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白老町産業建設常任委員会会議録 
平成１７年 ４月２８日（木曜日）  

  開 会   午前１０時００分  

  閉 会   午前１１時３６分  

 

○議事日程 

審査又は調査事件  

第１ 産業振興に係る住宅政策全般について  

１、企業誘致促進住宅の建設について（産業経済課）  

２、全面的改善事業について（都市整備課）  

３、緑ヶ丘・西団地の建替えについて（都市整備課）  

４、住宅交付金制度について（都市整備課）  

５、その他 

 

○会議に付した事件  

協議事項   

第１ 産業振興に係る住宅政策全般について  

１、企業誘致促進住宅の建設について（産業経済課）  

２、全面的改善事業について（都市整備課）  

３、緑ヶ丘・西団地の建替えについて（都市整備課）  

４、住宅交付金制度について（都市整備課）  

５、その他 

 

○出席委員（６名）  

 委員長 加 藤 正 恭 君        副委員長 山 本 浩 平 君 

     小 西 秀 延 君              宗 像   脩 君 

     大 渕 紀 夫 君             中 出   正 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

 産業経済課長  上坊寺 博 之 君    主  幹  田 中 規 雄 君 

 経済振興係長  今 村 吉 生 君      

 

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局主幹  中 村 英 二 君      書   記  浦 木   学 君 
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◎開会の宣言 
○委員長（加藤正恭君）  おはようございます。ただ今から、産業建設常任委員会を開会いたしま

す。お忙しいところおいでいただきましてありがとうございました。  

本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］  

○委員長（加藤正恭君）  ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委

員長において傍聴を許可いたします。  

 

◎ 所管事務調査 

○委員長（加藤正恭君） 次に、本日の委員会に日程について事務局から説明をいたします。  

○事務局主幹（中村英二君） おはようございます。本日の委員会は所管事務調査といたしまして、

産業振興にかかる住宅政策全般についてを調査項目としており、産業経済課及び都市整備課からの

説明を受ける予定となっております。  

なお、日程、本日と５月９日の関係、委員長のほうから若干の状況がありますので協議させてい

ただきたいと思います。以上です。  

○委員長（加藤正恭君） 今、中村主幹のほうからお話がありましたが、今日と５月９日と２日間

の日程を組んでおりました。今日１日やる予定でございましたが、急遽、役場のほうで今度の異動

に基づく行事が入りましたということで、午後からどうしても担当課・議会事務局のほうもまずい

ということから、午前中にしたいとこのように考えております。  

それで、今日午前中と９日、１日とこういうことで日程を組んでおりますが、ご案内のように今

回の所管事務調査は産業振興に関わる住宅政策全般についてというテーマでございますが、産業経

済課はもとより、都市整備課のほうも関連がございます。前もって資料は都市整備課のほうよりこ

のように分厚いものが来ておりまして、相当説明また審議等にも時間を要するのではないかという

気がいたして、たまたま都市整備課のほうから、田中主幹がお出ででございますが、それは産業経

済課の資料の中の説明の部分としておいでいただいているようでございます。 

お諮りしたいのですが、今日は産業経済課のみにして、９日を都市整備課のほうに重点的にお話

しを進めていきたいと。都市整備課のほうで説明をしても、途中で時間切れになるのではないかと。

そうすると１０日間くらい日にちがあとになるということになると忘れるとか失念するようなこ

ともあろうか思いますので、区切りよく、今日午前中が産業経済課に絞って進めていきたいと思い

ますがいかがでございましょうか。よろしゅうございますか、「はい」。そういうことで今日の審議

を進めていきたいと思います。 

それでは早速、産業経済課、課長のほうからご説明方お願いをいたします。どうぞ、上坊寺課長。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） それでは、今日お手元のほうに配布させていただきました資料

に基づきまして、ご説明申し上げたいと思います。  

 まず、今回の産業再配置補助金を活用して、企業誘致に絡みます単身者及び独身者向けの住宅建

設についての考え方であります。  
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 ひとつの目的としましては、平成元年度に工業団地を造成いたしまして、今担当課としては鋭意

