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　１　基本方針策定の目的
　　　長引く景気の低迷や、国の地方財政制度の見直しなどにより地方の財政は極めて厳しい状況

　　 にあります。このため、本市におきましては、「第６次会津若松市長期総合計画」において、

　　 効率的で適切な行政運営を推進するため、市有財産の適正管理と有効活用に努めることとして

     います。

       また、市有財産の中でも特に『未利用財産』の取扱いについては、「会津若松市行財政再建

　　 プログラム」を策定した平成15年度以降、それぞれの財産が持つ規模や立地条件等の特性を考

     慮し、個別事案ごとに判断して売却や貸付けなどにより、財源の確保において一定の成果をあ

     げてきたところです。

　　　 一方、こうした財産の利活用を図るうえで、売却や貸付けにおける公平性や透明性の確保が

　　 課題となっています。そのため、この基本方針を策定し、未利用財産の管理・処分に係る基本

　　 的な考え方と進め方を定めるとともに、これら情報を広く市民に公表することで市民との協働

     のまちづくりを進めながら、市民共有の財産の適正な管理と公平、公正で透明性のある利活用

     を推進することを策定の目的とします。

　　　 ※  この基本方針における「市有財産」とは、市が所有する土地及び建物をいいます。

  ２　市有財産の利活用の考え方
　　　（１）利活用の基本的な考え方

      市有財産を有効活用するための基本的な考え方は、次のとおりです。

　 ①　公用又は公共用の利用

　　　　　　  　 市有財産は、市の公用又は公共用の目的のために利用することを原則とします。

　 ②　他の行政目的での利用の検討

　　　　　　　 　本来の行政目的で利用されてきた財産が、社会情勢の変化等により十分に利活用

　　　　　　　 されなくなった場合や将来の利活用が見込まれないと判断された場合は、他の行政

　　　　　　　 目的で利用することを検討します。

　 ③　利用予定のない財産の売却又は貸付け

　　　　　　　　 現に公用又は公共用に利用されていない財産で、将来的に市として利用が見込め

　　　　　　　 ないものについては、売却又は貸付けを進めます。

　　　　　　　

　　　　　　 これらの未利用財産を有効に利活用するために、個別ごとの利活用方針(以下「個別

           方針」という。)を策定し、これらの情報を市民に公表することで、公平、公正な手続

           のもと積極的な売却又は貸付けを進めます。

　　　（２）未利用財産の考え方

　　　　　　未利用財産とは、利用状況が次のものとします。

　　　　　  ①　本来の行政目的に沿った利用がされないまま保有している財産

　　　　　  ②　これまで本来の行政目的で利用されてきたが、社会情勢の変化等により、今後、

　　　　　　  十分な利活用が見込まれない財産

　　　　　  ③  用途廃止を予定又は決定している財産

　　　　　  ④  普通財産のうち、特に貸付け等で利用されていない財産　

            ただし、法定外公共物のように単独での利用が困難な財産や期間を限定した貸付けなど

　　　　　時限的な利活用を行う財産については、この基本方針の対象とはしません。
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　　　（３）未利用財産の利活用の方法

　　　　　　 未利用財産の利活用については、必要に応じて個別方針を検討することとし、

　　　　　 次のとおり進めることとします。

　　　　　  【未利用財産利活用のイメージ】

　　　　　  　　　(検討する時期) 

               　    

                ・用途廃止を予定

　　 　　　　　 　又は決定した場合　⇒　　　　 ①　　　　　　　　　

                                                          利用するまで 

　　　　　　　　・所管部が検討の必要が　　　　　　　　          に一定期間を

　　  　　　　　 あると判断した場合⇒　　　　　　       　 　  要する場合

                                                               　　　　　   

　　　　　　　 ・市民等から売却等

                  の要望を受けた場合⇒                   　   処分するまで　　　　

                               　　　　　    ②　　　　　    に一定期間を

                ・上記以外に検討する           　             要する場合　　　　

                必要が生じた場合　⇒        　　          

                                             　　 　　　　　　　 

　　　　　　                                                             

