できない状況となった。 

そのため、その場において各派代表者会議を開催し、会議等のあり方につ

いて協議した結果、地方自治法(以下「法」という。)第１００条に基づく調

査特別委員会設置の方針を全会一致で決定した。 



2 

（２）委員会の設置 

   令和元年１１月６日、第５回臨時会において、中島英臣議員ほか９名、全

議員により、特別委員会設置に関する決議が発議され、同日、全会一致によ

り「町民農園問題における事実関係等調査特別委員会」の設置及び同委員会

への法第１００条第１項及び第９８条第１項の権限の委任が決定された。 

   法第１００条に基づく調査は本町議会においては、平成１０年以来、２１

年ぶりのことである。 

1）委員会の調査事項 

町民農園問題における事実関係等調査（下記 2））に掲げる事項の調査を行

うための法第１００条第１項及び同法第９８条第１項の権限 

2）調査事項 

町民農園の処分行為を行おうとした経緯、方法及び造成行為等の真相究 

明に関する事項 

3）委員の定数 

   １０人 

4）委員の氏名 

    委 員 長   秋田谷 和文    委   員  成田 裕一 

   副委員長    須藤 尚人     委   員  成田 元英 

   委   員   竹内 富士子    委   員  中島 英臣 

   委   員   前田 一裕     委   員  渡辺 久一郎 

   委   員   山田 範正     委   員  幸山 市雄 

（３）委員会の運営 

ア 委員会条例第１７条により公開とし、写真撮影、録音は報道機関のみに

許可した。証人への配慮からテレビカメラの撮影は、冒頭のみ認めた。 

  イ 証人に対する尋問の進め方は、委員長が主尋問を行い、各委員から個別
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の尋問を行うこととした。 

  ウ メモ等の資料を持参することを、委員長が許可した場合には、証人がメ

モ等の資料を使用することを可能とした。 

  エ 証人に対する補助者の帯同が委員会で許可された場合には、補助者が

同席することを可能とした。 

（４）調査費用 

  1）議決した経費 

本調査に要する経費は、令和元年度においては、１００万円以内とする。 

2）調査に要した経費（支出見込み額） 

   ・費用弁償（委員の費用弁償）    １０，６４０円 

   ・使用料（建設機械借上げ料等）   ５９，０００円 

・委託料（法律顧問契約委託料）  ３０２，５００円 

    合 計             ３７２，１４０円 

２ 委員会の開催状況について 

（１）委員会の開催状況 

   本委員会は、令和元年１１月６日の設置から令和２年４月１４日の調査

報告書の決定まで、計１０回開催した。この間、６名の証人に対し質問を行

うとともに、９件の記録の提出を請求した。また、任意で文書による質問及

び資料提供を依頼し、提出を受けた記録、文書及び資料等を精査し、さらに

令和２年３月２６日、現地への調査を行うなどの調査を行い、多様な観点か

ら調査事項の解明を目指した。 

回数 開催日 調査の概要 

第１回 R1.11. 6（木） ・正副委員長の互選の件 

第２回 R1.11.22（金） ・弁護士の選任、委員派遣の件 

協議会 R1.11.22（金） ・質問事項の確認・調整等 

・証人等に対する質問者    
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回数 開催日 調査の概要

協議会 R1.11.22（金） ・証人尋問日程、対象者、時間等 

・記録の提出要求の整理 

協議会 R1.12. 9(月） ・弁護士の経過報告 

第３回 R1.12.12（木） ・証人出頭要求、証言を求める事項の件 

三浦 道広氏 

・記録の提出（13 件） 

農林課、企画観光課、建設課 

第４回 R1.12.18（水） ・弁護士の選任（変更）の件 

協議会 R1.12.18（水） ・証人尋問の進行 

・次回証人尋問の日程等 

第５回 R1.12.25（水） ・証人に対する質問の件 

 三浦 道広氏 

協議会 R1.12.25（水） ・証人尋問後の検証 

・次回証人尋問の日程等 

第６回 R2. 1. 9(木） ・証人出頭要求、証言を求める事項の件 

協議会 R2. 1. 9(木） ・証人尋問の日程等 

・証言を求める事項の確認等 

第７回 R2. 1.16(木） ・証人に対する質問 

 山田年伸（大鰐町長） 

 岩﨑 光（企画観光課長） 

 山中光弘（企画観光課専門員） 

 木田昭人（農林課長） 

 奈良岡学（農林課長補佐） 

協議会 R2. 1.16(木） ・証人尋問後の検証 

協議会 R2. 2.17(木） ・各証言の見解、証人再出頭の必要性 

・産業廃棄物らしきものに関する調査方法 

・財産処分方法等の連携に関する調査方法 

第８回 R2. 2.27(木） ・資料要求の件 

・関係人に対する質問及び資料の提供の件 
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回数 開催日 調査の概要 

協議会 R2. 3.16(月） ・現地調査の日程等 

協議会 R2. 3.26(木） ・現地調査後の検証 

・関係人に対する質問内容 

第９回 R2. 3.26(木） ・現地調査 

・関係人に対する質問の件 

協議会 R2. 4.9(木） ・委員会報告書（素案） 

第１０回 R2. 4.14(火） ・委員会報告書（案）の件 

（２）証人に対する質問の状況 

本委員会は、付託事項調査のため、地方自治法第１００条第１項に基づき、

６人の証人の出頭を求めた。 

証人氏名 出頭日 証言を求める事項 

三浦 道広氏 R1.12.25 １ 土地の購入に関する事項 

２ 土の搬入工事に関わった業者について 

３ 職業について 

４ 農林課と企画観光課の職員と土地譲渡につ

いての話合いについて（平成 31 年 4 月） 

５ 側溝工事に関する事項 

６ 盛土への産業廃棄物らしきものの混入につ

いて 

７ 土地を購入する理由及び町長の認識につい 

 て 

８ 町有財産払下げ等申請書の提出年月日につ

いて(企画観光課) 