企業誘致に努めているところでございます。その中で、進出した企業から、私もこちらのほうの担

当になりましてからいろいろ意見を聞かさせていただいておりますが、公営住宅に単身者は、基本

的に今は入居できない仕組みになってございまして、企業側として若い人を採用しても、白老に住

む環境にないのだという話しを、私が来た時にすぐに事業所のほうから言われました。住宅はある

のですけれども白老の住宅は割と高いと。平均４０，０００円から５０，０００円くらいするもの

ですから、現実には１５０，０００円くらいの初任給くらいでは住めないと。是非若い人も白老に

住まわせてやりたいという要望が現実にはあがっておりました。  

 町としましては、企業誘致のセールスポイントということにもなるということで、今都市整備課

のほうで定住人口を図るということで、住宅マスタープランも作られる経過にあったということか

ら、そういうものも過去の意見としてあったものですから、模索をしていました。  

 たまたま、産業再配置促進事業による補助金がこの建物を建てる可能性として適当ですよという

意見を、北海道のほうから聞きましたので、これによりそういう意味からも含めまして、企業誘致

を促進するために、その補助金を活用して単身者住宅をまず建てようという流れになってございま

す。 

 単身者の状況はどういうことかと申しますと、現在石山工業団地、それから特別工業地区のほう

で２１社、阿部牛が年明けから操業いたしましたので２２社操業しております。白老町外から現在

１５４名の社員が通勤してございます。そのうちの単身者、工業団地内、特別工業地区の中の企業

さんでありますけれども、そのうちの正社員が４７名町外から現実として通勤しているという実態

がございます。 

その後、入居状況の可能性を探ってみました。４７名居るんですけれども白老に単身者の住宅を

建てたら住むかというようなお話をさせてもらいまして、調査しましたところ、現在、条件にもよ

りますけれども２５名は白老に住みたいという要望が確かにございます。その中で、白老町住宅マ

スタープランの素案の中でも、若者の定住、賑わいと活力ある住環境作りを重点項目としています

ので、そういう形で建てるということにしたものであります。  

 次に３番目の、産業再配置促進事業補助金の充当でございますが、これはこういう補助金のメニ

ューがございますので、これを最大限に活用して建てたいということでございます。産業再配置促

進事業補助金につきましては、今指定区域内に工業再配置の促進法におきまして、特別誘導地区と

して石山工業団地特別工業地区が指定されてございますが、そこに企業が立地したときにその面積

相当で、補助金がつくというものでございます。  

 １点目、平成１２年度の大島工業さん。新しい前のほうの部分でございますけれども、その部分

が今年度末で期限が切れてしまいます。建ててから５年以内ですか。その補助金の活用ができると

いうものになっています。昨年阿部牛さんがこれの摘要になってございますので、合わせますと５

３５０万円くらい活用できるということで、これであればある程度目減りしても建てられるだろう

という判断に立ったところでございます。 

この補助金につきましては、民間企業さんが使える補助金と、自治体が使える補助金と２種類ご
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ざいます。自治体が使える補助メニューにつきましては平成１７年度で廃止されてしまうというこ

とでありますから、捨てるのも町としてはもったいない話しになりますので、これを最大限使おう

ということであります。民間のメニューについてはまだこれから継続していきます。現在、この補

助金につきましてはですね、補助枠、枠配分になってございまして、全国で手を挙げるところが多

くなりますと、補助率が下がってきます。５３５０万円というのは最大値ＭＡＸの数値でございま

して、全国で手を挙げる件数が増えますと、だんだんだんだん落ちてくると。過去には９０何パー

セント、１００パーセントという部分もございましたけれども、落ち込み時には６０パーセントく

らいという年もございました。それで、現在、そこはちょっと訂正していただきたいと思います。

参議経済省と書いているのを経済産業省の誤りですので訂正していただきたいと思います。現在ヒ

ヤリングが終了してございまして、全国集計している最中でございます。一応４月中に補助内示さ

れるということでございましたが、まだ確定は来ておりません。５月中に一応、補助申請をする予

定でございます。 

これは、町長の考え方として最大値が下がっても建てたいということで、起債と並行して建設す

るような形で考えております。今北海道産業経済局の３月における情報でございますが、全国ベー

スで補助予算総額の２倍以上の申請があるということで、これは予断を許さないような状況にある

のかなと思っております。ただ、件数が多いと手を下げるところも、過去にはあるという実態を聞

いております。ただ、今年で自治体向けが終わるということなものですから、これがどのように影

響してくるかというのがあるかなと思っています。これが大体の概要でございます。  

次の項目としまして、白老町立地企業連絡協議会、石山工業団地・石山特別地区それと町外から

誘導してきましたそれぞれ違う地区に建っている企業さんで、立地企業連絡協議会というのを組織

してございまして、これの幹事会を２月３日に開催しまして、本事業に対しての意見を聞いてござ

います。 

企業の従業員が利用するとした場合どのようなものを要望しているかというものを聞いて見ま

した。次のページをお願いいたします。一応先ほど２１社＋１で２２社と申しましたが、参加でき

なかったところについては、事前にアンケート調査で、もれなく意見が聞けるような形で取らせて

いただきました。実際には６社しか臨時幹事会には出席されませんでしたが、その中で意見を聞い

てみました。 

まず、意見の内容としましては、世帯主は公営住宅に入居可能なことから、入居できない単身者

と単身赴任されている方がおられまして、できればそういうような独身者向けの住宅を建設してい

ただきたいという意向が強かったです。結婚されている方は当然公営住宅に入れますので、という

意向がございました。中には、これ正式にいえるような話しではないと思いますが、実際に住む場

所がなくて、短期で異動するものですから、企業（会社）の２階で生活しているというような単身

者も実際に、工業団地の中の企業さんで居られるということで、早く建設していただきたいという

話もございました。 

場所につきましてはですね、車社会なので工業団地からそんなに遠くないところであればどこで

も良いのではないかという話しがありました。それともうひとつは若者であるから、やはり町中に
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近い、繁華街に近い場所に建ってもらうと地域経済に与える影響というのか、食べに行ったり、飲

