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１．経営改善計画の策定及びその変更にあたって

表１　土地開発公社の現状

３．久保泉工業団地
（分譲地）

４．久保泉工業団地
（公共施設）

５．久保泉工業団地
　拡張事業

６．久保泉第２
　工業団地

２．土地開発公社経営改善計画検討委員会及び同推進委員会

土地開発公社経営改善計画検討委員会

委員会においては、公社の経営改善を図る目的で下記４項目について検討を行った。
Ⅰ．久保泉工業団地事業の清算に関すること
Ⅱ．特定土地の処理方針及び方法に関すること
Ⅲ．公社の存続に関すること
Ⅳ．その他公社の経営改善に関し必要な事項（公社事務改善）

土地開発公社経営改善計画推進委員会（平成１９年７月３日設置）

　委員会においては、検討委員会で決定した改善項目（４項目）を推進・検証する。
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計画策定時（H18.10.31） 現在（H25.3.31）
面積（㎡） 帳簿価格（千円）面積（㎡） 帳簿価格（千円）

 佐賀市では、佐賀市土地開発公社（以下「公社」という。）が保有する未利用長

期保有土地（以下「特定土地」という。）の解消を図るとともに、公社の存続を含

めた今後の経営改善計画を検討するため、「佐賀市土地開発公社経営改善計画検討

委員会」を設置した。 

 平成１８年５月２２日の発足以来、計４回の検討委員会を開き、特定土地の処理

方針・方法、久保泉工業団地の清算、公社の存続の問題について検討を重ね、平成

１８年１２月に本計画書を策定した。 

 

 計画策定からこれまで、久保泉工業団地の清算のほか、毎年２億円規模の特定土

地の再取得、一般管理費の削減などに取り組んできた。 

 また、平成２２年度には平成１９年度からのプロパー事業の実施（久保泉工業団

地拡張事業・久保泉第２工業団地）、ハローワーク誘致に伴う白山駐車場閉鎖によ

る収益の減少、更に大和町福田地区の新工業団地プロジェクトの始動など、公社に

おける経営環境の変化に対応するため、公有用地の見直しによる長期保有土地の縮

減、有利子負債の圧縮及び新工業団地開発が実施可能な人員体制について計画の見

直しを行った。 

 しかしながら、新工業団地開発事業の遅れや想定を上回る保有土地の縮減によっ

て売却収入収益及び付帯事業収益が減少するなど公社の経営環境が再び変化してい

る。 

 

 本変更計画書では、これらの経営環境の変化に対応するため、公有用地の見直し

による長期保有土地の縮減及び人員体制について再度見直しを行うものである。 
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３．計画内容

Ⅰ．久保泉工業団地の清算に関すること
Ａ.久保泉工業団地の公共施設部分を市で取得

グラフ１

グラフ２

　公社のプロパー事業として行ってきた久保泉工業団地事業については、計
画策定時点（平成１８年度）での分譲率が約９８％であり、近々に分譲を完
了する予定であったが、分譲を完了しても、金融機関に対し約１３億円の借
入残が残る見込であった。（要因としては、分譲単価２６,９００円/㎡を
１６,８００円/㎡に引き下げたことによる。）
　これは市の損失補償に基づく借入金であり、分譲完了時においては、市と
しての何らかの損失補てんが必要になることから、平成１８年度で佐賀市が
公共施設部分を簿価の約１３億円で取得することにより清算を行うこととし
た。

◎実績
平成１８年度末に５９，２２１．１７㎡、１，３１９，６１４千円の公共施
設部分を計画通り取得、そして最終区画を分譲し、平成１９年度に久保泉工
業団地事業の清算が完了した。

計画策定前見込59,221.17㎡ 

計画策定前見込1,319,614千円 

万㎡ 

百万円 

０ 

０ 
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Ⅱ．特定土地の処理について
Ｂ.特定土地については市での再取得を行う

　情勢の変化等により事業目的がなくなり、市での買い戻しが見込めない特
定土地が計画策定時点（平成１８年度）で約２０億２４百万円あった。
　この特定土地については、市の損失補償に基づく金融機関からの借入金に
より保有しており、最終的には市の債務となるため、平成１９年度から平成
２８年度の１０年間で、市が再取得することで処理を行う。

