
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.7 
◆20 番（佐藤寛文君） ありがとうございました。 
 ぜひ御答弁にもありましたように既存の事業の廃止とか統廃合を行っていただき、職員

の皆さんに今以上に負荷がかからないような体制をつくっていただきたいと思います。 
 次に、三島駅南口西街区のホテル事業について伺います。 
 南口の再開発事業は三島市 20 年来の懸案の件でもあり、この事業が本市の発展に大きく

つながることを祈るのは、皆さん共通の思いであります。しかし、先行して東街区が進め

られていたと我々議員も思っていたところ、急に西街区にホテルをつくるということで、

今年の５月 24 日に説明を受け、オリンピック前に完成を目指すとのことで、最初の説明か

らわずか６カ月ですね、我々議員もほとんど関与しない中で、プロポーザルによる公募か

ら審査を経て、昨日事業者が発表されました。 
 そこで、このプロポーザルの経緯と結果について何点か伺います。 
 まず、８月からこれは公募を行ったわけですが、最終的には応募が１社のみであったと

いうこと、そして土地の価格は、最低価格プラス 685 万円のわずか４億 7,270 万円でした。

豊岡市長は当初、たくさんの事業者が三島駅のホテル事業に興味を持っているとの発言を

各方面でされておりました。しかし実際には、選定された１社のみしか応募がなかったわ

けです。それも、当初からうわさをされていた皆さん御存じのとおりの業者でありました。

今年の５月に西街区が急にホテル事業に手法転換した背景には、多くの事業者からホテル

を建設したいとの声があったからだと、６月議会でも御答弁をされておりました。 
 そこで、まず確認ですが、市長が当初おっしゃられていたように、本当に複数の事業者

からこのホテル事業を希望する声があったのかどうか伺います。あったとすれば、何社か

らあったのかお聞かせください。 
 
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.8 
◎都市整備部参事三島駅周辺整備推進課長取扱（三枝邦昭君） それでは、お答えいたし

ます。 
 ６月議会で答弁しましたとおり、昨年夏ごろから東街区の法定再開発事業の中でホテル

計画を含む事業計画について協議をしていた事業者は、５社ございました。その協議にお

いて西街区でのホテル計画の打診もあったため、富士山の世界遺産登録や 2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピックを見据えて、増加するインバウンド需要への期待感があり、そ

の拠点となる三島駅前の進出について意欲がうかがえたことから、市としては、このタイ

ミングが民間投資を呼び込む千載一遇の好機だと捉えまして、西街区において民間活力を

最大限に生かしたホテルを核とした広域観光交流拠点整備を行うこととした次第でござい

ます。そして、東街区の再開発事業について協議していた 34 社に対して、西街区でのホテ

ル計画への参画の検討と、関連会社への情報発信を依頼したのを初め、できるだけの手段

を用いて情報発信をした結果、西街区におけるホテル計画に関心を持っていただいた８社



と事前協議を行いました。 
 以上です。 
 
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.8 
◆20 番（佐藤寛文君） ありがとうございます。 
 ５月 24 日の議員説明会で我々は初めてこのホテル事業に転換したと知ったわけですが、

その３週間後の６月 13 日には今回の選定業者と事前協議を行っているようですが、先ほど

御答弁にあった全部で８社ということで、残りの７社との事前協議は何回ぐらいどのよう

なタイミングで行ったのかお聞かせください。 
 
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.8 
◎都市整備部参事三島駅周辺整備推進課長取扱（三枝邦昭君） それでは、お答えいたし

ます。 
 市のコンセプトを実現するには、民間投資を呼び込むための市場調査が必須であります

が、そのかなめとなるのが事前の事業者協議であります。具体的には、市としては、広域

観光交流拠点の核となるシティホテルの建設が可能か、市のコンセプトであるにぎわいの

創出、地域経済の活性化に結びつく計画が実現できるのかなどを確認し、さらに、できる

だけ多くの事業者に参画してもらうことを目的に、事業者側の質問、条件に細かく親切に

対応しながら、事業化の前に感触をつかむために行うものでございます。事業者としては、

採算がとれる事業なのか、自分たちの提案が市の提示するコンセプトや施設要件に合って

いるのか確認し、進出の判断をするために行うものであります。 
 このような事前の協議における市の基本姿勢としては、相手方企業の要望があれば、そ

れに丁寧に応じて協議を重ねることとしております。仮に全く事前の協議に応じず、市が

一方的に土地の売却、事業者の募集に踏み切った場合、参画の可能性は著しく低くなり、

事業が成立しないことも起こると考えてまいりましたので、先ほど御答弁した８社とは延

べ 16 回にわたり事前協議を行いました。 
 以上です。 
 
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.9 
◆20 番（佐藤寛文君） では、事前協議は８社と行った中で、最終的に１社しか応募がな