みに行ったりということがあっていいのではないかというお話が出ていました。あと、家賃の考え

方を聞いたのですが、単身者の入居しやすい状況１Ｋであれば３万円以内、１ＤＫであれば３万５

千円以内であれば、入居するのではないかという話は伺いました。若い人の手取りは大体１３万円

くらいなのだと、入りやすいといったらそのくらいの金額ではないでしょうかねという話を聞いて

いました。家賃の設定については、公営住宅ような段階的な設定をするのではなくて、一律の設定

にしていただきたいと。敷金などそういう部分の問題もございますが、料金設定によっては判断し

にくいところがあるのですけれども、条件がよければ多く入るのではないかなという話を伺ってご

ざいます。 

次に４番目の企業誘致促進住宅の概要でございますが、今のような立地企業の意見を参考にしな

がら、建築基準・規模を出してみました。事業の規模としましては、当面産業再配置の充当の補助

金が５３５０万円ということで、１棟当たり６５００万円くらいかかるものですから、まず補助金

の充当としては、１棟・１ＤＫで８戸建てようという考え方をしてございます。事業費につきまし

ては約６５００万円。財源としましては産業再配置の補助金５３５０万円、これはＭＡＸですけれ

ども、これを予定しております。一部起債を充当したいという考え方でございます。  

場所ですが、次のページ大きい部分になりますけれども開いていただきたいと思います。石山工

業団地の全体図と、今回建てたいという場所の位置図を示させていただいています。石山工業団地

の丸く黒塗りしている部分が、今回産業再配置の補助金の対象事業でございます。ひとつは左側川

の縁が大島工業さん、平成１２年度に建設した部分です。それと逆に反対側の白老川のほうに阿部

牛さん、平成１６年度建設着手という、この２つが産業再配置の対象補助等ということになります。

建設場所ですが、石山大通をずうっと来まして公園通りに入ってきます。今末広に室信さんの住宅

が建ってございますが、そこの空き地を選定させていただきました。町内、なるべく町に近いよう

な形で検討させていただきまして、候補地としては何点か挙がったのですが、最終的にはこことい

うことで決めさせていただきました。  

まずひとつは、白老小学校の横に旧保育所の跡地がございます。ひとつの候補地として挙がりま

したが、適正配置の関係で学校の統合がございます。白老地区１ヶ所ということになってございま

すので、仮にこちらのほうになれば、ここは工事期間中の活用が考えられるだろうと。ここは正形

地でございますので手を加えるべきではないという考え方で、これは除外させていただきました。

もう一点は、本町の神社の横に空き地がございます。体育館の横で補助事業実施場所と書いてござ

いまして、その上に細長い敷地がございます。これにつきましては、昔川が流れておりまして、今

は１８０ｃｍの管が入っていまして、この下を通っています。この管を避ければ建てられるという

判断から、ここに計画をもっていってはどうかと、１回目はそこでさせていただきましたけれども、

これは昔からここを緑地帯で残すというお話もございまして、今神社の横で空き地としてあります。

これにつきまして、ここに建設しようという話をさせていただきましたら、是非ここは取得したい

という部分が出てきましたので、これは売ろうという考え方にたちました。  

それと、もうひとつは末広の中に末広公園がございまして、ちょうど建設場所の上のほうの空き
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地でございますが、ここもどうだろうかと検討しましたが、過去に町内会のほうで防災の関係です

とか、公共施設を立てるという昔の計画がございまして、町内合意が時間がかかるだろうというこ

とで、ここも断念いたしました。最終的には末広の信金さんの住宅の隣に、一応１棟、今のところ

計画しようという形で計画してございます。  

次のページ開いていただきたいと思います。これは末広の今現在の空地でございます。この中に、

現在ゲートボール場とフラワーセンターのハウスが建っています。これの調整はまでできてござい

ませんので、これは避けて建てたいということで、今斜線で塗りつぶしている部分を１棟現在建て

たいと。あとの３棟につきましては、これは産業経済省のほうに出すために、ある程度将来計画が

なければだめだということから埋めたものでありまして、これは今確定しているものではございま

せん。ただ、担当としては、現状としては５４名町外から通っていて、２５名が入りたいという要

望が今ございますので、当然８戸では足りないだろうなと思っておりますので、敷地の中の将来的

な活用としては、位置図を落としておくことは必要かなと思っております。ただ、この黒塗り以外

の３棟は今確定したものではございません。  

ちょうど下のほうが公園通りになりまして、上のほうが昔の日大のほうへ、今の栄高に上がって

いく道路になります。左側のほうが、今信金さんで売買した土地ということで、北西のほうに１棟

建てたいというかたちで考えてございます。  

一応間取り図面につきましては次のページになります。この内容については、あとで建築のほう

からもお話していただきますが、一応１ＬＤＫを考えてございまして、居間が１０畳、もうひとつ

部屋 6 畳ということで、居間に３．７５畳の台所がひとつついてございます。当初１ルームを考え

て、なるべく多くという考え方を持ったわけですが、１ルームでも２つの部屋でもコストはそんな

に変わらないということでありますから、ここ単身者ですけれど結婚して、公営住宅空かないまで

無理やり出るまで行かないだろうということで、２部屋あれば当面結婚しても、部屋を別に見つけ

てもらうまでは持つだろうということでこういう形にさせていただきました。これ、２階建てで１

階と２階で玄関２つつきまして８戸、一応建てる予定としてございます。  

次のページは正面図とか立面図になっておりますので、ご覧をいただきたいと思います。  

ちょっと前に戻っていただきたいと思います。次に、企業誘致促進住宅の事業年度でございます

が、これは今当面、産業再配置促進事業の補助金を充当するということで、１７年度という１年度

を想定してございまして、これは１棟１ＬＤＫ８戸を建設するということにしてございます。  

しかしながら、担当としては企業誘致の実態、これ企業誘致ばかりではなくて、一般の単身者も

多分多いだろうなという想定をしています。というのは、住宅のマスタープランを立てますときに、

国勢調査の数字ですけれども、白老町外から１，６００名が通われているという実態もありますの

で、工業団地でさえこれだけの数字がございますので、もっともっと単身者とかそういう数値もあ

るのだろうなと想定をしてございまして、これは町の財政状況ともご相談をしていかなければなら

ないですが、他の補助金の導入も検討しながら、うちとしては企業誘致に弾みをつけるのであれば、

将来的にはもうちょっと確保していかなければならないかなと思ってございます。  

もうひとつは、今美園に建っています雇用促進の住宅。あれが一応１９年、２０年で、これは時
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期がまだ確定してございませんけれども、地元に転売という考え方も出ていますので、今実際にあ

