
土地開発公社の経営の 健全化に関する計画書(抄) 

山梨県大月市

平成19年4月



第1　経営健全化の期間

平成1 9年度から平成23年度までの5カ年

第2　経営健全化の基本方針

地方分権や高齢化の進行等に伴い､地方自治体の役割はますます重要となっているが､

実感なき景気回復や三位一体改革による地方交付税の大幅な削減等により､地方公共団体

の財政は非常に厳しい状況にある｡

このような中､本市では大月市土地開発公社の経営健全化を図るため､平成1 2年度に

平成1 3年度から平成1 8年度までを計画期間とする土地開発公社経営健全化計画を策定

した｡この計画に基づき､計画的に土地開発公社保有地の再取得を行うとともに､運営費

の補助や借入金の金利負担など､経営健全化に向けた取り組みを行ってきた｡しかしなが

ら､厳しい財政状況等から､事業の先送りや見直しを余儀なくされ､また宅地開発事業に

おける住宅需要の低迷等と相まって､健全化計画を十分に達成するまでにはいたらず土地

開発公社の経営環境は非常に厳しさを増している状況である｡

このため､新たな土地開発公社の経営健全化に向けた計画を策定し､次に掲げる目槙の

達成に全力で取り組むことによって､その抜本的な経営健全化を図るとともに､総合的な

土地対策を推進するものである｡

[経営健全化に向けた目標]

標準財政規模に対する債務保証対象土地の比率を0. �#X決岑,h+ZI]ｹtﾈｯｨｭH*｣YD闌��2�

の簿価総額の比率を0.10以下とするo ��



第3　公社経営健全化計画実施のための体制

大月市においては､大月市庁議等設置規定に基づき､市の基本方針及び重要施策の

審議等を所掌する庁議及び政策会議を設置している｡その政策会議の構成員により､

土地開発公社の経営健全化計画を推進するため､土地開発公社経営健全化計画推進委員

会を組織している｡

同委員会では､計画の適切な進行管理を行うとともに､本計画が計画的に実施できる

よう全庁挙げて取り組むこととする｡

土地開発公社経営健全化計画推進委員会

副市長

行政経営課長

財務管理課長

福祉保健課長

地域整備課長

教育学習課長

企画室長

土地開発公社事務局長



第4　各年度の用地取得･処分･保有計画

経営健全化期間　　　平成1 9年度～平成23年度(完了)

(単位:百万円)

区分 劔兌ﾙ�ﾃ�吋�7��平成19年度 劔平成20年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��劔[ﾙ�ﾃ#)D�7��剳ｽ成23年度 
(実績) 宙�D�7ｒ�剪��c)D�7ｒ�(第3年度) 劔(第4年度) 剪咽几僖�7ｒ�

公有地先行取得事業 劔�� 劔 ��剪�� 

取得額 劍ﾇh枦�� 冰X*ﾘ+H-ﾉD�ц�ﾕ蜚��ｽ��儻§ べrM 僭ｩ$(劍ｬ闖ｨ��ﾈ)�ｸｽXﾈ(-b�腰撃鎚似H野心 劔撃墜数望人選 剽�&ﾒ�迭ﾓx��ﾒ�
拭く哉 ��� ��剪�� ��㍍潤〉ユ 

見込(衰績)~~盲~~ 剋ｱNi<l芸^ 劔 ��剪�� �� � >;d義S 劔…惑捕§X蘇喜藤蔀 ��ｩ-亂ﾘｮﾈｶ�Di�izﾂ�劍ﾊﾉF引�.�ｾч�X����� 竸鶏 xxL}溝 

増哀~a-A �0 劔0 ���剴���0 

処分額 劍ﾇh枦"�＼ ���剴S唐�156 劔513 剴#s��

見込(実績)b �0 劔598 ��Sb�剴T･C2��278 

増減b-B �0 劔0 ���剴���0 

設立.出資 団体による 取得 剏v画C ��Y芸ミ �5ｲ�箭瀧萱鮎艶ux 剌m禁当鍵 辻�劔j�W�ｬ籐jｩFR�剔� �?2� ��b� 

見込(実績)C � ��∵ぞ∵∴∴∵ 儿琵…=--X≡yX…-T;三班 �+8*ｹ¥��5ﾈﾅﾂ�剳���越�ｩr�� �� � 

増減C-C �0 劔0 ���剴��� 劔0 

うち土地開 発基金によ る取得額 佗h枦B� 牝ﾈ蔗�deHﾝ�+85(ﾇﾈ�(����2�劍+(*ﾙ�,ﾈﾜ洩x���モガX鈴音 劍ﾗXｶ��払‡惑溺膨芸…三 劍7霽8ｮﾅ8ﾈ(ﾉ｢�剪�

見込(真意ラ1｢. � 劔 暮�｢����亅h������儺.エ式事xx 劔 

増減d-D �0 劔0 ���剴���0 

うち公共用 先便の弾力 運用額 佗h枦R� ��ｸｯHﾈ(�8ﾇ9wB�劍隧_8ﾛeぴﾙ�4��2ﾒ�ﾇ"ﾘﾇﾈ��� 劔+∴十去∴ 剪�+';%( 劔���

見込(実績)e 剏|藁-きき TよでYl仰〉毛還≡莞声-I 劔…表磁惑〉 ���∫ﾘ�ｶ�ｪﾘ���髭ﾅ来坿�剪ﾒ�剏ｒﾄ委^≡讐竪琴 劔聾郵 

増減e-E �0 劔0 ���剴���0 

うち地方債に よる供用済 土地の取得簸 佗h枦b� 價仭b�這�r�-裸���"�������9wI6�7��������裘� 劔i 剪�∴ 白ｲ���

見込(実績)千 � 劔 ��剪�� 偃r�y:::方城X 望聖望^…-xx-委…藍拭 き 劔 ��剪�劔･…至X琵≡ ^^∋Z- 

増減f-F �0 劔0 ���剴���0 

国､その他の 地方公共団体等 による取得 剏v画G ��藷浦 剔闖ｻ舘 儂^ �4Xｿh���劔�ﾉDEbﾕ坪����+i ���ﾂ�童ﾒ�∴ 剔� 

見込(実績)g � 劔 ��剪�� �� �� >当進撃竪琴 劔芸当琴芝…芸と≡^-xx^挙- ��%ど7綾hｮﾈ��簫ﾓﾂﾕ㊨9毒��劔eﾙ�ﾅ薨((��杏ﾇ&蕋ﾘ�ｶ�,��� 調�O･��当主芸 剩U 

増減g-G �0 劔0 ���剴���0 

民間売却 剏v画H ��蛍些襲撃攣壁幽 劔xx襲撃堅塁準 啌ﾘ��hﾈ)N9T��飩��剪��hv��c�Z2�凵� 洲 ��柄 団ﾂ�

見込(実績)h 凵� 劔. 凛h��ﾈ)�2�劔�利�8ﾆB�� ��買 

増減h-H �0 劔0 ���剴���0 

当該年度利子 劍ﾇh柯�ｲ� 俶�5"�8-c�� ��ｹl�w�� �4Wﾒ�波は独 劔過 秤*ｲﾕ蘆ﾘ���������b��

･管理費等 劍ﾊ俛竏���88亦���h��������� ��空く賢き萱草竪 劔琵琶撃喜美妻妾嘉 劔]��調ｲ���

(簿価計上分) 劔�ﾘﾋ�ﾖﾂ����剴��0 劔0 剪�剪�

年度末保有額(1) 劍ﾇh枦｢�I-一一＼ ��X�2ﾘ��ﾗge籀險ﾇﾈ蕀�ｨ��ｨﾇ9wB�劍�員ﾈ爾�3�b�-xS"/Al革 劔毒r-≡--…妻諸擬 劔oILｲ��:B�2�田��

見込(実績)j 倅��ﾕ���4xｮﾃﾘ旗��ﾈ�ｶ��1,914 劔1,316 ��ﾃ�c��剴cCr��369 

増減j-J ����0 劔0 ���剴��� �0 

時価処分による● 劍ﾇh枦ｲ� 壷&�ﾙJﾘ�8椶�椿畑斤�剪�一芸-～芳 -≡T登だ 劔毒-^≡-講…頴群 剪���yW騫b�

損益 劍ﾊ俛竏����夢����Gﾘ+8-ﾂ�Uﾈﾇﾅ井������8ﾇﾉkﾂ�剞h ��至芸≡…X'V表芸yr{ 劔--…^---{ミY-;塾泌 劍薊*ｹ[i�97哈･2�r)T��調ｲ�

増減kL二二哀 �0 劔0 ���剴��� �0 

土地造成事業 劔 � 劔 ��剪�� � 

取得計画額 劍ﾇh柯+R�ﾊ俛竏����超���ﾘﾋ�ﾔﾂ�＼ ��h�hﾋ頽�u��刄|将やH ��仄I9h皜裙2�l�｢�闇^某ま妻妻喜 劔表Axx姦≡…-≡, 剪ﾖﾈ�h���僥��蘭ﾙDb�

卦 俐�刮�｢���h���きき 佇����凛�ﾇﾇ№�冢ｹT嬰bﾘ���凉y¥岩 式Y.1 啖飆B�^至宝 

0 劔0 ���剴���0 

当該年度造成費 劍ﾇh枦ﾒ� 儖ｩF��W沌 H泌 ��丼t㍍ﾒ"�払榔 � ����伯 剪�倩��8��ﾂ�

見込(実績)m 冢HH 邑 xjjm ��刄� ��劔Hｩ�iO｢��?液ｨ+2�+ 

増減m-M �0 劔0 ���剴���0 

当該年度利子 劍ﾇh枦�� 諜｢ｲ���着捕ぷ ��鵠〉半 熟〉} 売��R�+��X���NTはX} 富侍ｩ顫ｲ�十二予 �- 調ｸ�b��^idgR�剿��駘����U郁ｨﾇﾂ�

･管理費等見込~(衰績)∩ 劔����引��bｲｳ｢�喜選HbH ����5裹辯杏ﾈ�9jｨ�9Y閏i��ｨﾎﾉ���辞糾h 艶沼H ��&��B�舮��dт�� �� 處"���劔J2�

(簿価計上分)増減n二戸j 劔���剴��0 劔0 剴��

販売計画窺計画0 劔 ��ﾙ�Uﾈ�8ｶ��r�剪�lー25 劔喜葦蚕桑 剪�LlV-退室瞥 剄渇� 

見込(実績)o 劔腐蛯�劍8%稲杏ﾂﾘ�8ﾜ郁ｩ9bﾉ�ｹ�ﾂ� � 估X���H�疫�� 僮ﾒ��9b�剴#R�

増哀~~0-0 劔���剴��0 劔0 剴��

年度末保有額(2)計画P 劔 謡�GY^h���剪ｳ��R�}'' ～黙琵三ギ離遠め粛鞠X 劔 燐�8)����)��5ﾘ�ﾄ�ｹ�"�十6 �8�耳耳ﾌｨﾎｨｶ��

豆込(実績)p 劔^賢妻茅等郡,激§ 涛�羊�剴��R�780 劔65盲 剳�3��

増減p-p 劔一一一一一一._ 澱ﾒ�剴��0 劔0 剴��

午 �7永i]ｹtﾉ�ﾘｧｨﾇh枡��剴"ﾃ����2,819 劔2,221 ��ﾃ鼎��剴�ﾃ3�"��899 

(l)+(2)克込(実意)q 劔�"ﾃ����剽�#｣##��1,-915 劔1,岳02 剴ン��

垣減q-Q 劔���剽鉞��0 劔0 剴��



第5　債務保証等対象土地の詳細処分計画

(単位:百万円)

番号 倬�蝌ｾiZ｢�簿価 (処分時点 又は年度末) (a) 傀瓜ｩ_ｹ�｢�処分 (予定) 年度 傀瓜｢�疫ﾉ.ｒ�廁ｦ���"��事業 年度 傀瓜ｨ,僵ｨ*B�^ｸ廁,h,ﾂ�ﾛxｧ｢��"ﾖ���

1-1-1- ��H螽馼ｼi&8�Zｩ&��578 ��Xﾈ阯x�]9�餔X馼ｼiw�&�,b�H22以降 鉄s��H22 ���

ト1-16 宙无Z�8H�ｸ6ｒ��+X,IHHｷ��

1-2-1- ��H螽馼ｼi&8�Zｩ&��311 ��Xﾈ阯x�]9�餔X馼ｼiw�&�,b�H20以降 �3���H21 ���

1-2-4 忠¥�6H����+X,IHHｷ��

2-1-1一一 2-1-5 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&����H螽馼ｼi&8�Zｩ&竰��6�8ﾘ�ｸ8��ｸ4竰�21 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��H20以降 �#��H21 ���

2-2-1 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&����Xﾈ�))ｩmｨ鬨ﾊ8�9&竰�37 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��H20以降 �3r�H21 ���

2-2-2 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&��31 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�H20以降 �3��H21 ���

2-2-3 宙ｾ霆C))ｩmｨ鬩(x�"���+X,Iy駅��

2-2-4 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&����Xﾈ��)ｩmｨ鬨ﾊ8�9&竰�47 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��H21以降 鼎r�H22 ���

2-2-5 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&����Xﾈ�*ﾈ扎ﾞx鬩;�&邃B��52 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��=21以降 鉄"�H22 ���

2-2-6 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&����Xﾈ�*ﾈ扎ﾞx鬩;�&鑼���58 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��=21以降 鉄��H22 ���

2-2-7 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&����Xﾈ�*ﾈ扎ﾞx鬩;�&鑼"��52 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��H22以降 鉄"�H23 ���

2-2-8 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&����Xﾈ�*ﾈ扎ﾞx鬩;�&鑼2��79 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��H22以降 都��H23 ���

2-2-9 2-2-10 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&����Xﾈ�*ﾈ扎ﾞx琶��ﾋB顯ﾂ��"��55 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��H22以降 鉄R�H23 ���

2-2-ll ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&��夷I��8�))ｩmｨ鬩�XﾋB��29 ��Xﾈ�6�487�5磯hｼi�9�i&�,b�+X,Iy駅��H22以降 �#��H23 ���

3-卜1一一 3-1-3 仆8醜��w�&��93 冕(馼ｼiw�&�,h+X,I�Xﾈ韈8*｢�ﾜH靖;��H24以降 涛2�H24 ���

4-1-1- 4-1-4 �-ﾈ.�+ﾘ,ﾉ��4�8ｨ�ｸ985ｨ985��ｸ�]9���OYw�&竕WH*��h*i�Yчw��nr��2 儻H*��h*i�Yчw�&�,h+X,I�R�ﾈ韈8*ｨﾜH靖;��H24以降 �"�H24 ���

4-2-1- �-ﾈ.�+ﾘ,ﾉ��4�8｢ﾘ985ｨ986x�]9���35 凩�&隍ｩJﾙw�&�,h+X,I�Xﾈ�72�H24以降 �3R�H24 ���

4-2-6 儖Yw�&竕�ﾉ�I|�&駢�&竰�凛�ﾈ刺駟k��xﾘx,僣Hｷ��

4-3-1一一 �-ﾈ.�+ﾘ,ﾉ��4�8ｨ�ｸ985ｨ985��ｸ�]9���31 凩�&隍ｩJﾙw�&�,h+X,I�Xﾈ�72�H24以降 �3��H24 ���

4-3-7 儖Yw�&竕>ﾉ�I|�&駢�&竰�凛�ﾈ刺駟k��xﾘx,僣Hｷ��

4-4-1- �-ﾈ.�+ﾘ,ﾉ��4�8ｨ�ｸ985ｨ985��ｸ�]9���209 �y�(郢�ﾙw�&�,h+X,I�Xﾈ韈2�H24以降 �#���H24 ���

4-4-24 儖Yw�&竏孳�(郢�ﾙw�&竰��*ｨﾜH靖;��

5-1-1- 5-卜9 ��Xﾈ阯x�]9�餔R�198 ��Xﾈ阯x�]9�餔X馼ｼiw�&�,b�+X,IHHｷ��H20以降 ��唐�H21 ���

9-卜1一一 9-1-55 ��)�ﾈ馼ｼiw�&竏.H.�5�ｷR��905 冕�IHHｷ��H19以降 涛�R� ���

合計 �2,823 �� �"ﾃ�#2� ���



第6　その他の経営健全化のための具体的`措置

1　保有土地の暫定利用

国鉄清算事業団処分地の大月駅貨物ヤード跡地を､暫定的に月極駐車場として市民に

貸し付け､また同変電所跡地を大月市に職員駐車場として貸し付ける｡

2　自己資本の活用による借入金の圧縮

駐車場収益を人件責及び借入金支払利息に充当する｡

3　入札制度の導入等による借入条件の改善

市内の金融機関から利率の見積依頼をし､低利の機関に借入先を決定する｡

4　用地の新規取得の抑制

( 1 )新規取得は､総合計画等に位置づけられた事業で､事業実施及び買戻しが5年

以内に確実な事業のみとする｡

(2)代替地を新規に取得する場合は､その処分目的､処分先が明確なものに限る｡

5　代替地の処分等

( 1 )当初の買取りの目的以外の活用を検討(企業誘致用地等への転換)する｡

(2)一般処分(公募抽選､一般競争入札)を行う｡

6　その他

( 1 )事業用地の新規取得に際し､市の買戻し予定時期について一律で最長5年とせ

ず､各事業の実施計画を踏まえた中で適切な時期を設定する｡

(2)公有地の先行取得に関する契約書に記載された買戻し時期については､厳守す

るものとする｡財政上の理由など､やむを得ない理由により期日を延長する場合

は､事業計画を再検討した上で必要最低限の期間延長とし､変更契約を締結する｡



第7　設立･出資団体による支援措置の状況

1　代替地の処分に伴う損失に対し､補助金を交付する｡

2　運営費補助金(人件費､管理費等)を交付する｡

平成1 8年度補助金　　　　　　　　　66,801千円

平成1 9年度補助金(予定額)　　　68,777千円

第8　設立･出資団体における用地取得依頼手続等の改善状況

公有地の先行取得の依頼については､買戻し時期､用地費･補償費及び用途を明示した

公有地の先行取得に関する契約を書面で締結している｡



経営健全化計画の目標値達成状況

第4　各年度の用地取得･処分･保有計画(平成23年度までの実績)

経営健全化期間　　　平成1 9年度～平成23年度(完了)

資料7-2

(単位:百万円)

区分 劔兌ﾙ�ﾃ�吋�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成21年度 兌ﾙ�ﾃ#)D�7��平成23年度 
(実績) 宙�D�7ｒ�(第2年度) 忠�c9D�7ｒ�(第4年度) 宙�{僖�7ｒ�

公有地先行取得事業 劔�� �� �� 

取得顔 劍ﾇh枡����� ���0 ���0 ���

見込て真岳ya �0 ���0 苓�ｲ�502 

増減a-A �0 ���0 偖ﾂ�502 

処分額 劍ﾇh枦"� ���598 ��Sb�513 �#s��

見緬~盲.~~~~~ �0 ��唐�145 ��32�~~石7Tj 

増減b-B �0 ��#C���△11 ��#3���201 

設立.出資 団体による 取得 剏v画C �� 鉄��� �3���278 

見込(実績)C � ��唐�14 ���163 

増減C-C �0 ��#3���14 ��#3���△115 

うち土地開 発基金によ る取得額 佗h枦B� �� �� ��

見込(実績)q � �� �� 

画面一一一〉J仙~~~甘二~Ei �0 ���0 ���0 

うち公共用 先億の弾力 運用額 佗h枦R� �� �� ��

見込(実績)e � �� �� 

増減e-E �0 ���0 �r�0 

うち地方債に よる供用済 土地の取得額 佗h枦b� �� �� ��

見込(実績)千 � �� �� 

増減f-F �0 ���0 價t綯�0 

国､その他の 地方公共団体等 による取得 剏v画G �� �� �� 

見込(実績)g � ��79 �3r�248 

増減g-G �0 ���79 �3r�248 

民間売却 剏v画H �� 塔��156 �#�2� 

見込(衰iT百〉仙 � ���52 涛b�68 

増減h-H �0 ��#ヲ�△104 ��#��r�68 

当該年度利子 ･管理費等 (簿価計上分) 劍ﾇh枅ﾂ� �� �� ��

見込(実績)i � ��5 釘� 

増減i-I �0 ���5 釘�0 

年度末保有額(1) 劍ﾇh枦｢� ��ﾃ��B�1,3ー6 ��ﾃ�c��647 �3c��

見込(実績｢｢ ��ﾃ��B�1,914 ��ﾃs�b�1,576 ��ﾃCC��1,471 

増減j-J ����0 鼎���416 塔���1,102 

時価処分による 損益 劔�(ﾛ�ｲ�＼ �� �� ��
見込(実績)k � �� 塔��191 

増減k-K �0 ���ow 塔��191 

土地造成事業 劔�� �� �� 

取得計画簸 劍ﾇh柯+R�＼ �� �� ��
見込(実績)I � �� �� 

増減l-L �0 ���0 ���0 

当該年度造成費 劍ﾇh枦ﾒ� �� �� ��

見込(実績)TTl � �� �� 

増減m-M �0 ���0 ���0 

当該年度利子 ･管理費等 (簿価計上分) 劍ﾇh枡������ �� �� ��

見込(実意)~~-n � �� �� 

増減n-N �0 ���0 ���0 

販売計画額 劍ﾇh枅���＼ �� ��#R�125 ��#R�
見込(実績)o___ � ��44 ��R�0 

増減0-0 �0 ���△81 ��#����△125 

年度末保有飯(2) 劍ﾇh枡�� 涛�R�905 都���655 鉄3��

見込(衰轟)p 礼鉗經�R�dos 礼簫ﾓ蔦�R�861 冰#b�~~~岳盲6 

増減p-P ��0 ���81 �����316 

年度末保有総板 劔計画Q �"ﾃ�r�2,819 2,819 �###��__l___Tq_40 2,437 ��3�"�899 

(1)+(2) 劔克遠て衰轟)q 劍�r�"ﾃc#��白�"ﾃ#釘�2,~豆1~ラ 

薗漉q-Q 冩~ ����49-7 冰#"�1,418 



第5　債務保証等対象土地の詳細処分計画(平成L2 3年度末実績)

資産区分 買���D�7永b�^ｸ幵�計画 劔実績 竸ｸ廁�2�儖Xﾖﾂ�
処分方針 傀�?�*��uﾉ.��D�7��処二け 予定 価格 買#9ib�^ｸ幵�処分 年度 

清算事業団処分地 (貨物ヤード) 鉄s��大月駅周辺整備事業 用地として売却 買#(決ﾗ��578 ��� 鉄s���)8棈�ｨ,h+X,H�).謁駅��

清算事業団処分地 (変電所) �3���大月駅周辺整備事業 用地として売却 買#�決ﾗ��311 ���(H21) �ｨ耳��8ﾂ�抱自YI;刋姥�&�,h+X,I�Xﾈ韈8,��X�Z｢��X什)8棈�ｨ,h+X,I,��ﾒ�

大月バイパス事業代替地 (清算事業団処分地.ハロー ワーク) �#��大月バイパス事業代 替地として利用 買#�決ﾗ��21 ���H23 ����<�.�7�&�,仞iZｩ¥��+X,Hﾏi^R�,�.h8ｨ�Z｢�

大月バイパス事業代替地 �3r�大月バイパス事業代 買#�決ﾗ��37 ���H22 ����<�.�7�&�,仞iZｩ¥��+X,Hﾏi^R�

(大月2丁目字献上地①) 剔ﾖ地として利用 劔劍,�.h.引瓜｢�

大月バイパス事業代替地 �8�ｲ�大月バイパス事業代 買#�決ﾗ��31 ���H22 ����<�.�7�&�,仞iZｩ¥��+X,Hﾏi^R�

(駒橋2丁目字仲山) 剔ﾖ地として利用 劔劍,�.h8ｨ�Z｢�

大月バイパス事業代替地 鼎r�大月バイパス事業代 買#�決ﾗ��47 ���H23 ����<�.�7�&�,仞iZｩ¥��+X,Hﾏi^R�

(大月1丁目字献上地) 剔ﾖ地として利用 劔劍,�.h.引瓜｢�

大月バイパス事業代替地 (大月町花咲字堂地①) 鉄"�大月バイパス事業代 替地として利用 買#�決ﾗ��52 ���H21 �����9�i&�,h+X,Ij�H,傀瓜｢�

大月バイパス事業代替地 (大月町花咲字堂地②) 鉄��大月バイパス事業代 替地として利用 買#�決ﾗ��58 ���H23 ����(h匯V���)8棈�ｨ,h+X,H�Z｢�

大月バイパス事業代替地 (大月町花咲字堂地③) 鉄"�大月バイパス事業代 替地として利用 買#(決ﾗ��52 ���H23 ����(h匯V���)8棈�ｨ,h+X,H�Z｢�

大月バイパス事業代替地 都��大月バイパス事業代 買#(決ﾗ��79 ���H21 ���買#�｣�s�繝&ﾓ(ﾙ�ﾏ��,傀瓜｢�

(大月町花咲字堂地④) 剔ﾖ地として利用 劔H23 剩�#3ｨ�8.�/�(h匯V���,傀瓜｢�

大月バイパス事業代替地 (大月町花咲宇和原.松山) 鉄R�大月バイパス事業代 替地として利用 買#(決ﾗ��55 ���H23 ����(h匯V���)8棈�ｨ,h+X,H�Z｢�

大月バイパス事業代替地 �#��大月バイパス事業代 買#(決ﾗ��29 ���H22 ����<�.�7�&�,仞iZｩ¥��+X,Hﾏi^R�

(御太刀2丁目字大原) 剔ﾖ地として利用 劔劍,�.h.引瓜｢�

教具宿舎用地 涛2�未事業用地として大 月市が再取得 噸#H決ﾗ��93 涛2� ��･≡~書類 �<�.�7�&�,仞iZｩ¥��+ZHﾗy?ﾂ��(/�^X�+X,H*(.�*ｪI�ﾈ+Xﾙ��-ﾘ*ｨ,�*"�

まるたの森クリーンセンター周辺整備 用地(付け替え水路用地) �"�付け替え水路用地と して大月市が再取得 噸#H決ﾗ��2 �"�(=22) (H23) �� 買##ｩY�8郢�ﾙw�&�9�,h+X,B�j�Hｷ�-��Xﾈ韈8,傀瓜｢��#3ｨﾏh��9儻�&�,h+X,I�Xﾈ��79z�ﾈ刺駟k��xﾘxｷ�-��Xﾈ韈2�,傀瓜｢�

まるたの森クリーンセンター周辺整備 用地(西側緑地用地) �3R�林地開発用地として 大月都留広域事務組 合に売却 買#H決ﾗ��35 �3R�冤l2. 

まるたの森クリ-ンセン9-周辺整備 用地(南側緑地用地) �8�ｲ�林地開発用地として 大月都留広域事務組 合に売却 買#H決ﾗ��31 �3��

まるたの森クリーンセント周辺整備 用地(温泉施設用地) �#���温泉施設用地として 大月市が再取得 買#H決ﾗ��209 �#���

大月駅周辺整備 ��唐�大月駅周辺整備事業 用地として売却 噸#�決ﾗ��198 ���H20 �����Xﾈ阯x�]9�餔X馼ｼiw�&�,h+R�,H�Z｢�

造成事業用地(ゆりケ丘) 涛�R�民間売却 買��為��905 鉄3��(H21) (H22) 惇�鍈��.H8ｨ5�ｷY&9&�>�8ｾh枌�

合計 �"ﾃ�#2�N2,823 剿v�� ��ﾉu#b���



新ごみ処理関連用地
取得による増百万円
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平成23年度末保有土地及び借入金の状況

資産区分 剌麝所 冤ｩ��%Fb��取得時期 ��簿価内 倆�冷��倬陋�俛���2��

取得金額伝) 仞(�y��xﾊ6"��計(A-a+b) 倆�?ﾈｾ�ｧ｢��#B�2�3���

公有 用地 俛�59�H螽馼ｼi&9�Y&駢�&��貨物ヤード跡地 �2ﾃc�R����H5.3 鉄�2ﾃ�cづs���74,661,905 鉄srﾃs3�緜�R� �#S�ﾃ��Bﾃ#32�

変電所跡地 �2ﾃ�#R經2�H5.3 �#澱ﾃS��ﾃ�ッ�0 �#澱經��ﾃ�ッ� ��s�ﾃc3津ン"�

計 澱ﾃcC�緜2� 都湯ﾃSsづsッ�74,661,905 塔sBﾃ#C�ﾃc���853,155,009 鼎#"ﾃCCBﾃ�#R�

新ごみ処理施設用地 傀偃ｹ*ﾈ卻ｭｹ69&�>��106,600.49 買�R���с#B�2��504,177,693 ��504.177,693 ��504.177,693 

特定 土地 �ｨ7�8ｸ7ﾙ�Y&駢�&��賑同町強瀬地内 �"ﾃcc���2�H8.ll 塔RﾃCc津�#2�7,736,021 涛2ﾃ#�Rﾃ鼎B�85,469,923 田R�#��ﾃ����

完成 土地 舒)6�､ｩJﾙw�&茲�岩殿ゆりケ丘分譲地 免ﾂﾃ33"纉r�S62.4-H5.3 �#�2ﾃc�づcsr�552,097,793 塔CRﾃs�b紊s��811,134.872 田C2緜c"ﾃ����

計(決算書面清さ- 剴�#r�#3B��"�- 坪��ｨ耳�����ﾃc�"ﾃイRﾃ�s��-_≡≡三一=_6軸.495.719 �ｨﾊ謄3�����ｳ3C�縱唐�も呈垂監聖睦遇塾生 ��ﾃc3R紊�2ﾃ����

区分 剳ｽ成16年度 兌ﾙ�ﾃ�yD�7��平成18年度 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成22年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��

岩殿住宅関連事業(俸復工事) (#%BS#:Hll.8-H19.7) 僖�7�>��ﾘﾋ逢｢�飲隴"竟�?ﾈｧ｢�� 蔦����sR縱���154,099,147 �33"ﾃS3�ﾃs���-6,408,614 ���-364,867,413 蔦#�rﾃcc�ﾃ����

年度末借入残高 塔�2�3��繝���873,305,180 ����#rﾃC�Bﾃ3#r�1.359,936,027 ���3S2ﾃS#rﾃC�2�1.353.527.413 涛モﾃcc�ﾃ����遡ム匹坦過!担 