　その他、特定土地の処理に合わせ以下についても実施する。

・金融機関の有利子負債の一部（特定土地全体２０億２４百万円のうち
　約１０億円）を無利子の土地開発基金の借入に変更し、前半５年間で金
　融機関借入分の再取得、後半５年間で土地開発基金分の再取得をするこ
　とで金利の削減に努める。

◎平成２２年度変更計画（第１号）
・新たに２件、３２百万円分の公有用地について事業目的がなくなり特定
　土地となったため、これらを本計画に取り込んで平成２８年度までに再
　取得する。

・特定土地の再取得で発生する土地開発基金への償還金を活用し、公有用
　地保有のために同基金から同額を無利子で借り入れ、金融機関からの有
　利子負債を圧縮する。

◎変更計画（第２号）
・新たに１件、１３４百万円の公有用地について情勢の変化により特定土
　地となったため、これを本計画に取り込んで平成２８年度までに再取得
　する。
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表３　公社保有特定土地一覧表

事業
番号

事業名 所在地 地目 面積
※帳簿
　価格

※取得手段
※実勢
　見込

001 ワシントンホテル前 駅前中央一丁目53 宅地 418.58㎡ 142百万 金融機関 58百万

デイトス貸付地 駅前中央一丁目17 宅地 513.97㎡ 184百万 金融機関 59百万

はがくれ荘北 神野東一丁目66-3外 宅地 410.00㎡ 116百万 金融機関 41百万

佐賀商業前 神野東三丁目2060 雑種地 338.00㎡ 57百万 金融機関 23百万

観光協会貸付地 神野東二丁目2594 宅地 90.95㎡ 17百万 金融機関 9百万

白山駐車場 白山一丁目17-1外 宅地 1,679.00㎡ 356百万 金融機関 171百万

002 下田ポンプ場予定地 下田町98-1外 雑種地 4,055.75㎡ 114百万 金融機関 51百万

005 市道　東高東線 新郷本町45-5外 宅地 471.76㎡ 39百万 金融機関 4百万

006 大和紡績跡地 天神三丁目51-1外 宅地外 445.28㎡ 8百万 金融機関 8百万

021 都市計画街路　大財～木原線 東佐賀町477-1外 宅地 443.23㎡ 37百万 基金/金融機関 23百万

024 都市計画街路　城内線 赤松町179-1外 山林外 474.06㎡ 36百万 金融機関 20百万

025 都市計画街路　白山～呉服元町線 白山二丁目18-1 宅地 227.18㎡ 268百万 金融機関 21百万

035 市営住宅安住団地 今宿町153 宅地 (250.62㎡) (13百万) 金融機関 (9百万)

036 先立運動公園 久保泉町大字川久保3380-3外 山林外 50,599.00㎡ 181百万 金融機関 9百万

039 公共事業代替地(唐人町～渕線) 大財三丁目79 宅地 1,290.24㎡ 148百万 金融機関 59百万

051 旧城内市営住宅 城内一丁目216-1外 宅地 (1,166.48㎡) (134百万) 基金 (47百万)

063 唐人町～渕線代替地Ⅱ 大財六丁目36-7外 雑種地 76.93㎡ 4百万 金融機関 1百万

068 都市計画街路　上高木～鍋島線 高木瀬西四丁目1695-3 雑種地 (249.00㎡) (19百万) 金融機関 (10百万)

084 準用河川新川上流河川改修事業 鍋島町大字森田831-7 雑種地 348.00㎡ 10百万 基金 10百万

086 市道　城西中東線 本庄町大字本庄975-14 田外 544.19㎡ 35百万 金融機関 5百万

089 東佐賀公園 東佐賀町205-1
鉄軌用

地
404.80㎡ 25百万 基金 21百万

091 城西多目的運動広場 本庄町大字本庄975-1外 田外 1,652.65㎡ 106百万 金融機関 34百万

093 都市計画街路　上多布施町線 神園一丁目435-3外 宅地外 1,056.90㎡ 60百万 金融機関 49百万

094 市道　角目～増田線 鍋島四丁目186-1 宅地 157.28㎡ 11百万 基金 8百万

104 公共用地代替地 唐人二丁目61-4 宅地 304.57㎡ 61百万 金融機関 18百万

105 合併関連事業 富士町大字内野2-16 宅地 332.47㎡ 10百万 金融機関 10百万

111 市役所北駐車場 佐賀市栄町26-3 宅地 (1,762.92㎡) (570百万) (196百万)