そこは５階建てで、なかなか上の方には妻帯の方が住まわれないというのが実態で、上のほうが空

いている状態ですから、あれを受けた時に、今のような考え方のもとで公営住宅とは違う活用も考

えられないかということで、住宅マスタープランの中では検討させていただいています。例えば、

半分上のほうを単身者で使うですとか、１．２階はそういう妻帯者で使うと。そういう検討もして

いかなければならないかなと思っております。  

それから、あと入居の基準ですが、北海道通産局から言われてございまして、これの補助採択の

基準は、あくまでも産業再配置促進のための補助金充当でありますよと。ですからこの入居基準は

工業再配置促進法における特別誘導地域に立地した企業に限ることが規則で求められますよとい

う注釈がつけられてございます。ですから石山工業団地及び石山特別工業地区、これに立地した企

業が中心にならざるを得ないかなという思いをしてございます。  

５番目ですが、家賃の目途、これはまだ確定したものではございませんが、考え方としてちょっ

と書かせていただいてございます。事業費６５００万円としまして、例えば産業再配置促進事業の

補助金が５０％まで落ちた場合、残りを起債を充てるわけですが、これの条件で、入居率９０％と

いう形を考えて、修繕費積立金を年に５０万円ずつ、将来の改修に備えたものを積立てたとした場

合、家賃を３万円とした場合約２１年間で収支均衡が保たれるという計算式を出していますので、

これを基準として家賃を今後検討していきたいという考え方でございます。  

あと、さっきの平面図に戻っていただきまして、設備等のお話も若干させていたいなと思ってい

ます。 

○委員長（加藤正恭君） はい、田中主幹どうぞ。  

○主幹（田中規雄君）  それでは、企業誘致促進住宅の配置図ということで、建物の敷地全体のこ

とからお話をさせていただきたいと思います。今回ですね、建物につきましては、１棟８戸木造の

２階建てということになります。面積につきましては、面積表に書かれているとおりでございます

が建築面積２０９．７３㎡、１階床面積２０８．９１㎡、２階も同じく２０８．９１㎡、延床面積

が４１７．８２㎡で約１２６坪の施設でございます。これにつきましては、建物本体以外にですね、

右横にあります駐車場の整備、個別に物置を建設する予定でございます。こちらの駐車場及び住宅

の前の道路につきましては、現在舗装までを含めての外構整備を考えてございます。  

 次に平面図のほう、次のページにお移りください。  

 構造的にはですね、木造二階建ての階段室型ということでございます。一応、こういうアパート

形式、皆さんご存知になると思いますが、いろんな形式がございます。階段室型、廊下型というふ

うにありますが、比較的プライバシーの問題、それから暖房的な問題とかを考えていきますと、階

段室型のほうがよかろうかということで、今回階段室型を採用していきたいというふうに思ってお

ります。 

 建物の構成でございますが、すべて１ＬＤＫということでございまして、こちらのほうにつきま

してはですね、１戸が１３．７９坪という大きさでございます。民間の１ＬＤＫと比較しますとち

ょっと大きめかなという感じでございますが、やはり今の若者のニーズというか、数人の若者の意
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見を聞きまして、いろいろと考えてみたところですね、１ルームということであればなかなか独身

者でも大変だと。１ＬＤＫクラス、または１ＤＫとなれば非常に寝室と居間とが分離されていると

いうことで、使いやすいという多くの意見を聞きましたものですから、その中で洋室を６畳、居間

については１０畳というふうに作ってございます。そして台所につきましては、今若者が好むタイ

プの対面式キッチンを採用しております。 

 それから、ユーティリティと書かれている部分でございますが、こちらのほうに洗濯機と洗面台

を置けるようになっております。それから浴室についてはユニットバスと。それから、この全体の

ですね、設備でございますが、一応オール電化の住宅ということで考えてございます。これにつき

まして、若者と単身者ということでございまして、留守がちになる可能性が非常に高いということ

で、留守になっているときの管理状況、安心といいますか、安全という面でいきますとですね、灯

油だとかガスだとかいろいろな設備がございますが、単身者でガスを消し忘れただとか、灯油のコ

ックを開けたままだとかいうことも含めていけばですね、安心できるスタイルは電気じゃなかろう

かと。 

 今、比較的オール電化というのがですね、他にも増えてきまして、この住宅についても安心・安

全の面からも含めますと、オール電化がいいのかなということで設備をしていってございます。一

応、簡単ではございますが以上のご説明を終わります。 

○委員長（加藤正恭君） どうもありがとうございました。両課からの説明がありました。これら

について、各委員さんいろいろとご質問があろうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 ありましたらどうぞ。はい宗像委員どうぞ。  

○委員（宗像 脩君） 場所の確認なんですけれども、今室信の住宅がありますね。あと花のハウ

スがあって、ゲートボール場があって、今の室信よりももっとハウス寄りに建てるということは、

ゲートボール場はつぶれます。それからハウスはどうなります。  

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 一応、今実際にゲートボール場は使ってございまして、これも

今財政のほうは、支障があればよけるという話はついているようですけれども、急に言って急に空

けれという話にはなりませんから、実際にハウスとゲートボール場には支障がないように建てよう

ということで、先ほどもいいましたが北西寄り、道路に対して奥のほうに立てる予定であります。

以上です。 

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ。 

○委員（宗像 脩君） 現場に行ってみないとはっきり分からないのですけれども、ゲートボール

場もそのまま使えるようにする、ハウスはもちろんあるというと。そのまたさらに間というと、そ

んなに土地があったかなと思って、今思うのですけれども、もしこれがあそこに建つとしたら、こ

れが建てばあとは全然、余分なというか余りの土地はないということですね。駐車場もとって、も

っと他のものが建てられるスペースは、これを建てると一杯一杯ですねということ。  

○委員長（加藤正恭君） はい、田中主幹。 

○主幹（田中規雄君）  今の敷地、ちょっとこれでは分かりづらいかもしれませんが、ゲートボー
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ル場につきましては、この配置図のですね、下の部分になると思います。それで、いくぶん室信さ

んのアパートの方には余裕があります。ハウスにつきましてはこの辺に建っているのですが、これ

もこの駐車場から見ると、まだ多少余裕がございます。大きなものは建てるスペースはございませ

んが、それほどぎちぎちという感じではなく建ち上がるとは思います。  

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ。 

○委員（宗像 脩君） もう１点。あくまでも単身者、家族もちではなくて。そういうことですか

ら、公営住宅であれば物置を別に建てますよね。今回はそういった関係の物置だとかそういうもの

は一切、外のほうに、これがそうか。はい、いいです。 

○委員長（加藤正恭君） 田中主幹どうぞ。 

○主幹（田中規雄君）  今の物置の件なんですが、一応車も持っているということで、タイヤ等を

入れられるだけの大きさの物置は屋外に用意してございます。  

○委員長（加藤正恭君） はい、山本副委員長どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） 質問させていただきます。これ企業誘致促進住宅の建設というのが名

