社

市

¹

を公社が前もって取得することです。
先行取得した土地は事業が実施される

土地の価格に借入金の

時に、市に売却します（市が買い戻す）
保有用地簿価

利息や土地を管理する経費などを加え
た金額で、市が買い戻す時の土地の価

財政再生団体

実質赤字比率などの財

政指標が、国が定めた基準を上回る団
体で、起債（地方自治体の借金）が制
限されるなど、国の管理下で財政の再

■市のこれまでの対策

建に取り組む団体をいいます

■公社の現状
平成 年〜
「公社経営健全化計画」を策定し、
低利子貸付（ 億円）や利子補給を行
ったり、先行取得用地を公社から買い
戻すなど、保有する土地を減らしなが
ら、借入金残高の削減に努めてきまし
た。

格となります

公社は、金融機関から借り入れを行
い、土地を取得しています。公社が土
地を長期間保有すると、借入金にかか
る利息が土地代に上乗せされ、保有用
地簿価は上昇します。
これは、将来世代の負担が増大する
ことを意味します。

たとすると、 年間の市の負担額は約
億円に達し、債務の約１１５億円は
減ることなくそのまま残ることになり
ます。
一方で、市が三セク債を１１５億円
起債する場合には、公社より低い金利
での借り入れが見込めることから、金
利を年２％と想定しても、 年間の利
払いの合計は約 億円となり、利払い
を 億円削減できるとともに、 年後
には債務も解消されます。

平成 年度に次の手順で公
社を解散します。
①市が、三セク債で１１５億
円を借り入れる
②市が、公社に代わって金融
機関に借入金１１５億円を
弁済（返済）する
③市は、公社に代わって弁済
した１１５億円を公社に求
償（請求）する
④ 公 社 は、 保 有 す る 土 地 な
どで 億円を市に代物弁済
（金銭の代わりに土地で返
済）する
⑤市は、議会の議決を経て、
代物弁済で不足する約 億
円の債権を放棄する

■ 長期的な財政見通しの必要性
公社の解散後、市は三セク債で借り
入れた１１５億円を償還（返済）しなけ
ればなりません。また、平成 年度以
降、大幅に削減される地方交付税への
対処など、大きな財政課題も残されて
います。
適正な財政運営を維持していくため
には、今後、実施しなければならない
行財政改革の規模などを把握する必要
があります。

■財政計画（長期財政見通し）
市では、公社解散プランに併せて、
平成 年度から 年度までの財政計画

第三セクター等改革推進債

34

年度に限って発行が認

平成 年 月、市は「公社解散プラ
ン」を公表しました。これは、長期保
有土地を抱えたまま、多額の利息を金
融機関に払い続けるこれまでの手法を
見直し、三セク債を活用して公社の債

■公社解散プラン

に、国による特別交付税措置が講じら
れます

められる地方債で、支払い利息の一部

年度から平成

革に必要な経費に充てるため、平成

ターや土地開発公社などの抜本的な改

第三セク

しかし、これは、抜本的な解決を図
る計画ではありませんでした。
平成 年〜
民間の有識者で構成する「津山市外
郭団体経営検討委員会」を設置し、議
論を重ねました。
当委員会は「この負の遺産の整理を
将来に先送りすることなく、抜本的解
決を図るためにも第三セクター等改革
推進債 （以下「三セク債」）の活用を
前提に、金融支援に踏み込んだスキー
ム（仕組み）の構築を検討すべき」と
の検討結果を出し、これを受けて市は、
公社解散プランの策定作業を進めてき
ました。
平成 年度
公共用地取得事業特別会計や土地開
発基金などを活用し、公社が保有する
先行取得用地の買い戻しなどを行い、
公社への貸付金 億円を回収しました。
21

*⁴

24

津山市土地開発公社の解散に向けて

津山市土地開発公社（以下「公社」
）
は、昭和 年８月、市が全額を出資し
て設立され、学校や道路、公園などの
用地の先行取得 や住宅団地、工業団
地の造成などの事業を行ってきました。
公社は、迅速に土地の購入を行うなど、
土地の価格が上昇する時代にあっては、
津山市のまちづくりに大きな役割を果
たしてきました。
一方で、公社の借入金や保有用地簿
価 は、公共事業に伴う購入土地の増
加や、平成３年の津山産業・流通セン
ター事業の着手により、急激に増加し
ました。そして、平成 年度には、借
入金が１７７億円に達しました。
その後、景気後退による税収減少な