かったということですが、この応募が１社だけだったということがすごく大きな問題かと

思います。９月議会で私がプロポーザルに関して質問いたしました。やはり公募である以

上は、１社では競争原理が働かないので、そのようなことがないようなやはり募集要項の

作成が必要だと申し上げましたが、今回の募集要項の中身を見ると、８社との協議内容を

もとに作成したはずなのに、実際には限定要因がたくさん含まれており、公募に参加する

ハードルがとても高かったのではと感じました。それで、８社と 16 回協議を重ねたと。な



のに１社しか応募がなかったという結果に関して、今回のこの募集要項そのものが本当に

適切だったのかも含め、どう捉えているのかを伺います。 
 
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.9 
◎財政経営部長（梅原薫君） 佐藤議員の御質問にお答えいたします。 
 このたびの提案協議に当たりましては、事業概要、募集スケジュールなどにつきまして、

「広報みしま」８月１日号、９月１日号に掲載しますとともに、８月 25 日から三島市のホ

ームページに事業者募集のバナーを設置しまして、募集要項、事業者からの質疑に対する

回答などを掲載して、周知に努めてまいりました。また、提案協議を行うことを発表しま

したことで、静岡新聞、伊豆日日新聞、中日新聞、読売新聞に取り上げられまして、また、

個別の情報提供によりまして、建設の専門紙としての建設通信新聞、それから建通新聞、

インターネット通信としてＩ－ｊｕｍｐ、共同通信に募集概要が掲載されたところでござ

います。さらに、ホテルの業界誌を発行しております日本ホテル協会に情報提供しますと

ともに、東街区に興味を示しておりました事業者 43 社に対しましても、西街区のホテル計

画について検討が可能か、２回にわたってメールで依頼をしたところでございます。 
 これらの取り組みによりまして、９月５日に開催をしました募集要項に係る事業者説明

会には、首都圏や中京圏などからホテル、建設不動産、金融、設計など 23 事業者 42 人の

参加をいただいたものでございます。また、９月６日から９月９日の間に募集要項に関す

る質問を受け付けさせていただきましたところ、６事業者から 53 項目にわたり質問をいた

だきました。このようなことから、少なくとも数社から御提案をいただけるものと思って

おりましたけれども、結果として１社の応募にとどまったところでございます。 
 そこで、このたびの提案協議におきまして照会や質問をくださった７事業者に電話をか

けさせていただきまして、応募に至らなかった理由をお聞きしましたところ、共通してお

りましたのは、検討の結果、採算が合わないとの結論に達したということでございました。

その要因といたしましては、オリンピック後の経済情勢が不透明であるために、ホテルの

事業化が難しい。三島市のグランドデザインに合わせて事業化することは自由度が低く、

事業化に踏み切ることはかなり無理があると判断した。また、特別目的会社を設立して提

案するつもりだったけれども、買い戻し特約がネックとなった。10 年以内に事業用途を変

更した場合に、買い戻し特約により土地の権利を失うということは、投資をしていただく

お客様が納得しないなどがございました。 
 確かに、このたびの募集要項に掲げました諸条件は、結果として応募事業者には厳しい

内容だったかもしれません。しかしながら、シティホテルの建設、地下水への配慮、観光

交流拠点の整備、市の産業振興、都市としてのイメージの向上などは、三島市民の貴重な

財産であります駅前の土地を民間に譲り渡すための最低限の条件でございまして、将来の

三島市の発展に必要な広域観光交流拠点整備にかける三島市の思いを込めた条件であった

と考えているところでございます。 



 以上です。 
 
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.10 
◆20 番（佐藤寛文君） 御答弁にもありましたように、やはりハードルが少し高かったの

かなということはお認めになるようですので、それを受けとめておきますけれども、審査

会においてもやはり１社ということで、再公募してはどうかとの提案もあったようです。

やはり、この公募を行う以上は競争原理が働かなければならないと思いますので、今度東

街区もありますので、ぜひその点は留意していただきたいと思いますけれども。 
 そして、今回の結果でもう１点、やはり懸念材料としては、土地の売却価格がほぼ最低

価格であったということであります。三島駅前のとても価値ある土地 3,400 平方メートル

を用途変更して、近隣商業から商業になるということであります。それがわずか４億 7,270
万円、坪単価で 45 万 8,000 円です。価格に関しては、かねてからその不動産鑑定をとり、

ルールに基づいたと、最低価格だということは御説明いただいておりますが、私自身も、

これは２年前まで不動産屋でしたので、その辺の鑑定価格と実勢価格の差というのは十分

熟知しております。 
 そして、自己判断だけではなく、不動産関連の方にもいろいろ伺いました。で、高けれ

ばこれは 10 億円以上だろうとか、安くても６億円から７億円だろうという御意見をいただ

きました。ただこれはあくまでも私見になってしまいますので、それ以上は言いませんけ

れども、審査会の中でも審査員の方から同様の意見があったとも伺っております。ですか

ら、何社から応募があってその比較ができれば、この価格が本当に適正であったのかわか

るのですが、１社しかないということで、その比較や評価ができないと、そこが少し問題

なのかと思います。 
 ただ、当然、この公社の土地、市の土地というのは、市民の皆さんの土地であります。

ですから、市民の皆さんがこれで御納得いただければ、私はもう全然いいと思うんです。

ただ私は、この結果に関して、市民の皆さんに御納得いただける説明をすることができな

いと思っていますので、ぜひこの場でこの価格で売却することを市民の皆さんが御納得い

ただけるような説明をお願いしたいと思います。 
 
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.10 
◎財政経営部長（梅原薫君） お答えいたします。 
 土地の売り払い価格につきましては、地方自治法第 237 条第２項によりまして、適正な