目だと思うのですけれども、企業が誘致されたのではなくて石山工業団地の中には、会社そのもの

を同じ町内からあそこに移転したような、そんなに従業員も多くない会社も何件かあると思うので

すよ。そういうところで、単身の方がどこかよそから通うとかそういうこともケースありえると思

うのですけれども、この敷地内にある企業ですから、対象になるものでないのかなと思うのですけ

れども、その点についてまずお伺いしたいのが１点。  

 もう１点は、この建築に関わる、これ単純な質問なんですけれども、計算したら分かるのですけ

れども、㎡単価どのくらいについているのか教えていただきたいなと思います。２点お願いします。 

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） 一応、先ほども申し上げましたとおり、工業再配置促進法に定

める特別誘導地域という区域がございますので、これは当然、今都市計画決定を取っているを石山

工業団地内、それから特別工業地区、これは区域内に入ってございますので、この中にどのような

形でも誘導されて来たものについては、企業さんは対象になるということでありまして、町内企業

が、何件か出ていますけれども、そこに当然町外から雇用された部分が入りたいといえば当然対象

になるということでございます。  

○委員長（加藤正恭君） もう１点、田中主幹どうぞ。 

○主幹（田中規雄君）  今の床面積に係る坪当たり単価でございますが、坪当たりでお話しをさせ

ていただきます。そのほうがわかりやすいと思いますので。外構も含めた坪当たり金額につきまし

ては、５１万５千円になります。物置とか駐車場、それから舗装のほうを除きますと、建物本体で

いけば坪当たり約４９万円という設計の金額でございます。  

○委員長（加藤正恭君） はい、小西委員どうぞ。  

○委員（小西秀延君） 先ほどのご説明で、経済産業省に出す補助金の兼ね合いで、この４棟とい

う形の配置図を作られているという形で書かれているのですが、補助金が本年度で終わるとして、

今後もここに建設をしていく予定というのは、現在のところ町のほうでは考えていらっしゃるので
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すか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） これはあくまでも経済産業省に出した申請図面ということで考

えていただきたいのですが、うちとしてはですね、多分１棟では不足するという考え方は当然持っ

ています。 

今回、産業再配置の補助金をつけて建てようということで踏み切ったものでございまして、今後、

先ほども説明しましたように企業立地が盛んに行われると、自治体のほうには対象にならないとい

うことになりますので、そうなりますと単費でやらなければならないという部分がございます。  

 今、公営住宅とかそういう部分の補助金は若干あるんです。本当に微々たるもので、そうなりま

すと完全に６千万円全部単費になると。そういったとき、本当にこういったものを単費で建てるこ

とが可能なのかどうかという財政状況もございますので、この部分については今のところは、きち

んと計画は持っているものではありません。ただ先ほどいいましたように、当然そういうものも確

保していかなければならないといったときに、既存のある、雇用促進の部分ですとかそういう部分

で、一つは考えていかなければならないだろうなと。  

 あとは、また民間活力を導入してやったらどうかという、そういう部分のイメージもありますけ

れども、それは行政内部で確定したものではございませんので、なんとかそういう形の部分で今後

考えていければいいかなと思っています。 

 ですから、この３つについてはまだここに、きちんと建てると決まったものではないということ

でご理解いただきたいと思います。  

○委員長（加藤正恭君） 今村係長どうぞ。 

○経済振興係長（今村吉生君） 補足ですが、先ほども申しましたように、このあと都市整備課の

住宅マスタープラン等でご説明があるかと思いますが、やはり定住を考えていかなければならない

と。また、企業さんに対しても雇用を進めていかなければならないという観点から、今公営住宅で

は単身者が非常に、全く入れない住宅になっています。今ここで産業再配置の助成で作って８戸で

すけれども、これでは不足ではないかというふうに、今回の事業を検討していく中でですね、考え

ておりまして、今課長も話した通り、いろいろな側面で検討し、なおかつ単費持ち出しも非常に厳

しいかと思いますので、別な財源などを検討しながらですね、この計画に沿った形で進めたいなと

要望もそれだけ多いということをお伝えしておきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） もうちょっと補足したいと思いましけれども、９日に都市整備

課のほうで議論されると思いますけれども、今度、公営住宅の補助金も変わってくるということ。

交付金事業になると。ちょっと担当のほうとお話をした時にはですね、国交がある住宅の公営住宅

も含めて、整備計画を作っていくだろうと思いますけど、交付金事業になれば将来に向けて、こう

いう事業も組み込められるかもしれないという話も聞いていますので、うちとしてはそういう企業

さんに働いている若者の方が結構、町外から通っている実態から見れば、ここに建てるかどうかと

いうのは別にしましてですね、何とかそういうものも住宅の中で考えていただきたいという要望は
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出していかなければならないという感じでおります。  

○委員長（加藤正恭君） 俺もね、何点か聞きたいんだけれどもね、１７年度でこの補助金は打ち

切られるんですね。ということは民間も自治体も同じなんですね。はい、どうぞ。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） この工業再配置促進法による補助金についてはですね、まだ残

るんですよ。というのは先ほどもいいましたように、民間というか立地した企業が活用できるもの、

これについては今回阿部牛さんの送迎バス、東日本ウッドワークスは太陽ソーラー発電を屋根につ

けて、要するにランニングコストを落としているとか、そういうものをすでにやっています。これ

については継続していくのです。事業所が使うものについては立地した時に使えるような事業は継

続していくと。 

 過去に、その立地した部分で町が使える部分というのがあるんですよね。立地促進するために使

う補助金という考え方をしていただきたい。過去に北吉原のサイレン塔、これ区域内があるのです

けれども、要するに防災という観点からそれも導入して建てたこともございます。ですから企業さ

んが建てられる部分と自治体が建てられる部分と、要するに産業を促進する。そこの地域に工業を

集約して誘導するという補助金。これは使えるのですけれども、自治体が使える分が来年で終わる

と。ですから今後は、いろんな企業さんが立地してきても立地された企業さんはお使いになれるけ

れども、町がその部分について使えたものがなくなるということで。  

○委員長（加藤正恭君） だけど、先ほどの説明で補助金が交付金になると。交付金になるという

ことは、その精神というか考え方は活かされないのですか。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） 先ほど言ったのは、公営住宅の補助金が交付金事業になるとい

