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第２回和光市市立小学校建設検討委員会会議録

平成２２年５月２６日（水）

404会議室

○出席委員

結城浩一郎 山浦丈夫 安井和男 大野孝治 佐々木一弘 下和美 小池義明 木下侑三

○欠席委員

西貴美雄 亀井義和

開会１６時

委員長 上篠審議監

お忙しいところ、第２回の検討委員会にお集まりいただきましてありがとうございます。それ

では、着座にて進めて参ります。本日は、大野課長からいただいた用地の取得について、都市

整備課のほうから都市計画上からの問題点についてお話いただきたいと考えております。検討

に入る前に１回目の検討内容の確認をしたいと思います。補足がありましたら追加していただ

きたいと思います。用地の面でございますけれども施設規模も設定していませんので、なんと

もいえませんが、最低でも 3千坪を基にしなければ無理ではないか。都市計画につきましては、
位置が決定して学校区が決まって、児童数学級数が決まって学校としての床面積がでるのかな

ぁと思います。今の段階では、見越した数字で資料を作るしかないなぁと思います。いずれに

しましても、建設用地の確保が一番重要なことでありまして、用地の確保についていろいろな

意見をいただきまして、検討していきたいと考えております。はじめに、大野課長のほうから、

用地取得について、新倉・下新倉地域という報告になるかと思いますが、最低３千坪というこ

とでどのくらいの費用がかかるのかまとめていただいておりますので、大野課長のほうから説

明していただけますか。

委員 大野課税課課長

前回の検討委員会におきまして、課税課のほうで用地費ということで算定をしていただきたい

ということで、用地取得に関する資料を作成いたしました。まず、積算に当たりましては、建

設予定地は、和光市の北部に位置し、昭和１０年代から２０年代前半にかけて耕地整理された

下新倉第２耕地整理区域内にあり、都市計画法上の用途区域は市街化調整区域に属する。近隣

周辺には、地価公示価格や地価調査価格といった公の地価の価格設定が無く、又、相続税の路

線価格においても、市街化調整区域であるため路線価の価格設定がなく、固定資産税評価額の

倍率方式による価格算定の区域となっています。このため、取得費の算定にあたっては、固定

資産税評価額を基に積算することとしました。今回の価格の決定につきましては、どのような

価格を設定するかということでありまして、通常では、最有効利用ということで、一番最も有
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効に使用される宅地評価で行います。本来、調整区域ということですが、小学校建設という公

共事業であることから、学校用地としての宅地評価を行います。学校用地でありますから、買

い手市場より売り手市場という傾向が強くなると思います。逆に言えば、地主さんの意向がか

なり強くなるんではないかと考えられます。そして、固定資産税評価額と地価公示価格の関係

ですが、固定資産税評価額は、平成６年度の評価替えから宅地の評価は地価公示価格の７割を

目途に均衡化・適正化を図っています。平成２０年に評価替えを行っております。その価格を

割り返しして、今回の価格を算定させていただきました。裏にいきまして、固定資産税評価額

です。平成２２年度の固定資産税評価額は、１㎡あたり６１,０００円で、この価格は平成２０
年度の評価替え時の不動産鑑定価格で㎡価格９３,０００円を基に時点修正及び、７割で割り戻
して９番の評価を積算いたしました。平成２２年４月１日時点での価格で算定させていただい

ていますので、用地交渉での時点には、変動すると思います。あくまでも固定資産税からの割

り返しということで、実際の土地取引については、多少乖離すると思います。予算的なものも

あると思いますが、専門家の土地鑑定士から価格を取得したほうがよろしいと思います。

・１０,０００㎡の場合
＜公示価格ベース＞

61,000円／㎡ × 100／70 ≒ 87,200円（地価公示価格換算）
87,200円／㎡ × 0.9(面大) × 1.05(角地) ≒ 82,400円／㎡
82,400円／㎡ × 10,000㎡ ＝ 824,000,000円
※坪あたり 272,400円

＜比準価格ベース＞

87,200円／㎡ × 100／90 ≒ 96,900円（比準価格換算）
96,900円／㎡ × 0.9(面大) × 1.05(角地) ≒ 91,600円／㎡
91,600円／㎡ × 10,000㎡ ＝ 916,000,000円
※坪あたり 302,800円