９ 町有財産売払要望書に関する事項（6 月 18

日農林課） 

10 購入予定土地の分筆登記について 

11 町の中古資材Ｕ字溝の使用に関する事項 

12 町長の関与について 
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証人氏名 出頭日 証言を求める事項 

三浦 道広氏 R1.12.25 13 農園への土の搬入に関する事項 

14 土地境界確定協議申請書に関する事項（7

月 22 日立会） 

15. 黒土を剥いで寄せた理由について 

山田 年伸 氏 

（大鰐町長） 

R2.1.16 １ 土地の払下げに関する事項 

２ 町長の関与について 

３ 新聞報道のコメントに関する事項 

４ 町有財産売払要望書、土地境界確定につい

て(伺い)、分筆登記の委任について(伺い)

について 

５ 盛土、側溝敷設について 

６ 今回問題の町長の認識について 

岩﨑 光 氏 

（企画観光課） 

山中 光弘 氏 

（企画観光課 

専門員） 

R2.1.16 １ 土地の売払いに関し町からの取引条件に

ついて 

２ 土地の売払いに関する事項 

３ 関係課との協議に関する事項 

４ 町民農園問題における打合せ会議等に関

する事項 

５ 分筆登記を外部に委託した理由と今後に

ついて 

木田 昭人 氏 

（農林課長） 

奈良岡 学 氏 

（農林課長 

補佐） 

R2.1.16 １ 土地の売払いに関し町長に対する説明に

ついて 

２ 土地の売払いに関し町からの取引条件に

ついて 

３ 土地の売払いに関する事項 

４ 町有財産売払要望書について 

５ 「土地境界確定（伺い）」と「分筆登記の委

任について(伺い)」について 

６ 盛土に関する事項 
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証人氏名 出頭日 証言を求める事項 

木田 昭人 氏 

（農林課長） 

奈良岡 学 氏 

（農林課長 

補佐） 

R2.1.16 ７ 側溝敷設（町応急資材含む）に関する事項

８ 分筆登記を外部に委託した理由について 

９ 町民農園問題における打合せ会議等に関

する事項 

10 農業委員会との関わりについて 

（３）記録等の提出の状況 

1）法第１００条第１項に基づき提出を求めた記録 

請求先 記録の名称等 
請求年月日

提出年月日
備考 

大鰐町長 １ 大鰐町町有財産売払要望書 

２ 町有財産売払いに伴う測量等承

認について 

３ 土地境界確定協議申請書 

４ 土地境界立会に関する報告書 

５ 土地分筆登記の委任状  

６ 町有財産払下げ申請書 

７ 過去五年分の応急工事資材使用

申請書（農林課・建設課） 

８ この事件に関して町長より職員

へ下された指示を確認できる文

書若しくはメモの類 

９ 問題発覚後、町長と各課長など

を交えて打合せをした場所と内

容の時系列資料 

R1.12.13 

R1.12.20 

8 の記録は

不存在のた

め未提出 

2）法第１００条第１項に基づかず任意で要求した資料 

要求先 記録の名称等 
請求年月日

提出年月日
備考 
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要求先 記録の名称等 
請求年月日

提出年月日
備考 

大鰐町長 

１ 「大鰐町公有財産の活用等に関

する検討委員会」設置要綱の写

し 

２ 平成３０年度以降、同上委員会

会議録の写し 

R2.2.27 

R2.3.6 

3）関係人に対して任意で行った文書による質問及び資料提供のお願い 

  〔照会の相手方〕 

 ・岸  尚幸 氏 （有限会社関建設 代表取締役） 

 ・清水 晃男 氏 （有限会社清水製作所 代表取締役） 

 ・山口 直希 氏 （山口左官工業 代表） 

 ・山内 敏史 氏 （土地家屋調査士） 

３ 調査の結果 

（１）事案の概要 

   令和元年９月と１０月に開催された議長主催による議員全員協議会での

受け答え、提出資料及び現地視察等で確認された本件事案の概要は以下の

とおりである。 

1）売払い行為について 

本件土地は、数年前から三浦道広氏が譲り受けたいとの要望があり、令和

元年６月１８日付けで、農林課が同人から「町有財産売払要望書」の提出を

受け、事務を進めていた。 

町と三浦道広氏との間では、本件土地に関して売買契約をしていない段 

階のものであること、また契約行為の方法としては、公募による入札ではな

く、払下げ（随意契約）の方向で進んでいた。 

2）盛土行為について 
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三浦道広氏による盛土行為について、第１回目の議員全員協議会では、町