うことであって、産業再配置の部分が交付金事業になるということではないんですよ。完全に終わ

りということで、ですから今回手を上げる方がはかなりあるだろうと想定されているようです。た

だうちのほうとしては、先ほどいいました住宅マスタープランのからみだとかそういう部分で、町

長は補助金が落ちてもやろうという決断をされたという。ですからうちらとしては落ちるのがちょ

っと心配なんですよ。それは起債をつけてでも政策としてやろうという今回の数になっています。 

○委員長（加藤正恭君） だけどね、１７年度で終わるとはいうけれど、これ補助金の雇用促進に

対する住宅の、そういう考え方の新たな形で今後出てくると僕は思うのだけれども。まだ今のとこ

ろそれは打ち切りで終わりですよで、継続的には考えられないのですか。はい、課長どうぞ。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） 産業再配置促進事業補助金というのは、ある程度メニューはご

ざいます。メニューはあってもその事業事業、１件１件採択するものですから、たまたま今回単身

者用の住宅を建てたいという申し出をしたときに、これは全国で事例が今までなかったそうです。

この補助金の性格上、合致するものであるから採択できるでしょうということになったので、今ま

で過去にそういう単身者用の住宅をこの補助金を使って建てた例はないそうです。  

 ですから、当然それがメニュー化で、当初からあったものではなくて、今回終わる時に上がって

来たメニューで採択されたということですから、僕は多分難しいのではという気がしています。こ

ういう形のものが、新たに違う形のもので出てくるというのは難しいのではないかと気がしていま

す。 
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○委員長（加藤正恭君） だけどね、最近になってそういう個人住宅、単身者の住宅の需要が出て

きたということは、全国的に企業誘致を一生懸命にやろうとするところではひとつの共通した悩み

だと僕は思うんだよ。最近出てきたということは、それだけ需要が増えているというふうな考え方

をすれば、それに対しての補助金の精神というか、考え方というのは、今回はこれで終わりだけれ

ども、また別な独身用の補助とか交付金だとか、名目は別にしてもそういうことは考えられると思

うのだけれども、国の政策だから我々が「ああだ。こうだ。」と言っても始まらないのだけれども、

そのあたりの感触は全然ないのですか。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） 感触は、なかなか難しいと思われますね。国もご承知のとおり

総枠の補助金はかなり小さくしてきていますので、その結果がやっぱり自治体がつかえないという

部分で、しわ寄せがきたんだろうという気がしているんですよ。当然法律は残っていますから、そ

こに誘導するという政策はまだあるわけですから、これは民間企業が使える分については今後も継

続していきましょうと、ただし自治体は我慢してくださいということでありますから。  

 私ども、本当に使いたいと思っていますよ。ただ、新たにということは今の時代からいったら難

しいのかなと。ですからうちは、最終的に一旦先の既存のものを使うか、その公営住宅の交付金事

業にどうにか取り入れていただけないかと、そういう部分でやっぱり環境を守っていくというか、

ひとつのセールスポイントですから、これは持っていますよと。当然立地された時に、今は満杯で

すけれども空いた時には入れる状況になっていますよという、ひとつのセールスポイントだと思っ

ていますので、そういう部分で都市整備課、今度変わりますけれども、そういうセクションと町の

中で協議していきたいと思っています。  

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、今村係長。  

○経済振興係長（今村吉生君） この産業再配置補助金、通常補助金というのが、２分の１補助で

すよ、３分の２補助ですよ。確定した補助メニューで来ているものが、産業再配置補助金の場合、

予算大枠の中で取り合いなわけです。ですから企業が張り付いて、企業の建設した床面積に対して

９，０００円という単価が補助の、町村のＭＡＸになるわけです。今回もそのとおりなんですけれ

ども、今回はたまたま２社の分を一緒に充てて５千万円強の補助ＭＡＸなんですが、これを要望し

てＭＡＸがあるからといって、２分の１確定ですよではないのですね。ここに市町村の悩みがあり

まして、要望していってもうちは今５割で見ていますけれども、８割になるのか３割になるのか、

今年の要望で全国で１億８５００万円しかないのです。北海道枠ではなくて全国枠で。  

 過去ですね、昨年で２億７千万円です。ＭＡＸで１０億円近くあった時期もあったように伺って

いますが、結局各市町村で事業所が来てですね，その面積をもってしてＭＡＸをいただいてもです

ね、なかなか要望に答えられるだけで出てきていないという現状が随分続いて、通産省のほうもで

すね、なかなか活用できない、また財源の厳しい中でどんどん落ちてきている現状もあるんですね。 

 そういう中で、やはり手を挙げていても厳しい状況からおりていくという現状もあるように聞い

ておりますが、今回私どもはこれ最後に是非ともということで、新たな事業としてですね、お願い

したところです。 

○委員長（加藤正恭君） もう１点、これは産業経済課に聞くのではなくて、都市整備課のほうの
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問題になると思うのだけれどもね、これは９日に聞こうと思うのだけれども、政策的に、アンケー