あと、税の関係ですけれど、土地等の売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といっ

て給与所得などの他の所得と区分して計算され、土地等を譲渡した年の１月１日において、所

有期間が５年を超える場合には長期譲渡所得、５年以下の場合には短期譲渡所得として適用す

る税率が異なります。なお、公共事業の事業用地として土地等を譲渡した場合には、譲渡所得

の特別控除又は代替資産取得の特例が認められる場合がある。

譲渡所得金額の計算方法は、

譲渡価額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除額＝譲渡所得金額

譲渡所得金額×税率（※）＝税金

※）長期譲渡の場合：国税１５％・地方税５％、

短期譲渡の場合：国税３０％・地方税９％

特別控除については、土地収用法に基づいて、土地を売った場合には、５千万円の特別控除が

認められておりますが、今回の学校用地事業となりますと、認められると思いますが、土地

収用法による事業認可が必要不可欠ですので、そちらを取得しない限りは５千万円控除は難し

いと思います。こちらがダメでしたら、公拡法の取扱いになりまして、34条の 2の 1,500万
円控除の適用になります。以上です。
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委員長 上篠審議監

ありがとうございます。実際には、鑑定を取らないとわからないわけですね。

委員 大野課税課課長

そうですね。土地を提供してくれる人にとっては、信頼性が薄いということですね。

委員 木下次長

買うときには、鑑定が無ければ、交渉にのらないのではないか。

委員 木下次長

土地取得の目安として、参考になるけれども、上がることはあっても下がることは無いという

ことだ。上がるということが前提だ。売り手市場だから。

委員 栁下道路安全課主幹

今売れないから、低いですよ。

委員 木下次長

売りたくないという人ばっかりではないか。基金の積立て目安にはなる。収用法の事業認定は、

学校事業でも取れるのか。

委員 栁下道路安全課主幹

都市施設として計画決定し認可をとれば、土地収用法の適用になる。

委員 大野課税課課長

土地収用法第３条第 21号の中に、土地を収用し、又は使用することができる事業についての
規定があります。学校教育法第 1条に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学
術研究のための施設となっております。

委員長 上篠審議監

五千万円控除を受けるためには、それが必要なんだけれども、告示し縦覧して、地権者が分か

った売るよと合意した上で都市計画決定ということになる。

委員 佐々木都市整備課主幹

都市計画決定の手続にどのくらいかかるんだということですが、計画の検討をして住民との合

意、県と調整ということになるが、今回、小学校ということになるので、市の決定でいいよう

です。標準所要日数が 105日です。計画案を作って公聴会で 75日かかるということです。17
条の案の縦覧に 25日かかる。都市計画審議会に諮って、知事同意協議となり、決定までに 251
日というのが最低日数です。前回、北インターと白子を市街化区域に編入したときに、大体 300
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日といわれていましたが、実際には 3年かかりましたので、地権者合意にどのくらいの日数が
かかるのか、地権者合意が 100パーセントできていれば、1年ぐらいで都市計画決定を取れる
のではなかろうかと思います。

委員 木下次長

105日の基点はいつなのか。

委員 佐々木都市整備課主幹

検討初めて住民合意が得られるのが、大体 105日ではないかということです。地権者が合意し
ていれば、県との協議ですから、意見なども出てこないでしょう。県決定に比べれば明らかに