側は盛土行為の許可を出しておらず、三浦道広氏が契約前に先行して施行し

たものであると説明した。しかし、第２回目の議員全員協議会では、三浦道

広氏に対して盛土を容認する旨伝えたものであり、その時期は令和元年７月

３日、「財産売払いに伴う測量等の承認について」を承認した時点であって、

随意契約の方向で進んでいる経緯もあり、農林課の総意であるとの説明がな

された。さらに、その後、令和元年７月２２日の土地分筆立会の際、三浦道

広氏から要望があり容認したと答え、発言を訂正した。 

 3）産業廃棄物らしきものの混入について 

   令和元年１０月１５日、町民農園の現地視察の際、盛土の一部に産業廃棄

物らしきものの混入が見受けられた。町側では、中南地域県民局環境部に対

応を確認したところ、盛土を撤去する際、適正な分別処理が必要と指導を受

けたとする報告があった。 

4）土地分筆行為について 

   数年前まで三浦道広氏は、本件土地の全筆譲渡（１０５番、面積５、４５

１㎡）を要望していた。 

それを、現状の町民農園部分とされる部分【１０５番１、面積１、６４８

㎡】（以下「１０５－１の土地」という。）と、未利用の町民農園部分とされ

る部分【１０５番２、面積２、８１１㎡】（以下「１０５－２の土地」とい

う。）及び概ね従来から設置されている町民農園の駐車場とされる部分【１

０５番３、面積９９１㎡】（以下「１０５－３の土地」という。）の３筆に分

筆していたことが、登記事項証明書及び地積測量図で確認された。 

5）側溝敷設行為（町中古資材含む）について 

町中古品の支給は、町民農園への入口整備及び分水路として使うことで 

承認していたことを確認した。ほか法定外水路敷地への側溝敷設は、事後に

おいて、三浦道広氏が建設課に対して町有財産維持工事承認申請書を提出し

許可されていた。 
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6）申請書類等について 

   町有財産の処分等においては、定められたルールに基づき事務を進める

ことが必要と考えられる。 

本件土地の売払いに関して一番初めに提出された書類が、農林課への令和

元年６月１８日付け「町有財産売払要望書」であり、これに対する回答を行

うことが必要であるが、担当課ではこれに対する回答書を失念していたこと

が確認された。 

7）本事案に対する町側の認識について 

払下げ（随意契約）をしようとしたことの法的な根拠付け及び財産処分の

方法等について、町財務規則等の解釈に誤りがあるとの認識を示した。 

また、農地法違反に係る盛土箇所、側溝敷設の範囲等の状況を地図に示した

資料の提出があった。 

（２）主な調査事項 

   本件土地は、町民農園として利用されている農林課所管の行政財産であ

り、売払い行為を行おうとした経緯、方法及び盛土行為等が適正に行われた

のかについて真相を究明し、検証することが目的である。 

事案の概要のとおり進められていた本件土地に係る一連の手続きについ

て、主たる問題点として、契約方法の考え方、財産処分の手順、事務に関す

る許認可等、土地の分筆・利用方法、盛土行為の経緯、側溝敷設行為（町側

溝中古品含む）、町長への報告説明・町長からの指示、盛土の産業廃棄物ら

しきものの混入について、関係者の証言及び記録並びに現地調査等をもとに

検証した結果、以下に述べる状況が認められた。 

 事実の認定及び評価をするにおいては、客観的根拠に基づくことを心がけ

た。また、憶測・推測に基づく記述は厳に慎むことも心がけた。この事を前

提として報告書を作成していくことをご理解願いたい。 

 1） 売払い方法について 
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 ア 本件土地は、都市計画区域内の市街化調整区域であり、いわゆる市街化を

抑制する区域である。また、土地利用等に関する規制は、農業施設等以外、

建築物の立地規制がある。 

岩崎光企画観光課長（以下「企画観光課長」という。）の証言によれば、同

課長は、数年前から三浦道広氏より、本件土地の売却について強い要望を受

けていたところ、本件土地の売払い方法に関して、①三浦道広氏から数年前

より要望があること、②市街化調整区域内の農地で建築立地条件が厳しい土

地であること、③数年間、町による利用のない土地であること、④三浦道広

氏は近接町民であること、という条件から、関係法令の随意契約の理由を確

認しながら進め、随意契約が可能と判断し、また、本件土地の払下げが町に

おける未利用地の積極的処分という方針にも適うものと判断した。そして、

企画観光課長は、三浦道広氏に対して、平成３１年４月、本件土地の処分を

随意契約で進める方向であることを伝えていたが、問題発覚後、売払い方法

を再検討したところ、法令の拡大解釈は妥当でないと認識するに至った。 

 イ 法第２３４条第２項は、随意契約は政令で定める場合に該当するときに

限り行うことができる旨定め、これを受けて同法施行令１６７条の２第１

項及び別表第５は、財産の売払いについて、市町村では３０万円の範囲内に

おいて普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものや、緊急の必要

により競争入札に付することができないとき、競争入札に付することが不

利と認められるとき、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結するこ

とができる見込みのあるときなど、限定的な場合に限って随意契約による

ことができるものとされ、大鰐町財務規則第１３３条においても財産の売

払いについては３０万円と定められている。 

   本事案では、予定価格は特段定められておらず、農地の相場として１００

０㎡１０万円程度と想定されるにとどまり、３０万円を超えないものであ

るか否かが不明な町有財産を随意契約の対象としたものであり、他に随意

契約が許容される緊急性などの例外的事由も窺われないことに加え、前記

のように企画観光課長も随意契約に関する解釈が誤っていたことを自認し

ている以上、本件土地を随意契約で売払いしようとしたことは、関係法令で
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ある同法施行令１６７条の２第１項（例外的に随意契約することができる

場合を限定列挙する定め）に該当しないことが改めて確認された。 

 2） 財産処分の手順について 

ア 公有財産の位置づけとして、平成３０年８月普通財産から農林課の行政財

産になっており、現在も行政財産のままである。行政財産は、法第２３８条

の４第２項各号所定の例外的事由がない限り貸付することは許されず、譲渡

することはできないものとされ、これに違反した場合は無効とされており

（同条第１項・６項）、普通財産に変更しない限り売払いはできない（法第

２３８条の５参照）。そのため、本件土地を売払うに当たっては、普通財産

に変更の上で手続を進めることが必要となるが、木田昭人農林課長（以下「農

林課長」という。）は、行政財産を普通財産へ変更することについて、最終

的に、売買契約を締結する際に可能であると認識していたが、後に財務規則

を確認した結果、自身の理解・認識が間違いであったと証言する一方、企画

観光課長は、本件土地は農林課が所管する行政財産であり、事務が進むに当

たって管財係へ引継がれ、売却に向けた正式なやり取りがでてくると認識し

ていたと証言している。 

イ このように、本件土地は、農林課所管の行政財産のまま売払い行為の   

手続きが進んでいたことが確認されたものであり、事務執行に当たって、法

や財務規則の確認不足・知識不足及び部署間における連携体制の不備に起因

して財産処分の手順に誤りを生じたことが判明した。 

3） 盛土行為の経緯について 

ア 各証言の要旨 

(ｱ) 三浦道広氏の証言によれば、本件土地の売払い（随意契約）の条件と

して、代替となる駐車場の設置と分筆に当たっての測量費用の負担を示され、

平成３１年４月、農林課長・同課長補佐・企画観光課長補佐らとの話し合い

の際、代替となる駐車場の設置に当たって本件土地に土を買ってまで搬入す

ることはできないため、土が出たら搬入してよいか尋ねたところ、両課長が
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頷いたため、土の搬入について了解を得たとの認識を持ち、令和元年７月３