                     ※　貸付けとは、普通財産を貸付けする場合をいい、行政財産の場合は、

　　　　　　　　　     これを「使用許可」に読み替える。

　　　　　　① 市が利用する場合

　　　　　  　 　将来的に市としての利用計画がある場合は、継続して保有することとします。

　　　　　　　 ただし、実際に利用するまでに一定の期間を要する場合は、この間、貸付けを行う

               こととします。

      　    ② 市が利用しない場合

             ｱ）売却又は貸付け

                a)  売却又は貸付け

　　　　　　　　　　市に利用計画がなく市有財産として保有する必要がないと判断された場合には、

　　　　　　　　　入札等により売却します。ただし、個別の財産が抱える課題等の整理に一定の期

　　　　　　　　　間を要することで売却できない場合や、一度売却を進めたが希望者がなかった場

　　　　　　　　　合は貸付けに移行します。

　　　　　　　　b)  売却又は貸付けにおける公募

　　　　　　　　　　売却又は貸付けを行う場合は、公表して希望者を募ることとします。なお、次

　　　　　　　　　のような財産は、公募の対象外とします。

　　　　　　　　　　ⅰ 市の施策上、必要と判断する事業の用に供される財産

　　　　　　　　　　ⅱ 規模や立地条件等の特性により、利用できる者が限定される財産　　　

　　　　　　　　　　ⅲ 老朽化により長期的な利用が困難と思われる建物 (ただし、建物付きのまま 

                     土地を売却する場合を除く。)

―２―
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　　　　　   ｲ）売却及び貸付けにおける公共的な利用の優先

　　　　　　　　市街地の住宅用地など市場性が高い市有財産以外のものについて、市民・団体等

　　　　　　　（個人、団体、法人、営利、非営利を問いません。）が公共的な目的で利用しようと

　　　　　　　する場合において、その利用計画が長期総合計画などの市の既定の計画や方針に沿っ

　　　　　　　た内容で、これらの施策の推進に寄与するものであると認められる場合は、優先して

　　　　　　　売却又は貸付けを行うこととします。この場合の対価は、原則有償となります。

　　　　　　 

             

  ３　個別方針の検討及び決定

　　　  行政財産のうち、今後、十分な利活用が見込めない財産や用途廃止を予定又は決定している

　　　 財産、更には普通財産のうち十分に利用されていない財産について、個別方針を検討するため

       の組織を庁内に設けることとします。

　　　　 また、大規模な土地の利活用など、市のまちづくりの観点から必要があると認められる場

　　　 合には、必要に応じて市民の意見を求めたうえで、方針を検討することとします。

　　（１）検討委員会の設置

　　　 　 　検討の対象とする財産の個別方針を検討するため、「市有財産利活用検討委員会」(以

　　　　　下「検討委員会」という。)を設置します。　

　　　　

　　　　　　【組 織 図】

　　

　　　　　　

   

　　　　 　※　総務部企画副参事を委員長、総務部以外の各部企画副参事、支所長及び生涯学習

　　　　　　 総合センター所長を委員とし、事務局は総務課とします。

　　　(２) 検討委員会で検討する事項　

　　　    検討委員会は、未利用財産の有効活用の観点から、継続して市が保有・利用するのか、

　　　　あるいは売却や貸付けを進めるのかなどを判断するため、次のとおり個別方針を検討しま 

　　　　す。

　　　　　また、上記２(3)②ｲ)「売却及び貸付けにおける公共的な利用の優先」の事由に該当す

　　　　るか否かの判断についても、検討委員会において検討します。

―３―
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　　　　 【行政財産】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

№ 利用状況 　検討内容

① 本来の行政目的で利用されている財産 ※対象外－各所管課が適正に管理

②

本来の行政目的で利用されていないが、

将来的な事業計画があることから継続し

て保有している財産

※対象外－各所管課が検討

長期的に保有している場合には、貸付けによる有

効活用や事業計画の見直しを検討する。

③
本来の行政目的に沿った利用がされな

いまま保有している財産
暫定利用を続けるのか、用途を変更又は廃止し

するかを検討する。

④

本来の行政目的に沿った利用がされて

きたが、社会情勢の変化等により、今

後、十分な利活用が見込まれない財産

継続して利用するのか、用途を変更又は廃止し

するかを検討する。

⑤ 用途廃止を予定又は決定している財産 用途の変更又は廃止について検討する。

　　    【普通財産】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

№ 利用状況 　検討内容

⑥

貸付等により有効活用されている財産 ※対象外－総務課が検討　

売却処分の可能性や無償から有償貸付への移行に

ついて検討する。

⑦

特に利用されていない財産のうち利活

用の可能性があるもの

市の利用について検討し、特に計画がない場合

には、民間での需要を踏まえ、売却又は貸付け

について検討する。　

　　　