トを取ると勤務地の５ｋｍ以内というのだけれども、僕は社台地区にこういう建物を建てる必要性

を前にも訴えたことがあるのだけれども、例えば町有地であろうとなかろうと社台地区は土地も安

いと思うし、社台地区に公営住宅を建てていくべきだと。なぜかというと総合的に考えて、あれだ

け立派な小学校があるわけですよ。今のところ独身だということはいっていても、結婚するとか、

世帯を持つかという方々の可能性を考えると、子どもさんを考えた場合に、社台小学校、今のまま

だったら、今何人いるか知らないけれども、減る一方であんな立派な建物建てて廃校にはならない

にしても、そういうことから考えると、社台地区に意識的に公営住宅を建てるべきだなというふう

に思っているのだけれども、今の段階で。それは９日の日に議論をするのだけれども、そういうも

のも視野に入れて物事は考えておいて欲しいと思うのだけれども、それを課長によく言っておいて

ください。 

 僕が社台出身だとか、ひいきではないのだけれども、白老町の人口を増やすというのは当然なん

だけれども、白老の中でも字白老にばかり集中するという政策ではなくて、できうれば５ｋｍ以内

ならば何とか我慢できるというのであれば、社台地区だって対象にしてもいいのではないのかなと、

社台ばかりではなくて萩野もそうなんだけれども、石山、もうちょっと向こうになっても、意識的

にそういうことも考えるべきではないかなと思うのだけれども。今の段階で、課長、それに対して

何かコメントない。どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 立地協の中で話していたのは、５ｋｍ以内と。それ以上遠くな

ってしまったら苫小牧から通えば、隣町から通えばいいのですからね。そういうことになってしま

いますから、やはりある程度会社に近いほうがいいという考え方を持っていまして、もう一つ出て

いたのはですね。なぜ苫小牧に住むか、住宅がないというのも当然ありますけれども、文化度みた

いな部分があったり、やっぱり便利だったりというところがありますから、そういう部分は若い人

に特に加味しなければならないのだろうなと。  

 先ほども申しましたように、私どもはやっぱり白老に住んでいただきたいという観点で、この住

宅を整備するものですから、建てても「そんなところだったら入らないよ」というのだったら何も

意味がないんですね。若者にとって利便性のあるところ、食べ物がすぐに食べられるですとか、飲

み屋さんがあるですとか、そういうものを加味されて、私どもは本当は保育所跡地に建てたいとい

う話をさせてもらったんですよ。４棟くらい計画していたら半分くらいは使えるだろうという話を

したときに、やっぱり土地の利用度から見て、こちらではないほうがいいという話になったんです。

これは地域に与える経済効果といったら、町中に近くて飲みにも行ってもらいたいし、食べにも行

ってもらいたいという観点なものですから、やっぱりそういう部分も加味して計画しなければなら

ないのかなと思っています。 

 これ、絶対萩野でなければだめだとか、  社台でなければだめだという話しではなくて、そうい

うものを加味しています。 

○委員長（加藤正恭君） だけど、そういう考え方は一極集中主義で、北海道で札幌に集中するの

と理屈は変わらないんだよ。だけど、白老の中で、できるだけ字白老に来ないような政策をとらな
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ければ、意識的に僕はやっていかなければならないと思う。なぜかというとさっきも言ったように

学校があるんだよと。あんなに立派なものを建てているのだけれども子どもさんはいないよと。利

用価値がなくなるのではないかということも総合的に考えて、生活館もある、いろんな施設もある

わけだから。そういうことも、地方というのは語弊があるけれども地方のことも考えた政策も検討

して欲しいなと思うけれども。はいどうぞ。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） それは今言う、私どもの単身者用の部分とね、これは単身者で

あっても特に企業誘致にからめて話をする部分と、やはり町全体の住宅をどうあるべきかというの

とバランスよく考えていくべきだと思っていますし、それはひとつ捉えて話をするのではなくて全

体の中で、当然議論されていくべきだなと思っていますから、それは都市整備課と協議していかな

ければならない。町全体としてやらなければならないことだなと思っています。ご理解いただきた

いと思います。 

○委員長（加藤正恭君） 大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） ひとつ、例えば補助金がなくなった場合、来年もしやるとしたらですよ。

起債はどのくらいつきますか、何％に。５０％くらい起債つきますか。  

○委員長（加藤正恭君） はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 今、補助金とか補助金ではないという部分を抜かしまして、１

００％つくと聞いています。名称は今調べますけれども、財政と協議させてもらったのは１００％

つくという話は聞いていましたけれども。 

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 起債が１００％ということはもちろん借金なんだけれども、補助がだめに

なって、今の場所にやりたいと考えた場合ね、坪単価が外構工事を抜けば４９万円ということで聞

いたのだけれども、どうしても必要な部分、もちろん単身者なのだから風呂と電気温水器はつけて

あげなければだめなんだろうね。もうちょっとスリムにしていって、この基準がどこから出た基準

かは分からないけれども、一般的に木造の２階建てですよね。それはほとんどの建築業者さんだっ

たら建てられると思うんです。もちろんこれも地元だろうと思いますけれども。うんとスリムにし

ていってね、地元の業者さんときちんと話しをして、どれくらいならばできるだろうかと。一般的

には民間の場合は、４９万円なんかでは建てないよね。もちろん設備の問題もあるよ。だけど民間

の場合お金があれば建てるけれども、お金がなければ今４９万円なんて、今２０万円、２５万円と

いうのがあるわけだよ。これが当てはまるかどうかは別だよ。だけど、考え方として、そういうふ

うにしても地元にきちんと金を落として、ぐるぐる金が回るような仕掛けを考えるということも含

めて考えたら、起債が１００％付くとしたら、今はある意味ではお金がなくてもできるわけだよね、

ひっぱるけれども、そういうことから考えても、この坪単価はどこまで落とせるか。例えば３０万

円なら３０万円まで落としてやれるものであれば、地元の業者にきちんと話をして、「これくらい

でできないのか」というような相談をして来年からやることだって僕は可能だと思うんだよ。  

 今やっぱり、どこだかに設計してもらって、これだけだからどうにもならないというような、そ

んなレベルの話しはもうやめたほうが良いと僕は思うのです。これくらいの建物だったら、地元の



 15

業者が本当にやらないよりやったほうがいいのだというような仕事の状況に、ないんだから建築や

さん。そういうことでやっぱり仕事をやるようなことを、僕は思うには役場が積極的に考えるべき

だろうと。３０万円くらいでやってくれるというのであれば、起債で来年からやってもらえば、僕

は良いのではいかと思うのだけれども、そういう考え方は議論されていますかね。  

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） まだ、これは正式にテーブルに上げて協議したわけではなく、