日から９月５日頃までの間に、４ｔダンプトラック約２００～２５０台で、

舗装工事をメインとする土木業者と設備工事会社の２社から土の提供を受

け、三浦道広氏が搬入し、その他の業者２社からは直接搬入してもらったと

いうものである。 

   (ｲ) 企画観光課長の証言によれば、本件土地の売払いに当たって、三浦    

道広氏が測量費用を負担することを条件として示したが、土の搬入のこと

は記憶にないというものである。 

(ｳ) 農林課長は、本件土地の売払いに当たり、「自分から代替え駐車場の条

件を示した認識はなく、条件付けたという強い指示でない」、「入口部分には

駐車場がもし必要になれば、持ってこられるのであれば、将来必要になるか

らくればいいですよね。ただ、条件を付けたとの認識はしていません」など

と証言するとともに、奈良岡学農林課長補佐（以下「農林課長補佐」という。）

も自らは条件を示していないなどと証言する一方、時期は定かではないもの

の、三浦道広氏に対し、令和元年７月３日以前に、土の搬入を容認すること

を伝えていた旨証言しているところでもある。 

そして、盛土を容認した箇所・範囲について、農林課長及び農林課長補佐

は、従来からの駐車場の後ろの部分である１０５－３の土地については、三

浦道広氏からの要望を受けて容認したものであり、農林課側で容認した箇所

については１０５－３の土地と１０５－２の土地の境界辺りまでとし、１０

５－１の土地に土が搬入されることは想定しておらず、さらに、１０５－１

の奥までを駐車場として考えたこともなく、条件付けたものでないと証言し、

農林課長は、三浦道広氏が代替え駐車場を準備することを条件付けられたた

めに土を搬入したのか、他の理由で搬入したのかは不明であり、三浦道広氏

でなければ分からないものの、代替え駐車場の設置という条件に基づいて入

れたのではとないかと私達は思っているが、三浦道広氏に対して明確に範囲

を示したことはなく、従来の駐車場の後ろまで少しほしいと要望があったの

を容認し、ここまでは土を入れてもいいとの認識を持ったが、それ以外はこ
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こまでの範囲で土を入れろという指示はしておらず、また１０５－２の土地

に、土は搬入されていないように見ていた旨証言している。 

 (ｴ) 盛土行為が農地法違反に当たることについて、農林課長は従来か   

らの駐車場もあり、令和元年９月に議員から指摘を受けるまで、大丈夫なの

ではないかと考えており、農林課長補佐も農地法違反であることは新聞報道

で分かったにとどまり、農地法違反の認識が全くなかったと証言している。 

(ｵ) 町長の証言によると、盛土について、誰が、いつ許可したかについて 

は、議員の指摘があった後、確認したというものである。 

イ 以上の各証言を踏まえ検討する。 

まず、本件土地の売払いに当たり、三浦道広氏が測量費用を負担すること

が本件土地の払下げに当たって条件となっていたことは明らかなものとい

える。 

次に、代替駐車場の設置については、本件土地の払下げに当たっての条件

として提示していないなどとの証言もみられるところであるが、購入希望者

が売買契約締結以前に費用をかけてまで土の搬入を行うことは、売買に当た

って相応の確約や条件がなければ、常識的には考え難い事態であることや、

土の搬入を容認するなど農林課長らの三浦道広氏に対する言動や態度など

からすれば、暗黙のうちに代替駐車場の設置とそのための整備が売払いの条

件となっていたものとみることが自然である。 

そして、土の搬入については、三浦道広氏からの要望を受け、時期は定か

ではないものの、遅くとも令和元年７月３日までの間、農林課側が正式な売

買契約（随意契約で進めることの当否は別として）を締結する以前の段階に

おいて、三浦道広氏に対して容認する態度を示したこと、しかし、これらの

事情を町長に一切報告していなかったこと、土の搬入範囲については、農林

課側で容認したとされる範囲以外の１０５－１の土地にも搬入されている

ものであるが、三浦道広氏と農林課側において、搬入区域の範囲に関する明

確な取決めをすることなく、曖昧な状態のまま、実際の土の搬入条件も確認
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することなく物事を進めた結果、現状の盛土に至ったものと認められる。 

   しかも、本件土地が農地であるにもかかわらず、町民農園開設当時から駐

車場として使用し、さらには土の搬入を容認するなど、農地法に違反・抵触

するにもかかわらず、これら法令等に抵触する事態を認識せずに事務執行

に携わっていた実態が明らかとなった。 

4）本事案に関する許認可等について 

 ア 町有財産売払要望書 

本件土地について、払下げ（随意契約）の方向で進んでいたことから、財

産管理を所管する農林課において関係書類を基に事務を進めていたところ、

令和元年６月１８日付けで、三浦道広氏から提出された「町有財産売払要望

書」が最初に提出された書類である。 

当該書面について、農林課長は、売払要望書の回答書は、土地売買の経験

がなく、後日、必要であることが分かった、回答書を失念した旨証言してい

るところである。また、農林課長補佐は、農林課は土地売買の担当課でなく、

町有地売払要望書と払下げ申請書の二つあるが、農林課ではノウハウが全く

なく、回答書も失念した。農林課では売払要望書まで受取り、払下げ申請書

等は企画観光課に出して、最終的に契約を結ぶべきものとの認識していたな

どと証言している。 

一方、企画観光課長と企画観光課の山中光弘専門員は、農林課に提出され

た「町有財産売払要望書」は、企画観光課へ情報伝達として写し等の提示は

なかったと証言しながらも、その後、払下げ申請書はきたが受理しておらず、

令和元年９月頃の段階では、管財係に引継ぎがなされていない土地であるた

め、農林課へ提出するよう指示し返戻しようとしたが、とりあえず書類を預

かった旨証言する。 

   これら証言内容からも明らかなように、「町有財産売払要望書」について

は、委員会による調査が行われる以前から回答書が発行されない状態のま

ま手続が進められているところ、その背景として、農林課は土地売買の担当

課ではなく、ノウハウの不足があったこと、払下げであっても土地契約に関

係する書類であって、管財係の積極的な姿勢が求められるものの、このよう
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な関与がなく、双方の連携体制に不備があったことが認められた。 