計 66,334.79㎡ 2,024百万 713百万

※取得手段
　金融機関・・・金融機関から取得資金を調達したもの
　基金・・・土地開発基金から取得資金を調達したもの
※帳簿価格・・・公社の帳簿に資産として計上されている価格
※実勢見込・・・固定資産税評価額または不動産鑑定評価額を基準とした評価額

佐
賀
駅
高
架
関
連

計　画　策　　定　時
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取得年度 特定土地になった理由 面積
※帳簿
　価格

※実勢
　見込

備　考

昭56 事業予定無し 平成１９・２１年度取得

昭56 　　〃 513.97㎡ 188百万 48百万

昭56 　　〃 平成１９年度取得

昭56 　　〃 平成１９年度取得

昭56 　　〃 平成１９年度取得

昭56 　　〃 国有地と交換処分（佐賀労働局）

昭48 残地（既に県で排水機場を建設済） 平成２３年度取得

昭58 事業の変更 平成２１年度取得

昭62 残地（主要部分は処分済） 平成２１年度取得

平3 残地（事業実施部分は処分済） 平成２１年度取得

平3･平9 残地（事業実施部分は処分済）
平成１９・２１・２３年度
公社自主処分

平4 残地（事業実施部分は処分済） 国有地と交換処分（佐賀労働局）

平5 事業の廃止
公有用地から区分変更（平成２２年度）
平成２５年度取得

平5 事業の廃止 平成２２年度取得

平5 情勢の変化 平成２５年度取得

平6 情勢の変化 1,166.48㎡ 134百万 47百万 公有用地から区分変更（平成２５年度）

平10 残地（事業実施部分は処分済） 平成２２年度取得

平7 事業計画の変更 公有用地から区分変更（平成２２年度）

平9 残地（河川改修部分は処分済） 平成２２年度取得

平9 情勢の変化 平成２０年度取得

平9 情勢の変化
平成２０年度
公社自主処分

平9 情勢の変化 平成２０年度取得

平10 事業の廃止 平成２０年度取得

平9 残地（事業実施部分は処分済） 平成２１年度取得

平17 情勢の変化 事業用地として再取得（平成２０年度）

平17 市町村合併で受入 平成２２年度取得

国有地と交換（佐賀労働局）
平成２４年度取得

1,680.45㎡ 322百万 94百万

※端数処理のため計が一致しない場合あり

計　画　策　　定　時 変更計画策定時（価格等は平成２５年度末見込み）

変更計画で区分変更する土地 

佐賀市による再取得等により処理を行った土地 
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Ⅲ．公社の存続について
Ｃ.公社については、当面存続する

Ⅳ．公社の事務改善について
Ｄ.公社事務改善の実施（３項目）

　

③市職員兼務体制への移行
　◎平成２２年度変更計画（第１号）
　　できるだけ早い時期に市職員兼務体制に移行する計画であったが、新工
　　業団地開発により新たに膨大な事務が発生するため、同事業が完了する
　　までは現職員体制を維持しながら市職員兼務体制の検討を行う。
　（現職員体制　事務局長１名、プロパー職員１名、嘱託職員１名）

　◎変更計画（第２号）
　　前回の変更計画では新工業団地が完了するまでは現職員体制を維持する
　　予定であったが、管理地の減少に伴う売却収益及び付帯事業収益の減少
　　により今後、慢性的な赤字体質になる見込みとなった。
　　このため、以下の通り職員体制を見直し収支改善を図る。
　＜変更後の職員体制＞
　　事務局長[市課長兼務]１名　プロパー職員１名
　　（今後の状況に応じて、更に市兼務職員の増員を検討）

　公社は、これまで保有土地の暫定利用の促進、自己資本の活用による借入
金の圧縮、入札制度による借入条件の改善等に取り組んできたが、本改善計
画の確実な推進のために、下記事務改善項目に取り組み、なお一層の公社収
支改善を図る。