　　　　　なお、上記の利用状況以外のもので、特に所管部が個別方針を検討する必要があると判断

　　　　した場合には、必要に応じて検討します。

　　　　 《検討委員会で検討する時期》

　　　    　　上記のとおり、№③・④・⑤・⑦を検討の対象としますが、これら財産の個別方針を

　　　　　　検討する時期については、次のとおり、必要に応じて処理することとします。

            　ｱ) 用途廃止を予定又は決定した場合

　　　　　　　ｲ) 所管部が検討の必要があると判断した場合

　　　　　　　ｳ) 市民等から売却等の要望を受けた場合

　　　　　 　 ｴ) 上記以外に検討する必要が生じた場合

　　　　

　　　

　　 （３） 個別方針の決定

　　　　    検討委員会において検討された個別方針について、庁議を経て、市長が決定します。

―４―



　４　個別方針等の公表及び財産の売却、貸付けの進め方
　　　　　個別方針が決定された市有財産については、市政だよりやホームページに掲載し、公表し

　　　　ます。また、継続して市が利用する場合や市民・団体等に売却又は貸付けしようとする場合

　　　　は、次のとおり公表したうえで進めます。

　　  (１)市が利用するとした財産の公表 (※ホームページに掲載)

              ①   これまでの用途を廃止して、新たな行政目的で利用することを決定した財産に

                 ついては、新たな利活用策を公表します。

　　　　　　  ②　 十分な利活用が図られていないものの、将来性等を考慮して継続して保有する

                 と決定した財産については、その理由を公表します。

　　　　　　  ③   将来的に利用計画があるものの利用まで一定期間を要する場合は、事業に支障

　　　　　　　   のない範囲で貸付けすることを公表します。

　　  (２)市が利用しないとした財産の公表及び売却、貸付けの進め方(※市政だより及びホームペー

　　　　　ジに掲載)

　　　　　　　市有財産を売却及び貸付けしようとする場合は、次のとおりそれぞれの情報を公表し

　　　　　　ながら進めます。

　　　　　　　①売却

　　　　　　　　 ｱ)　売却しようとする財産の位置、面積等の詳細を公表し、買取り希望者から利用

　　　　　　　　　 計画書を提出していただきます。

　　　　　　　　 ｲ)　①による買取り希望者が複数の場合には、入札することを公表します。ただし、

　　　　　　　　   利用計画が※公共的な利用目的  である場合には、これを優先して売却することと

　　　　　　　　   し、利用目的及び売却先を公表します。

              ②貸付

　　　　　　　 　ｱ)　①による申し込みがなかった場合及び売却が決定しているものの、課題の整理

　　　　　　　　　 等に時間を要するものについて、財産の位置、面積等の詳細を公表し、借受希望

                   者から利用計画書を提出していただきます。

　　　　　　　　 ｲ)　ｱ)による借受希望者が複数の場合には、入札することを公表します。ただし、

　　　　　　　　   利用計画が※公共的な利用目的  である場合には、これを優先して貸付けすること

　　　　　　　　　 とし、利用目的及び貸付先を公表します。

　　　　　　　　　　※公共的な利用目的  とは

　　　　　　　　　　　　利用計画が長期総合計画などの市の既定の計画や方針に沿った内容で、

　　　　　　　　　　　これらの施策の推進に寄与するものであると認められるものをいう。

　　　　　　　　　　

　５　適用期日
　　　　この基本方針は、平成２４年４月１日から適用します。

―５―



《資料編》

１　市有財産の現況
      市が保有する公有財産については、地方自治法第238条（公有財産の範囲及び分類)において、

　　 行政財産と普通財産に分類されています。

　　   公用又は公共用に供するための『行政財産』については、その設置目的のために、効率的、

　　 効果的に利用できるよう直接利用している部局において維持管理しています。

　　   一方、『普通財産』については、行政財産以外の財産とされており、個人、団体及び法人等

　　 に有償貸付している財産のほかに、地区集会施設などを無償貸付して有効活用を図っている財

     産もあります。また、山林や原野などのように自然環境保護の目的で保有しているものや、行

     政財産の用途を廃止して未利用となった財産なども含まれています。

   