なお、書類の事務処理について、決裁欄の押印位置が申請者の捨印と重複

していることや係の印が枠外にあること、一部手書きがあること、文字の大

きさが違うなど、形式的な点についても委員からの指摘があった。 

イ 土地の分筆 

   第１回議員全員協議会において、企画観光課長は、本来、企画観光課管財

係における分筆登記事務は、土地売買契約締結後、町の嘱託登記により行う

ものであるが、農地法の手続きが必要となるため、分筆登記を先行して地番

を確定することが必要であると答弁するとともに、農林課長も、農業委員会

の審議に付するため、地番と面積が必要であり、分筆登記まで委任している

と答弁していた。また、委員会による調査において、農林課長は、分筆登記

の委託は、令和元年７月３日付、町側からの「町有財産売払いに伴う測量等

の承認」で、測量等まで買主負担で依頼となっていたことから、そこまでで

きるのではないかと理解している旨証言している。 

これら証言や提出された資料を踏まえると、町は、測量及び分筆を含め、

これらに要する費用を買主が負担することを前提として、土地家屋調査士に

対して分筆登記に関する委任状を発行し、随意契約の締結に向けて手続きを

進めていたことが認められた。 

ところで、関係人たる土地家屋調査士の回答によれば、令和元年６月１４

日に三浦道広氏から測量の依頼を受け、同月１８日、農林課長補佐からの指

示により、同月１９日より測量作業を開始したものである一方、町から提出

された「町有財産売払いに伴う測量等の承認について」では、同年７月３日

付けで三浦道広氏に対して、測量及び境界画定作業等の実施が承認された旨

通知されており、町が許認可の判断を示す以前において、測量作業等が既に

実施されていたことが認められた。また、令和元年７月２２日、土地の境界

確認の際、現地において、立ち会った三浦道広氏及び農林課長補佐から、駐

車場部分・町民農園・畑の３区画に区分するよう指示を受け、現在の３区画

に分筆し、同年８月２３日、大鰐町長からの委任状により青森地方法務局弘

前支局に分筆登記を申請し、同月３０日、登記手続きを完了の上で農林課長
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補佐に納品の上、同年９月中旬頃、三浦道広氏から５０万円の支払いを受け

たというものであった。（参考資料Ｐ．３６「町民農園見取平面図」参照） 

このように、町は、町有財産の処分方法として随意契約ありきで進めたこ

とに起因して、測量及び分筆を含め、これらに要する費用を買主が負担する

ものとし、土地家屋調査士に対して分筆登記に関する委任状を発行していた

ことが認められた。 

本来、町有地に関する登記事務は、原則として企画観光課管財係の事務と

されており、農業委員会の審議に付するために必要となる分筆登記について

も、本来は町がその責任と費用をもって行うことが原則的な方法と考えられ

るが、本事案においては、町有地をどのような方法をもって処分するのか、

すなわち、随意契約で処分することが可能か否かという最も重要な事項につ

いて、法令および規則を踏まえた検討がなされないまま、随意契約による処

分を進めた結果、上記のような経緯をたどったものと考えられる。 

ウ 利用方法 

本土地の利用目的について、関係者の証言内容に照らすと、１０５－２の

土地は三浦道広氏が畑でもやろうと考えていたものであり、１０５―１の土

地は、相応の余裕を持たせ、町民農園用として確保する部分であり、従来か

ら存する駐車場は、三浦道広氏も農地の認識がなく、駐車場として購入する

意向であったことから農地に復元する気持ちもなく、町も農地として使用し

ていないため、当該部分を含め１０５－３の土地に分筆したというものであ

る。 

そして、１０５－３の土地の利用方法について、農林課長は、車庫、農業

用機械類を入れる建物を建てたいような話は聞いていたが、規模は承知して

いない旨、農林課長補佐は、農業用小屋、駐車場として使いたい旨の話を聞

いており、当初から、農地以外にする予定で進めていた旨の証言からすれば、

三浦道広氏が農業用施設、駐車場として使用する予定であったことが明らか

になった。 

エ 農業委員会との関係   
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農林課長らの証言から、農業委員会に対する土地の分割、売買に関する許