対価なくしてこれを譲り渡してはならないというふうに規定されておりますことから、三

島市におきましては、従来から 100 平方メートル以上の土地を売り払う際には、不動産鑑

定士に当該土地の鑑定評価を依頼してありまして、売却価格を算出しております。一般に、

不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たりましては、不動産鑑定評価基準を実質的

かつ統一的な公益案といたします。この基準では、土地の広さ、土地の形、取りつけ道路



の状況、近隣地域の価格状況などさまざまな要因について判断をし、価格を算定する仕組

みとなっております。このたびのプロポーザルにおけます売却最低価格につきましては、

容積率を 400％にすることを前提とした不動産鑑定士の鑑定評価をもとに設定したもので

すので、適正な価格であったと考えております。 
 ただいま、佐藤議員のほうから、市民の皆さんの貴重な財産であるので、その売却価格

の根拠を市民の皆さんに御理解いただけるような説明をしてほしいというふうな御発言を

いただきました。それで、ちょっと簡単に説明をいたします。まず、土地の鑑定評価、佐

藤議員も十分御承知だと思いますけれども、１筆ごとに評価をいたします。したがいまし

て、今回の売却する土地のうち、土地開発公社の所有地は約 1,000 坪、これは 1,000 坪で

１筆の土地であったということがまずございます。そこで、鑑定評価におきまして標準価

格というものを決めてまいります。これはその周辺の土地の評価を参考に使うわけですけ

れども、今回の場合は、１区画の規模が 150 平方メートル程度の、これは 45 坪になります。

南側の幅員が 16 メートル、それから小山三軒家線に接する低層店舗地の標準価格というこ

とで、１平方メートル当たり 23 万 8,000 円、これを基準の価格として設定をしております。

次に、実際の公社の所有地を見てみますと、まずは、45 坪の標準に対しまして非常に面積

が大きくなって、1,000 坪でございます。これによりまして、この価格が 40％割り落とし

をされております。それから、もう１つ、この土地が非常に奥行きが長い土地でございま

す。要するに、利用勝手が悪いことによって市場性が落ちると、そういう理由で、価格は

さらに 10％割り落としをされております。その上、不整形、形が悪いということでござい

ますけれども、これによりまして２％の削減をされております。このことから、全体とし

て公社の土地につきましては、この 1,000 坪の１筆につきましては、標準価格から 53％の

評価を受けるという結果になっております。したがいまして、先ほど申しました平方メー

トル当たり 23 万 8,000 円という標準価格に対しまして、その 53％となります１平方メート

ル当たり 12 万 6,000 円、これが鑑定評価の結果となったところでございます。したがいま

して、この数字を持ちまして最低売却価格を設定したところでございます。 
 以上です。 
 
平成２８年 １１月 定例会 - 12 月 07 日－03 号 - P.11 
◆20 番（佐藤寛文君） ありがとうございます。 
 皆さん、御納得いただけたでしょうか。確かに、土地が細長いというのは、御答弁はわ

かりますけれども、ホテルをつくる場合は細長いほうがいいんですね、南北に部屋を分け

られるので。そういったことも理屈上はおっしゃるとおりだと思うんですけれども、何社

か応募があって考慮できれば、もっと高く売れたんだと思います。今の御答弁で精いっぱ

いだと思いますので、ぜひ完成後のまた経済効果とか税収効果の試算をしっかり出してい

ただいて、早目に公開してほしいと思います。この事業は誰のために行うのかという、本

当にこれが市民の皆さんにとってこの事業が必要なのかということが一番大事だと思いま



すので、ぜひそこを示していっていただきたいと思います。 
 それでは、次の質問に入ります。 
 政治の基本というのはやはり信頼だと思います。市政運営においては、市民の皆さんと

当局の皆さん、そして我々議会と、３者のこの信頼関係をやはり確かなものにしなければ

なりません。そこで、市民の皆さんに信頼される市政運営に向けて、何点か伺います。 
 まず、女性と市長の三島の未来を語る会について伺います。 
 これは名前のとおり、三島市に在住する女性の方と豊岡市長が交流をする場であります。

今年は９月 30 日に行われたようですが、参加した方のお話によると、事前に提出したアン

ケートというか、質問に担当課の職員の方が答えるだけで、市長と直接お話をすることが

できなかったと。直接お話しできると考えて参加した方にとっては、望んでいた内容とは

大分異なっていたとの御意見がありました。 
 そこで、改めてこの事業の詳細と、今回、参加者の方からアンケートをいただいている

と思うのですが、そのアンケート結果並びに今回の開催の結果の捉え方と今後の対策につ

いて伺います。 