　◎実績
　　委託契約の見直しなどにより、計画策定時に４７百万円あった販売費及
　　び一般管理費を平成２５年度末で１８百万円に削減した。

①公社保有地の有効活用による収益増
　 一般競争入札等で売却できなかった土地の有効活用を図る。

②一般管理費の削減
　 委託費等の見直しによる削減

　◎実績
　　平成１９年度に保有地の一部を駐車場として開設したことなどにより
　　収益が年間１．７百万円増加した。

　公社については、地価が横ばいまたは下落時には先行取得の効果が薄い、
民間金融機関借入に伴う利息による長期保有リスクがあることなど、デメ
リットがある一方で、地価上昇時は用地取得に大きな効果があり、機動的な
用地取得と予算に応じた再取得で効率の良い事業展開が図れる、民間金融機
関を活用した造成工事ができることなどメリットがあり、また公社を廃止す
る場合は、公社が保有するすべての土地の整理が必要であるが、本計画によ
る特定土地の処理は、計画策定時から約１０年はかかる。
　更に久保泉第２工業団地及び大和町福田地区の新工業団地の開発事業が始
動しており、これらの事業が完了するまでは現在の公社組織が必要であるた
め、廃止せずに当面の間存続することとする。

　◎変更なし
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４．経営改善計画の期間

平成１８年度末から平成２８年度までの１０年間

 グラフ３

 ◎変更なし 
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５．経営改善計画の基本方針

図１　取組のイメージ

６．改善計画の検証

　経営改善計画推進委員会において、毎年度経営計画の推進状況を検証する。
　また、公社の存続についても、改善計画期間の終了時に再度検証する。

公有用地（事業用地）
約１６億円［変更計画
時］

◎改善項目Ｂ
特定土地の再取得
約２０億円

久保泉工業団地分譲地
約１億円

◎改善項目Ａ
久保泉工業団地公共施設
の取得　約１３億円

◎改善項目Ｄ
事務改善の実施
（３項目）

分譲完了

◎改善項目Ｃ
公社については当面存
続する

　改善項目のＡからＤを平成１８年度末から平成２８年度までに実施し、公社の特定
土地や金融機関等から借入金の処理を行う。（イメージは下図のとおり）

　　Ａ．久保泉工業団地公共施設部分の市での取得（平成１８年度末に実施済）
　　Ｂ．特定土地についての市での再取得（平成１９～２８年度）
　　Ｃ．経営改善計画実施期間中は公社存続
　　Ｄ．公社事務改善の実施（３項目）
　
　なお、公社経営改善計画実施期間（平成１８年度末～平成２８年度）においては、
公社における用地の先行取得は原則行わないものとする。

H26H24H23H21 H27 H28H19 H25H20H18 H22

事業事業実施時に再取得 

土地開発基金分 金融機関分 

取得、解消 

再取得 

解消 

計画期間中は公社存続 
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佐賀市土地開発公社保有地一覧表 平成26年3月31日見込　単位：円 

面積 金額

008 都市計画街路　八戸～天祐線 天祐二丁目76-10外 雑種地外 2,339.05㎡ 264,308,776
基金

（金融機関）

013 都市計画街路 呉服元町～渕線 大財二丁目275外 宅地 705.38㎡ 118,653,361
基金

（金融機関）

026 葉隠発祥の地周辺整備事業 金立町大字金立1556外 山林外 8,565.72㎡ 285,133,593 基金

074 本庄学習センター 本庄町大字袋100-12 宅地 328.34㎡ 23,000,000 基金

078 城東川河川改修事業 兵庫町大字藤木1201-46外 宅地 3,949.90㎡ 360,572,511
基金

（金融機関）

101 城内公園整備予定地 城内一丁目216-1外 宅地 1,723.40㎡ 258,550,738 基金

112 尼寺雨水幹線整備事業 大和町大字久池井14 原野 53,329.00㎡ 181,552,369 金融機関

（Ａ） 帳簿計 （Ａ） 70,940.79㎡ 1,491,771,348

001 佐賀駅高架関 駅前中央一丁目17 宅地 513.97㎡ 187,645,476 基金

051 旧城内市営住宅 城内一丁目260-1 宅地 1,166.48㎡ 134,023,431 基金

（Ｂ） 帳簿計 （Ｂ） 1,680.45㎡ 321,668,907

108 久保泉第２工業団地 久保泉町大字下和泉 雑種地 46,660.89㎡ 467,749,669 金融機関

（Ｃ） 帳簿計 （Ｃ） 46,660.89㎡ 467,749,669

119,282.13㎡ 2,281,189,924

※特定土地は、経営改善計画により買い戻し予定地となっているため、土地開発公社経理基準上は「公有用地」である。

借入先
（当初）

合計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

造
成
地

特
定
土
地

公
有
用
地

事業
番号

公社帳簿

事業名 所在地 地目

平成２５年度に区分変更する土地 
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