平成23年度末借入額　　　　　乙530,759.804

簿価時価差額(F-A-C)　　　　681,856,980



土地開発公社の事業別借入利息の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匝〕

H13 買�B�H15 蝿�ｳb�H17 買���H19 買#��H21 買#"�H23 買�2ﾔ�#8ﾘxﾇb�

年度末借入残高一(A) �3,455,497,256 �2ﾃ���紊s2ﾃfﾆﾂ�2,931,811,884 �2ﾃ3�づcC�ﾃ鉄��3,316,049,090 �2ﾃccBﾃc32ﾃ�3��3,997,165,631 �2ﾃscBﾃs��ﾈ��r�3,570,989,956 �2ﾃ�3づ�途ﾃ#�"�2,530,759,804 辻�

借入利息(B) �41,225,187 �3�ﾃcヲﾃcC"�25,683,403 �#bﾃC3�ﾃSC��31,966,589 鼎rﾃC#rﾃCS��63,163,295 都r繝��ﾃcィ�79,830,902 都"ﾃS�RﾃS3B�54,930,004 鉄S"緜s2ﾃ#C��

内 釈 俛�59�H螽馼ｼi&9�Y&駢�&��17,630,737 ��Bﾃ��づ�3b�10,625,312 途ﾃSsRﾃs#��7,563,709 ��2ﾃ3�2ﾃ�S��13,447,482 ��2ﾃsC2ﾃC�"�14,243,084 ��Bﾃ�Sづ�c��13,673,539 ��3津ン"ﾃ3#��

市道代替用地(バイパス) 免ﾂﾃ#�Rﾃ田b�7,574,842 �2ﾃ��"ﾃSs"�2,436,006 �"ﾃc��ﾃ�3��3,507,823 �2ﾃ�3"ﾃンB�3,824,299 �2ﾃc�津C3��1,736,430 ��ﾃ�湯ﾃ�S��44,621,360 

岩殿開発用地 免ﾂﾃ#S�ﾃ#澱�9,204,199 ���ﾃ#��ﾃS澱�7,637,618 唐ﾃSc2ﾃC�r�10,743,891 ��B縱��繝迭�18,933,276 �#�ﾃ��Rﾃsc��20,027,270 ��bﾃン2ﾃ�S��150,082,275 

岩殿住宅関連事業(修復関係) 劔5,705,607 唐ﾃ田�ﾃC3B�12,964,695 �#2ﾃ#s津SSB�30,687,453 �3"ﾃ3s�ﾃ�s"�29,472,608 ��rﾃscRﾃ�#��161,206.544 

教員宿舎建設用地(ヒルマ) ��ﾃ�3rﾃ�モ�861,501 都srﾃS���777,056 塔SrﾃCモ�1,049,185 ��ﾃ�3B繝���1,028,822 ��ﾃ�#Rﾃc3��l.025,638 涛ッﾃscr�10,561,619 

新ごみ由理施設建設関連用坤 �� 都S�ﾃ3cr�2,276,576 �2ﾃC�津c�2�3,934,974 �2ﾃ�3づc唐�6,681,354 澱ﾃccRﾃ����6,195,519 釘ﾃS�"ﾃ3S��38,366,369 

大月駅周辺整備事業 �� �� ��1,913,740 �"ﾃ�#rﾃ鉄B�2,911,998 �� ��7,753,692 

木月駅前通線用地 �� ��3Bﾃs�"�21,966 �� �� �� ��156,668 

桂川ウ車ノ_U_ネスパ-ク用地- ��31,064 ��ﾃ33b� �� �� �� ��32,400 

借入利率 �0.40%～1.375% ���3RX�����R祿�0.40%～1.05.% ��緜９���經RR�0.58%～1.55% ����X��%�"R�1.1%～3.1% 亦貽��ﾓ2貳�"�1.2%～3.1% ���"X��2��R�0.7%～2.675% 辻�

(平均利率)ら/A �1.19% ����RR�0.88% ��繝�R�0.96% ���#坦�1.58% �"��rR�2.24% �"�3�R�2.17% 辻�

土地開発公社への運営費補助金の推移
一日13 買�B�H1与 買�b�H17 買���H19~ 捧u&��H2ー 買#"�H23 買�2ﾔ�#8ﾘxﾇb�

蓮営費補助金(C) �51,974,000 �3BﾃCsづ����48,095,000 田Bﾃ��"ﾃ����63,982,000 澱綯ﾃ��������68,777,000 涛bﾃ#3�ﾃ����86,999,000 塔RﾃC�"ﾃ����43,718,000 都��ﾃcSづ����

うち､一般管理費分 �29,512,310 ��bﾃ��bﾃ3釘�33,036,909 鼎Rﾃ33rﾃ�s��39,579,120 �3"ﾃcッﾃc�"�21,989,141 �3Rﾃ�sBﾃs澱�19,020,098 �#B縱澱ﾃCcb�2,219,996 �3��ﾃ�S津��2�

うち支払利息分 �22,461,690 ��rﾃcs�ﾃc�b�15,058,091 ��づゴBﾃ�#��24,402.880 �3Bﾃ��Bﾃ3���46,787,859 田�ﾃ�SRﾃ#�B�67,978,902 田�ﾃc�RﾃS3B�41.498,004 鼎��ﾃS唐ﾃ��r�

玩 釈 冰)59Lｸ螽馼�&9�Y&駢�&�� �� �� �� ��2,391,084 �"ﾃ�Sづ�c��241,539 釘ﾃs��ﾃc�"�

市道代替用地(バイパス) 免ﾂﾃ#�Rﾃ田b�7,574,842 �2ﾃ��"ﾃSs"�2,436,006 �"緜��ﾃ�3��3,507,823 �2ﾃ�3"ﾃンB�3,824,299 �2ﾃc�津C3��1,736,430 鳴��湯ﾃ�S��44,621,360 

岩澱開発用地 免ﾂﾃ#S�ﾃ#澱�9,204,199 ���ﾃ#��ﾃS澱�7,637,618 唐經c2紊�r�10,743,891 ��Bﾃs��ﾃンR�18,933,276 �#�ﾃ��ｳRﾃsc��20,027,270 ��bﾃン2ﾃ�S��311,288,819 

岩殿住宅顔蓮事業(修復関嘩) 劔5,705,607 唐ﾃ田�ﾃC3B�12,964,695 �#2ﾃ#s偵SSB�30,687,453 �3"ﾃ3s�ﾃ�s"�29,472,608 ��rﾃscRﾃ�#��

教員届舎建設用地(ヒルや) 釘ﾃC#��861,50ー 都srﾃS���777,056 塔SrﾃCモ�1.049,185 ��ﾃ�3Bﾃ����1,028,822 ��ﾃ�#Rﾃc3��1,025,638 涛ッﾃscr�9,428.859 

新ごみ処理施設建設鹿遵用地 �� 都S�ﾃ3cr�2,276,576 �2ﾃC�津c�2�3,934,974 �2ﾃ�3づc唐�6,681,354 澱ﾃccRﾃ����6,195,519 釘ﾃS�"ﾃ3S��38,366.369 

木月駅周辺整備事業 �� �� ��1,913,740 �� �� ��1,913,740 

芥=月駅前蓮緑用地 �� ��3Bﾃs�"�21,966 �� �� �� ��156,668 

桂川ウ羊ルネスパーク用地 ��31,064 ��ﾃ33b� �� �� �� ��32,400 

簿価との差額補てん金の状況
H13 白ﾔ��B�rll5 買�b�H17 買���H19 買#��H2ー 買#"�H23 買�2ﾙ?｣#8ﾘxﾇb�

碑填金合計(p) �0 ���57,140,867 途ﾃsc2ﾃ�c��0 ���0 �"ﾃ�cRﾃ#s��127,420,225 唐ﾃ#srﾃピr�190,583,267 �3�2ﾃ3S�經sR�

内 釈 俛�59�H螽馼ｼi&9�Y&駢�&�� �� 途ﾃsc2ﾃ�c�� �� ��6,098,360 ��13,785,347 �#rﾃcCbﾃssR�

市道代替用地恒イパス) �� 鼎Bﾃ�C�ﾃ�#b� �� �� ���"ﾃs迭ﾃcC�� ��sbﾃs途ﾃ�#��333,733,687 

岩廃車発用地 �� �� �� �� 唐ﾃS#bﾃ##B�3,814,299 ��12,340,523 

教員宿舎建設用地(ヒルマ) �� �� �� �� �� ��0 

新ごみ痕琴施設建設関連用地 �� �� �� �� ��4,463,578 ��4.463,578 

大月駅由辺整備事棄 �� �� �� ��2,165,271 �� ��2,165,271 

大月駅前通線用地 �� ��2ﾃ���ﾃsC�� �� �� �� ��13,000,741 

桂川ウエルネスパーク用地 �� �� �� �� �� ��0 

岩殿住宅関連事業借入金償還に係る補助金
H13 買�B�H15 買�b�H17 買���H19 買#��_一日21 買#"�H23 買�2ﾔ�#8ﾘxﾇb�

岩殿住宅関連手業(修復関係)(E) �� �� �� �� ��272,139,313 ��#bﾃScBﾃ����398,703,313 

土地開発公社-の支援額合計
H13 買�B�H15 買�b�H17 買���H19 買#��H21 買#"�H23 買�2ﾔ�#8ﾘxﾇb�

土地開発公社-の支援額合計(C+D+E) 鉄�ﾃ都Bﾃ����34,478,000 ���Rﾃ#3Rﾃツr�71,955,068 田2ﾃ塔"ﾃ����66,801,000 田づssrﾃ����98,395,271 �#�BﾃC�津##R�365,829,190 �3c�ﾃツRﾃ#cr�1,502,711,888 



【抜本的処理策検討のフローチャート】

事業そのものの意義
(行政目的との一致度)

有

･目的を達成し､現在は意義なし 
･過去においてはあつたが､現在は意 

義なし 
･そもそも意義なし 

【再生不能･再生可能の判断開始】

採算性(注1)

育

育

完全民営化･民間売却

費用(税金)対効果(行政目的)が確保されているかの最終判断

最終判断等の結果､清算を選択することもあり得る

(注1)採算性の判断に当たって臥基本的には､指針中第2の｢1処理策検討の手順｣参照のこと｡

(注2 )地方公共団体が､補助金を投入する前提で事業手法の選択を行うべきではない｡ただし､性質上第三セクター等の経営に伴う

収入をもって充てることが適当でない経費及び当萩第三セクター等の事業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う

収入のみをもって充てることが客親的に困難であると認められる経費等に限って､補助金を投入することもあり得る｡


	