可申請の準備は行っていたが、令和元年９月、議員からの指摘を受けた後、

手続を進めておらず、農業委員会の会長に対して、令和元年１０月の総会時

に農林課長が事案の報告を行い、現地の確認もしている状況である。 

5） 側溝敷設行為（町中古資材含む）について 

農林課長の証言によれば、側溝の支給は町民農園入口に使用する申請であ

って公共性があると判断したことから支給し、町が支給した側溝は、３４ｍ

の申請に対し、実際に敷設した２０ｍである。そのほかに、法定外水路にも

敷設し、事後、建設課でそれに対する管理・許可を行ったというものであり、

側溝敷設の確認は、議会から指摘を受けた後に現地の確認を行ったというも

のである。 

    三浦道広氏は、中古資材使用の経緯として、町民農園の入口に元々水路

があり、その水を流すために農林課に申請したと証言した。搬入の時期は、

令和元年８月２１日頃であり、搬入のときは担当者が誰もいなく３４ｍで

申請したが破損しているものがあったので、少ない本数を運んだと証言し

ている。これ以外の側溝敷設の発注者は三浦道広氏であり、令和元年８月２

２日頃から工事を行い、工事費用も負担している。 

   このように、公共性があるものとして町所有の中古品の側溝を支給した

としているが、現地における立ち合いもないことは明らかであり、町の財産

を管理する立場として、不適切な対応であると考えられる。 

また、建設課が管理する法定外水路敷地に、許可なく敷設され、事後に許

可をしていたことは、三浦道広氏に対する町の指導不足である。 

第１回議員全員協議会で、農林課長は、町中古資材側溝の使用は本来、主

に区会等によるもの及び緊急性のある場合に提供するとも答弁しており、支

給の妥当性には疑問がある。 

6） 町長への報告・説明及び町長からの指示について 

三浦道広氏の証言によると，数年前から購入希望であることを示していたと

ころ、平成３０年６月ないし７月頃，企画観光課長から入札（一般競争入札）
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で取得できると言われたというものである一方，企画観光課長は入札で進める

認識はないと証言するなどしており、本土地の処分手続が具体的にどのように

進んでいったかは明確ではないが、いずれにせよ、企画観光課長の証言による

と、本土地の処分方法について、町長へは報告していないとのことである。 

また、農林課長の証言によると、令和元年６月２６日以降、町長に対して売

払要望書の説明・報告を行ったが、その際、随意契約か入札かという点まで細

かく説明したかは記憶になく、町長が農林課長に対して詳細を尋ねたか否かも

定かでなく、町長からは特に異論もなく、また、指示もなかったことから承諾

されたと理解して手続きを進めたというもので、令和元年６月、売払要望書の

決裁印をもらった時に売却の許可を得たと認識しているというものである。 

町長も同様に、本件土地の売払いに関し、職員へ承諾を与えたのは、農林課

長への決裁書類だと思うとし、書類を見た時点で農林課長から説明があったも

のと認識、その決裁をもって、承諾を与えたとの認識である旨証言するところ

である。 

また、本事案の過程における重要な書類として、「町有財産売払いに伴う測

量等承認について」、「土地境界確定について」、「分筆登記の委任について」の

決裁書類において、町長が決裁されていることが、提出された記録から確認で

きる。そのとき、町長は、職員に対し適切な質問、意見を発し、事務手続に関

して確認を要する姿勢が必要であったのではと考えられる。 

  そして、三浦道広氏は、本件土地に関し、町長と相談したことは一度もない

旨証言するとともに、町長においても本件土地の売払いに当たって三浦道広

氏とは個別に会ったことはない旨証言しているところである。 

   このように、本件土地の売払い行為に関して、財産の売払いを所管する企

画観光課側からの町長に対する説明と報告はなく、所管外の農林課が説明と

報告を行っていたこと、売払い行為に関する手続きとしても、農林課に提出さ

れた「町有財産売払要望書」のみで事務が執行され、それに対する回答書も存

在しないなか、町長に対して口頭でのみ説明を行い、承諾を得たという認識で

あったことが判明した。 

7） 現地調査について 
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産業廃棄物らしきものの混入の有無について調査するため、各関係人に対し

て、質問に対する回答及び資料の提供を依頼したところ、①提供した土は分別

済みの埋め立てなどに適する土砂であり、目分量で４ｔダンプ、約１１５台位

である、②一般住宅等の敷地内の残土が主であり、詳細は不明だが、４ｔダン

プで８０台前後である、③白砂まじり、砕石混じりの土であり、２ｔダンプで

１０台位であるとの回答が得られたところであり、いずれの関係人も「産業廃

棄物」を譲渡又は搬入した認識を有するものではなかった。 

そして、令和２年３月２６日、現地において、盛土行為があった箇所のうち

９か所を対象として試掘調査を実施した。試掘調査は、現地において定めた９

か所について、重機を用いて縦約２ｍ，横約１ｍ，深さ約１ｍにわたって掘り

起こしたものであるが、試掘された範囲においては，アスファルト破片など数

点の混入が見られたにとどまり、産業廃棄物が廃棄されたとまでは断定できな

いとの結論に至った。 

（３）指摘事項及び改善を求める事項 

本委員会の調査を通じて確認できた事項及び本件事案に対するメディア報

道等を通じて、本町の行政に対する信用は大きく失墜したものであるが、以下

において、委員会による調査によって確認された事実等から浮かび上がった問

題点、すなわち、町有財産の売払い手順、関係課による連携・調整、町職員に

よるコンプライアンス意識の欠如等を指摘し、本町の行政に対する信用を回復

するとともに今後の適正な町政運営を図るため、改善点を提言するものである。 

1） 町有財産の売払い手順について 

ア 財産処分 

本件は、農林課所管の行政財産である本件土地を普通財産に移行することな

く、三浦道広氏からの売り払い要望を受け、法令・規則等を確認しないまま事

務を進めたものであることは明らかである。 

本来は、法第２３８条の４（行政財産の管理及び処分）、大鰐町財務規則第

２０２条の３(行政財産の用途の廃止又は変更)、同第２０２条の４（用途を廃

止した財産の引継ぎ)及び同第２１２条（普通財産の処分）の財務規則に基づ
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き、一連の手続きを行うことが必要であったものと思われ、本件土地の処分に

当たって法令、財務規則の確認が不十分であったといわざるを得ない。 

加えて、本件土地が農地であり、いわゆる農地法による農地転用許可等の関

係から、売買以前に分筆が必要であることが証言されており、その場合の手続

きを、町側は十分に調査・確認すべきであったと考える。 

〔本来の手続の流れ〕 

町財務規則第２０２条の３(行政財産の用途の廃止又は変更) 