務を整理した上で、公社を解散するプ
ランです。
このプランの実施に必要な議案（公
社解散議案、三セク債発行許可申請議
案など）は、本年３月定例市議会で議
決されています。

■解散することのメリット

公

山

公社借入先金融機関

︵累積収支の額︶

財政再生基準
（下回ると財政再生団体）

32

公社をこのまま存続させた場合、現
在の金利を前提として、市が公社に対
して、毎年、利子補給のみを継続し

津

金融機関

32

債務整理完了後、市は、公
社を解散して清算処理を行い
ます。

累積収支
（行財政改革を行った場合）

基金
（市の貯金）
で収支を賄える基準

21

平成 年度、公社は、津山産業・流
通センター分譲地の簿価と時価との差
額を特別損失として計上し、公社の当
市では︑長年の懸案となっている津山市土地開発公社について︑市民
年度決算は、純損失額が約 億円と大
の将来負担を軽減し︑未来に向けたまちづくりを進めるために︑平成
幅な赤字になりました。
年度中に解散するこ と を 目 指 し て 取 り 組 ん で い ま す ︒
平成 年度末現在の公社の財務状況
多額の債務を抱える同公社を清算するにあたり︑公社設立の背景︑こ
は、資産額約 億円、負債額約１４９
億円となっていて、累積損失額が約
れまでの経緯や現状︑整理解散の必要性などについてお知らせします︒
億円という債務超過の状態です。
都市再生推進室☎
２００６︑財政課☎
２０２０
‐
‐
平成 年度の公社の決算は、市が借
どの理由により、市の財政状況が悪化
入金の利息の支払いに対する補助金の
■土地開発公社とは
したため、公社が取得した土地の買い
交付（利子補給）を行ったため、若干
土地開発公社は、地域の秩序ある整
戻しが進みませんでした。
の経常利益を計上していますが、実質
備を図るために必要な用地の取得や造
また、日本経済の低迷や企業の海外
は赤字経営が続いています。
成、管理などを行わせる目的で地方自
流出などによって津山産業・流通セン
さらに、公社の借入金は、市が債務
治体が設立できる法人です。
ターへの企業立地が進まず、公社は土
保証を行っています。つまり、公社が
地を長期間保有することになりました。 借入金を返済できない時、市が公社に
■ 津山市土地開発公社の設立と経緯
代わってその債務を返済することにな
先行取得 市の公共事業に必要な土地
ります。もしそうなれば、市が財政再
生団体 に転落する危険が生じます。
54

累積収支
（行財政改革を行わない場合）

（長期財政見通し）を公表しました。
計画では、財政赤字を生じさせない
ために、今後 年間で４５２億円の行
財政改革の効果額が必要と試算してい
ます。

■行財政改革の取り組み
長期財政見通しで示した行財政改革
の効果額を確保するためには、これま
での職員数や職員給与の見直しなどの
取り組みに加え、さらなる行財政改革
が必要です。
具体的な行財政改革の取り組みにつ
いては、平成 年度に策定する第９次
行財政改革大綱後期実行計画などで示
していきます。

■まとめ
公社の設立団体である市としては、
現状に至った経緯と責任について重く
受け止め、主体的に整理に取り組む必
要があります。
また、市には、将来にわたって果た
すべき役割と責任があります。津山産
業・流通センターへの企業立地の促進
を図り、将来を見据えたまちづくりを
計画的に進めることもその一つです。
市民の皆さまにも、この度の公社整
理、解散の取り組みについて、ご理解
とご協力をよろしくお願いいたします。
公社解散プラン、市財政計画（長
期財政見通し）など、詳しくは市
ホームページをご覧ください
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＊

市財政計画（長期財政見通し)

25

累積収支の黒字化
億円

50

※③と④の差額

115 億円の返済

62 億円の債権放棄

公社の金融機関への
債務が解消

⑤市が債権を放棄する
※債務保証契約に基づく
責任負担

＊

※金額は平成25年４月時点の想定額

48

115 億円の求償

34

現状】 公社債務（借入金）115 億円（利息を含む)

13

53 億円の代物弁済

②公社借入金を代位弁済
する

③公社に弁済額を求償する
①三セク債を借り入れる

④公社保有地などにより
代物弁済する
115 億円の借入

公社の市への債務が解消

*²

公社の解散スキームのイメージ