　　　【公有財産の分類】

　　　　　　　　　 　　　　　　　・・・市において公用又は公共用に供し、又は供すること 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 を決定した財産(法第238条第2項)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・市がその事務、事業を執行するために直接使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　することを本来の所有の目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(例:庁舎等) 

                                         ・・・市民の一般的共同利用に供することを本来の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　目的とする。(例:道路、公園、学校、公民館等) 

                                    ・・・行政財産以外の一切の財産(法第238条第3項)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 直接特定の行政目的に供されるものではなく、一般

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  私人と同等の立場で管理・所有する財産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (例:有償・無償貸付地、山林、その他未利用財産)

   　　【公有財産の保有状況】

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年3月31日現在 （単位：㎡）

区分 土地面積
建物面積

主な施設
木造 非木造 合計

行

政

財

産

本庁舎 12,358 199 16,194 16,393 庁舎及び附属施設

その他

の行政

機  関

消防施設 5,100 2,723 541 3,263 消防屯所、水防倉庫

その他の施設 82,196 3,303 10,899 14,202 市長公舎ほか

公共用

財　産

学　校 675,402 630 192,115 192,745 学校及び附帯施設

公営住宅 281,336 3,239 137,320 140,559 市営住宅及び附帯施設

公　園 1,439,608 0 0 0 公園、緑地

その他の施設 1,559,568 8,576 135,873 142,932 ｺﾐｾﾝ、公民館、保育所等

小　　　計 4,055,568 18,670 492,942 511,612

普

通

財

産

有償貸付 88,887 301 39 340 個人・企業等への貸付

無償貸付 103,778 1,235 8,304 9,539 町内会等への貸付ほか

山　　林 2,317,068 0 0 0 市有林

そ の 他 466,418 3,584 7,969 11,553 林地、原野ほか

小　　　計 2,976,151 5,120 16,312 21,432

合　　　計 7,031,719 23,790 509,254 533,044

　　　　　　　　　　　　　　※なお、この面積には道路、河川、法定外公共物は含まれていません。

―６―
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  ２　未利用財産の現状と課題
   （１)現状