    ・各課の長は、その所属の行政財産の用途を変更し、又は廃止しようと 

するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、町長の承認を受け

なければならない。 

町財務規則第２０２条の４（用途を廃止した財産の引継ぎ) 

    ・各課の長は、用途の廃止の承認を受けたときは、管財担当課長に対し

用途廃止財産引継書により当該財産を引き継がなければならない。 

町財務規則第２１２条（普通財産の処分） 

    ・管財担当課長は、普通財産を処分しようとするときは、次の各号に掲

げる事項を明らかにした書面に、契約による場合は、契約書案、評定

調書・・・を添付しなければならない。 

イ 売払い方法 

   本件土地の売払い方法について、払下げ（随意契約）の方向で進んでいたこ

とについて、町所有の未利用地に関する積極的な処分を行うという方針は、歳

入確保の観点から理解できるとしても、法令に照らし合わせた場合、同法施行

令１６７条の２第１項（随意契約することができる場合を限定列挙する定め）

に該当しないとされることから、ここでも法令等の調査・確認が不十分であっ

たものといえる。 

2） 関係課による連携・調整が不十分 

農林課と企画観光課からの証言から浮かび上がった問題点として、関係課で

ある農林課と企画観光課において、お互いに連絡調整することが多くあったに
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も関わらず、行政財産から普通財産に所管替えする時期的な考え方の相違点や、

払下げに伴う一連の書類の処理方法等について、土地売買に関するノウハウを

有する企画観光課と農林課との間において共通の認識を持ち、相互に連携して

取り組む姿勢が不十分であった点が挙げられる。 

町には、町有財産に関する連絡調整機関たる「大鰐町公有財産の活用等に関

する検討委員会」が設置されており、同検討委員会の設置要綱の所掌事項では、

「その他の公有財産の活用等に関し検討するために必要な事項に関すること」

とされているところ、本特別委員会としては、本件土地の面積、財産種目等か

らして、行政財産から普通財産へ移行するという財産処分方法や、その後の契

約の方法等に関する問題点や検討課題について、検討委員会に諮ることが相当

であったと考えるものであり、検討委員会に諮られていなかったことから、委

員の意見が反映されず、事務に関するチェック機能が充分に果たさなかったも

のと推察される。 

（４）町組織のガバナンスの立て直し 

1) まず、財産処分及び売払い方法等が、関係法令、町財務規則に基づいて処理

されていないこと、次に、町側の事務遂行に関して各関係課の共通認識が形成

されておらず、連携も不十分であったことが本件事案の発端となっていたも

のと考えられる。 

そして、いわゆる盛土行為の事前着手である。三浦道広氏との売買契約を締

結する以前に、農林課側がこれを容認する態度を示したことから、三浦道広氏

が本件土地に盛土を行ったものであるが、地方自治法、農地法等関係法令を遵

守するとともに、財産管理者として町民全体の財産であるとの認識をもってい

れば、避けられたであろう事態と考える。従来から駐車場として使用している

土地や本件土地に対して側溝の敷設を許容したことも農地法違反が指摘され

ており、この点についても同様である。 

さらに、中古品とはいえ、町所有の財産である側溝の支給は、申請理由であ

る農園入口の整備という点からすれば、むしろ町側で対応すべきものと考えら

れるし、法定外水路敷地に対する側溝敷設は、財産の管理者として、敷地の水

はけ状況等について以前から問題がなかったかなど現状を把握し、必要に応じ
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て町が整備することも考えられるものである。 

以上、行政事務の執行においては、法令及び規則の遵守が基本であり、法令

及び規則に基づき、所管する各財産を適正に管理することが不可欠である。 

2) 町長は、各課長との信頼関係がなければ行政運営は成り立たず、法的な問題

を生じた場合、最終責任は管理者たる町長にあるとし、本件土地の農地法違反

の状態について、行政として本来のあるべき姿に戻すのが責務と認識し、適正

な手続きにより本件事案を見直し、精査することを表明している。 

確かに、行政運営において町長・各課長との信頼関係が基礎となることは当

然であるが、法令及び規則等の根拠に裏打ちされたものでなければならず、単

なる盲信は弊害を生むものである。特に、本事案のように町所有の財産の決裁

に当たって、町長が決裁を受ける事務方に対して何らの質問も意見も発せられ

ないとするならば、職員の側にはそれを奇貨とする事態も生じかねないものと

いえる。 

また、町長は、令和元年９月１１日開催の第１回議員全員協議会において、

法律に抵触するのであれば真摯に訂正をしたい旨答弁するにとどまり、その後、

職員に対して随意契約の経緯、財産処分手順の誤り及び農地法違反等の問題に

ついて整理させ、同年１０月２３日開催の第２回議員全員協議会において資料

として提出したが、同年１０月７日の新聞報道を皮切りに、本事案の問題点が

露呈した段階において、迅速かつ積極的に問題に関する処理方針等を議会に示

すことを要し、町行政のトップとしてリーダーシップを十分に発揮していなか

ったものといえる。 

町民全体の利益を守り、失墜した町政への信頼を回復するためには、本特別

委員会による指摘等を踏まえ、改善策を講ずる必要があり、これに当たっては

町行政のトップとして指導力を十分に発揮することを求める。 

また、最近の町の不祥事等も踏まえ、本件事案のみならず、町組織全体のガ

バナンスの立て直しに向け、全庁一丸となって取り組むことを強く願うもので

ある。 

そして、大鰐町議会は、今回の事案が発生したことを教訓に町政の監視機能

をさらに強化させ議会としての責務を果たしていくものである。 
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3) 最後に、本委員会の調査にご協力いただいた関係各位に感謝を申し上げ、町

民農園問題における事実関係等調査特別委員会の報告とする。 
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関係法令等 

■地方自治法 

 (検査及び監査の請求) 

第 98 条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務 

 にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるも 

 のを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその 

 他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で 

 定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団 

 体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安 

 委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は 

 委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査すること 

 ができる。 

(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等) 