楽です。

委員 小池建築課課長

法的に無くては建てられないものではないんだけれども、税のためには、これをやらなければ

ならない。そのためには、かなりの時間がかかり、ウェイトを占めてくる。

委員 木下次長

今合意を得ても、半年や 1年は期間的にかかるということだ。期間的にはこうだということだ。

委員 佐々木都市整備課主幹

もうひとついえば、「環境」も必要になると思います。もし、やることになったら 900日前か
ら手続をやりなさいということが書いてある。

委員長 上篠審議監

地権者の中には、使ってもいいよ。売らないけどという場合がある。最終的には買うけれどと

いうようになった場合には、最終的になった場合にも 5千万円控除が受けられるのか。

委員 大野課税課課長

ここにも書いてあるとおり、最初に買取りの申出があった日から６か月以内に行われているな

どの条件があります。利用者から買ってくださいと申出があったら６か月以内に成立しなけれ

ば無理だということです。

委員 木下次長

市が買い取る行為をいつ見せたかということだよな。最初使っていたよという話で。

委員長 上篠審議監

この土地は 5月 26 日に交渉を始めました。この土地はまだ交渉を始めていません。借りてい

るだけですということになる。
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委員 木下次長

お金をもらって、初めて申告するわけだから。委員長、地権者と政治的な行為をとらなければ

ならないとなれば、要は、市の姿勢が問われる。基金もこれだけあるからといった形で、土地

を限定して絞った形で進めていかなければ成り立たないんじゃないか。

委員 安井次長

原資がね。いずれにしても、やるということでなお且つ時間がタイトという中で、やっていく

には多少のリスクがあってもやらざるを得ない。あと５千万のハードルについては、ある意味

１千５百万のほうがハードルが低いので、３千５百でいけば２０パーですから、おおよそ７百

万の部分があるので、片や５千万を前提でいくと、そういったグレーゾーンの手続をかけなが

らいくことを考えれば。

委員 木下次長

それは、こちらからの投げかけであって、相手だって知らないわけ無いでしょう。相手からす

れば、１年後でも５年後でも、都市計画決定してもらって、５千万の控除が取れれば。

委員 安井次長

税金払って、手元にいくら残るかということでいけば、１千５百でも。

委員 小池建築課課長

位置関係から行くと、調整区域に人が集まるような施設を造っていいのか、という話になって

きてしまう。開発許可的には、市の判断で開発許可を下ろせます。建てることは問題はないが、

調整区域に人が集まる施設を建てていいのか、調整区域なのか、市街化区域なのか、そこをは

っきりさせないと。

委員 木下次長

抑制している区域で、これから発展性がある区域である。あくまで抑制であり、都市計画区域

は、都市計画区域だ。都市計画の関係と、税制の関係、ある程度の位置の関係が明らかになっ

てくれば、これでずるずる検討委員会でやっているのではなく、一度は政策会議に示してもら

って、手を打っていかなければどんどん遅れてしまうんではないか。

委員 小池建築課課長

複合施設で一連の建物で建てられればいいんですが、ひとつの建物の中に入れちゃえば可能だ

と思います。ただ、文教の施設の補助金がもらえるかどうか、学童保育で使っている部分はダ

メなんですね。補助金がもらえない部分が出てくるかもしれないが、建築基準法では、ひとつ

の建物であれば可能です。学校施設の補助金をもらう前に、学校用途以外のものを建ててはい

けないんです。複合施設としても、主用途は学校でいかなければいけないんです。人数によっ

て学校面積、体育館の面積、グラウンドの面積が出てくるわけでしょ。
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委員 木下次長

まずは、土地優先で手立てをしていかなければならない。

委員長 上篠審議監

用地の確保をしていかなければならない。

委員 小池建築課課長

税法上の問題があるけれど位置を決定してしまうことは、建築基準法上は必要ないけれど、現

状を前提として位置を決めてしまうことは有効だ。動かさないよという意味で。例えば、清掃

センターは位置を決めなければ建てられない。位置を決めることは、ぶれられないということ

だ。

委員長 上篠審議監

地権者交渉をするにしても、お土産がないと、ただお願いします。お願いします。だけでは。

お土産になるようなものがあればいいんですけど。

委員 小池建築課課長

速さを競うのもわかるけど、位置決めをするということは税的にも有効かなと思います。どち

らを選ぶかということです。

委員 木下次長

売り手主義になっているので、買うために相手方の軽減措置として、お金が入ってすぐ税金が

とられるんだよというのではなくて、都市計画決定するということで進めると最低でも１年近

くかかってしまいますよと。かかったからといって先に進まないというわけではない。あとは、

お金の手当てができるかだ。場所もこの委員会で決めていいというのなら、もっと絞っていっ

てもいいのではないか。

委員長 上篠審議監

地権者への話なしに場所を絞ってきているから。地権者回りこれから始まるんですけれども。

小学校を優先に建設するということで、小学校ができることによって、下新倉の核ができると

いうだけで、地元に利益が無い。

委員 佐々木都市整備課主幹

学校ができるということで、広域に道路を広げるということも言えない。

委員 佐々木都市整備課主幹

都市計画決定ということで腹をくくってやるということを言わざるを得ない。

委員長 上篠審議監
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今度、５月２５日自治会連合会で北側に小学校建設をするということを言ってきてくれるとの

ことです。そうでないと、地権者回りに入れない。トップなんだから、やるんだということを

表明してほしい。

委員 木下次長

基金について、お金も入っていない。ただやる気の基金ですということである。何かを削って

基金にお金を入れるパフォーマンスでも見せなければ。施設関係になれば、市民を入れていか

なければダメだ。とりあえず、こちらで考えるのは財政面だ。場所は、市民を入れても決まん

ないんだから。

委員 木下次長

進捗報告を市長のほうに報告してもらって、指示を仰ぐ必要があるのではないか。

委員 小池建築課課長

この日までの宿題が出るのであれば、こちらも時間をもらわないと。時間の猶予があれば、建

築課にもってきてもらえれば、協力できるものは協力します。

委員長 上篠審議監

何かほかにありますか。

副委員長 結城次長

進捗状況については、政策会議に報告することと、建物を建てるとなると市民参加条例などの

縛りがあります。これからどう切り出すかは、検討しなければいけませんが、皆さんで知恵を

出し合って、なるべくスムーズな方法をとっていきたいと思いますので、宜しくお願いします。

ありがとうございました。

閉会１７時１０分