　　　  行政目的に供される行政財産については、通常は未利用となる財産はないものと考えられ

　　　ますが、実際には、事業計画や財政的な事情から未だ本来の利用に供されていないまま所有・ 

　　　管理しているものや、廃校となった学校のように校舎等の建物が建ったままであることから

　　　引き続きこれらの敷地を所有・管理しているものなどもあります。

　　　  また、普通財産においては、従来の行政目的を失い今後の利用計画が定まらないことから

　　　所有・管理している土地・建物や財政的な事情により解体できないまま所有している建物な

　　　どがあります。なお、現在の主な未利用財産は次のとおりでありますが、今後、個々の課題

　　　等整理しながら、可能なものから個別方針を検討することとします。

　 【土地】 

　　　①すでに本来の用途を廃止している土地

所管課 所   在 地 目 面積(㎡) 施設名称 その他課題等

総務課

一箕町松長二丁目

7-2外
原野、山林 355,472 旧大学予定地

現況は山林でほとんどが

傾斜地である。

材木町一丁目141-

1外
宅地 1,932 市営住宅跡地

隣接地との一体的な利用

を検討している。進入路

が4ｍ未満である。一部を

地区へ貸付している。

湊町原字田代114 宅地 179
田代高坂分校

跡地
現況と公図に差異がある。

湊町平潟字経沢52

外
宅地 398 経沢分校跡地 現況と公図に差異がある。

東山湯川字上ノ平

丙270-1外
学校用地 1,344

一ノ渡戸分校

跡地

現況と公図に差異がある。

一部境界が未定となって

いる。

　　　②本来の用途で利用されていない土地

所管課 所   在 地 目 面積(㎡) 施設名称 その他課題等

秘書広聴課 行仁町152外 宅地 901 市長公舎 建物有り。

児童家庭課

一箕町松長四丁目

9-6
雑種地 1,573

松長コミセン

西側

地区行事等で臨時的に利

用している。

湊町共和字西田面

552外
宅地 980 旧共和保育園 建物有り。

道路建設課 米代二丁目183 宅地 2,734
代替地として

取得

駐車場として暫定利用し

ている。

教育総務課

湊町大字赤井字赤

井1外
学校用地 6,679 旧赤井小学校

建物有り。

整理すべき登記有り。

湊町大字原字新橋

118-1外
学校用地 5,502 旧原小学校 建物有り。

湊町静潟字宮ノ前

19-1
学校用地 3,427 旧双潟小学校 建物有り。
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　 【建物】

　　　①すでに本来の用途を廃止している建物

所管課 施設名称 延床面積（㎡） 建築年度 廃校日 その他の課題等

総務課

旧赤井小学校 ４棟  1,059 S32～S55 H11.3.31 Ｈ24年度に解体する予定。

旧原小学校 ４棟　1,183 S7 ～S40 H11.3.31
体育館の一部を貸付してい

る。今後、解体を進める。

旧双潟小学校 ６棟　1,307 S12～S45 H11.3.31

校舎及び体育館の一部を貸

付している。今後、解体を

進める。

旧河東第二小

学校
６棟　2,651 S39～H1 H19.3.31

震災の影響により、改修し

ないと利用できない。

　　　②本来の用途で利用されていない建物

所管課 施設名称 延床面積（㎡） 建築年度 その他の課題等

秘書広聴課 市長公舎 ３棟　　　286 T14

市歴史的建造物指定。

震災の影響により、一部改修

しないと利用できない。

児童家庭課 旧共和保育園 ２棟　　　298 S38
老朽化により、利用計画によ

っては改修が必要となる。

    (２) 課題

　　　① 利活用上の課題

　　　　　 未利用財産を売却等により有効活用するためには、次のような課題があります。

       　 ｱ) 財産の特性

          　 土地又は建物の立地条件、都市計画上の規制、不整形及び狭小等の形状、更には接道

　　　　　 要件などの特性により売却等が見込めないものもあります。

　　　  　ｲ) 老朽化した建物の撤去

　　　　  　 本来の行政目的の用途を失った建物のうち、まだ利用可能と判断される場合には全庁

           的に利活用について照会し、他の用途での利用を検討することとしています。

　　 　　    しかし、現在、普通財産として管理する建物のうち、湊地区の旧小学校の三施設につ

           いては、老朽化が進み改修も不可能と思われることから解体する必要があると考えてい

　　　　　 ます。平成18年以降、湊地区の旧経沢分校、旧田代高坂分校、旧双潟小職員公舎及び東

　　　　　 山地区の旧一ノ渡戸分校の建物を解体してきたところですが、財政的な事情もあり残る

           建物は未だ解体できないでいます。

　　   　    また、こうした廃校となった建物のほかに一箕町八幡地区の旧県養蚕試験場の「一箕

           倉庫」の建物についても、ほとんどが昭和14年に建築された木造の建物で、今後、解体

　　　　　 が必要となる施設です。

　　　 　 　 このように老朽化した建物が存在することで、その底地を売却できないという現状も

　　　　　 考慮し、こうした未利用土地の有効活用を図るためにも、順次、撤去を進める必要があ

           ります。

－８－



　　　　 ｳ) 登記上の整理等

　　　　　　 現在、未利用財産として管理する中で、土地の境界が未確定のものや未登記のものが

           残っていることから、これらの課題を整理する必要があります。

　　　　  　 これまでも、地権者との交渉等を行ってきたところですが、個別事案ごとに抱える課

           題を整理しながら、今後も継続して取り組む必要があります。

       ② 財産管理上の課題

　　　　   未利用財産であっても建物であれば建物共済保険料や経年劣化に伴う修繕費等が、土地

　　　　 であれば草刈りなどの周辺環境保全のための維持管理経費を要しますが、必要最少限の経

　　　　 費をもって管理しているところです。

　　会津若松市市有財産利活用基本方針

　　 会津若松市総務部総務課
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