第 100 条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務 

 にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるも 

 のを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその 

 他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で 

 定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。 

 この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙 

 人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 

2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別 

 の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公 

 共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場 

 合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、 

 この限りでない。 

3 第 1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の 

 関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しない 

 とき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁鋼又は 10 万円以下の罰金に処 

 する。 

4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実につ 

 いては、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたとき 

 は、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請 

 求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、そ 

 の理由を疏明しなければならない。 
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5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対 

 し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することが 

 できる。 

6 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から 20 日以内に声明をしな 

 いときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならな 

 い。 

7 第 2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人 

 その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを 3箇月以上 5年以下の禁 

 銅に処する。 

8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自 

 白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 

9 議会は、選挙人その他の関係人が、第 3項又は第 7項の罪を犯したものと認 

 めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他 

 の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発 

 しないことができる。 

10 議会が第 1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内 

 の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その 

 求めに応じなければならない。 

11 議会は、第 1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額 

 の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければな 

 らない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なけれ 

 ばならない。 

(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会) 

第 109 条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及 

 び特別委員会を置くことができる。 

2 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査 

 を行い、議案、請願等を審査する。 

3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審 

 査する。 

 (1)議会の運営に関する事項 

 (2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

 (3)議長の諮問に関する事項 

4 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。 

5 第 115 条の 2の規定は、委員会について準用する。 

6 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共 
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 団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、 

 予算については、この限りでない。 

7 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 

8 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、 

 なお、これを審査することができる。 

9 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、 

 条例で定める。 

(議員の議案提出権) 

第 112 条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、 

 議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。 

(行政財産の管理及び処分) 

第 238 条の 4 行政財産は、次項から第 4項までに定めるものを除くほか、これ 

 を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、 

 又はこれに私権を設定することができない。 

2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度におい 

 て、貸し付け、又は私権を設定することができる。 

 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定め 

  る堅固な建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である 

  土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所 

  有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区 

  分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普 

  通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と 

  認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。 

 2 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政 

  財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土 

  地を貸し付ける場合 

 3 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通 

  地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該 

  建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財 

  産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地 

  を貸し付ける場合 

 4 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地 

  (以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余 

  裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以 
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  外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方 

  法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を 

  貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。 

 5 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経 

  営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その 

  者のために当該土地に地上権を設定するとき。 

 6 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使 

  用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者 

  のために当該土地に地役権を設定するとき。 

3 前項第 2号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受 

 けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項に 

 おいて「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しよう 

 とするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理す 

 る普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当 

 と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。 

4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行 

 政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場 

 合について準用する。 

■地方自治法施行令 

(随意契約) 

第 167 条の 2 地方自治法第 234 条第 2項の規定により随意契約によることが 

 できる場合は、次に掲げる場合とする。 

1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定 

 賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下 

 欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えな 

 いものをするとき。 

2 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修 

 理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその 

 性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年 

 法律第 123 号)第 5条第 11項に規定する障害者支援施設(以下この号において 

 「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援セン 

 ター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第 1項に 

 規定する障害福祉サービス事業(同条第 7項に規定する生活介護、同条第 13 
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 項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事 

 業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施 

 設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和 45年法律第 84号)第 2条第 1号 

 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第 18条第 3項 

 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号におい 

 て同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普 

 通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成 

 32 年 2 月 25 日 25 年法律第百五号)第 16 条第 3項に規定する認定生活困窮 

 者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」とい 

 う。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第 3条第 1項に規 

 定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当 

 該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進 

 に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の 

 認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」とい 

 う。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体 

 の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援セ 

 ンター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用 

 の安定等に関する法律(昭和 46年法律第 68号)第 37 条第 1項に規定するシル 

 バー人材センター連合若しくは同条第 2項に規定するシルバー人材センター 

 若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公 

 共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続によ 

 り役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和 39 年法律 

 第 129 号)第 6 条第 6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる 

 者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受け 

 た者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でそ 

 の事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童 

 を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の 

 提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続 

 により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設か 

 ら役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総 

 務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限 

 る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるもの 

 に係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続によ 

 り受ける契約をするとき。 

4 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定め 

 るところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産 
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 する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続に 

 より買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分 

 野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の 

 長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務 

 の提供を受ける契約をするとき。 

5 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

6 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

7 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあ 

 るとき。 

8 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

9 落札者が契約を締結しないとき。 

 2 前項第 8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限 

  を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を 

  変更することができない。 

 3 第 1 項第 9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこ 

  れを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき 

  に定めた条件を変更することができない。 

 4 前 2 項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算すること 

  ができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を 

  締結することができる。 

■大鰐町財務規則 

(行政財産の用途の廃止又は変更) 

第 202 条の 3 各課の長は、その所属の行政財産の用途を変更し、又は廃止しよ 

 うとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、町長の承認を受けなけ 

 ればならない。 

 (1) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由 

 (2) 当該財産台帳記載事項 

 (3) その他参考となる事項 

(用途を廃止した財産の引継ぎ) 

第 202 条の 4 各課の長は、前条の規定により用途の廃止の承認を受けたとき 

 は、管財担当課長に対し用途廃止財産引継書により当該財産を引き継がなけ 

 ればならない。ただし、次の各号に掲げる財産については、この限りでない。 

 (1) 交換に供するため用途を廃止するもの 
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 (2) 使用に耐えない建物、工作物で取りこわしの目的で用途の廃止をするも 

   の 

 (3) 前 2 号のほか、当該財産の管理及び処分を管財担当課長においてするこ 

   とが技術その他の関係から不適当と認められるもの 

2 前項ただし書の規定により引継ぎを要しない普通財産については、第 193 条 

 第 2 項の規定にかかわらず用途廃止前に所属した課に所属するものとする。 

■大鰐町議会委員会条例 

(特別委員会の設置) 

第 5 条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。 

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。 
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