先ほどもちょっと言ったのは、工事等には民間活力ができないかと。町有地ですからクリアしなけ

ればならないことはいろいろあるのですが民間活力ができないかと。逆にいうと４棟ですから、こ

れ全部を民間活力で管理をしてもらうという指定管理者制度と、いろいろありますから。相手があ

っての話ですから断定しては。私ちょっとそういうイメージを持っているものですけれども、協議

してみる価値はあるかなと思っているんですね。上のほうにはチラッと話していますけれども、こ

れはテーブルにのっけって、私がどうしますかという話しではなくて、そういう方法も将来考えら

れるのではないですかというくらいの話なんですけれども、役場がやるとどうしても歩掛り単価と

か、今回もそうなんですけれども、補助を使うものですから正規の単価使ってくださいということ

になるんです。民間活力であれば、土地を提供して民間にやってもらうと。その中で増やしてもら

えれば、そのほうが安く建つのではないかなと。  

 今６５００万円くらいといっていますけれども、打診すると 5０００万円くらいで建つのではな

いかという話も聞いていたりしましたので、それであればもっともっと、ただ民間活力を入れても

家賃が高くなるのであれば、今までと何も変わらないわけですから、いかにそれを安くする工夫。

それで民間の方々、一時的には代金として潤うと。そこから収益が出たもので管理をしていけば、

人件費くらい出ればまた違うのではないかという発想だとかいろいろあるものですから、その中で

私ども多分１棟では、先ほどの状況を話したら足りないのだろうなと。１棟で入っちゃったら不満

をもつのだろうなという気がしていますので、できればここの図面にあるくらい本当は建てられれ

ば理想かなと思っていますので、そうなった時に一般の人も企業さんもと分け隔てできなくなりま

すから。ひとつは企業用、ひとつは一般用とそういう区分もできるのかなと思っていますので、そ

れは将来の勉強課題ということで、私変わりますけれど、引き継いでいきたいなという考え方をし

ていました。 

○委員長（加藤正恭君） はい。 

○委員（大渕紀夫君） あのね、僕がいいたいのはね、例えば今課長が言われた民間がだめだと全

然思わないの、それはそれでもいいの。ただね、段階的に補助が入らないで起債でやれるとなった

段階で、そこまで一遍にいくということがなかなか大変だと。それ、時間がかかったら何も意味が

ないですよ。俺が言っているのは、やっぱり来年やるということなんです。そうなれば、やっぱり

この単価を最小限まで落とすと、落としてもらえるような状況を作ると。補助が入らなければでき

るわけでしょ。そうしたらそういうかたちの中で町がやって、建てるのは、そのあとのことについ

てはまた考えればいいのだよ。 

 管理委託なんかも含めてね、ここにも書いてあるように、施設の管理は行政が行って欲しい、入
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退居うんぬんというところもあるわけだから、それから家賃が３万円以上はちょっと考えてほしい

というのがあるわけだから。これはやはり足かせがあるわけだよね。そうなれば一定限度、来た企

業オンリーではなくて、他の人も入れるようになるのだろうけれども、来た企業の要望をきちんと

満たしてあげるということも必要なんだよ、僕からいわせれば。なんだ勝手に建てるのをみんな民

間に丸投げにしたのかってことになるでしょ、そうではなくてそこも考えながらやるとしたら、さ

っき言ったように建てる業者さんに、町が相談をしてどこまで下げられるのだと。改善だけでも良

いからあなたたち今建てたほうが良いだろうという、ぎりぎりの線まで落としてもらうと。そうい

うことをね、本当に話しできるような形にしていかないと、一発で民間丸投げになるとさ、またこ

れいろいろあると思うんだ。こういう中身だったら。だから過渡期的な段階ではそれをやって、そ

れがうまくいったら民間にいくというのがね、可能性としては１年間なら１年間、２年間なら２年

間管理した上で、入る企業誘致されたところも、なるほどこれなら民間でやってもらっても管理委

託は大丈夫だよってことだって、２年間経てば分かるってことだってあるでしょ。だめだからやら

なければだめだということになるかもしれないし、だからそういう見極めの期間も持ちながら、し

かしやっぱり今年の４９万円は仕方がないにしても、来年は３０万円なら３０万円でやってもらう

と。その代りあと２棟やりますよと。それは絶対地元に落としますよと、個々の企業ではなくて、

建設協会なら建設協会の建築部会と話をして、そこにやっぱりやってもらうと。業者はあなたたち

で決めなさいと。フロは安いところをとりなさいというようなことができるのであれば、民間の場

合は建てるとき、みんなはそうやってやるのだから、だからそういう考え方を本当に入れていかな

いと、一発で民間にいくといったってそうはいかないと僕は思うんだよ。そういうところで少しず

つ頭をやわらかくしたほうが良いのではないかというふうに思うのだけれど、どんなものでしょう。 

○委員長（加藤正恭君） はい、田中主幹どうぞ。  

○主幹（田中規雄君）  今回の設計の関係でございます。最初建設協会と協議をさせていただきま

した。建設協会と協議をさせていただいた中で、どの程度でできるのだろうというところの話をし

ております。行き着いた金額がこの金額になっています。  

それとですね、いろんな金額の価格帯の建物がございます。今回私のほうでまず、絶対に譲れな

い部分、これはお金をけちってはいけないというのは防音でございます。今まで、いろんなところ

でアパートを建てております。ただ、防音関係でですね、問題のトラブルの多いところを良く聞き

ます。苫小牧辺りとかでもかなり、建てたマンションから１年もしないうちにいなくなると、そこ

が空き家になるというところを聞いております。そこだけは絶対に譲れない場所だと、それにお金

なんぼ掛かってもいいよというところはあります。だからそういうところも含めましてですね、や

はり重要なところは省けない。ただし、あと極端な話しあまりよい仕上げにはなっていないんです

よ。ここ地盤が悪いので杭を打たなければならない。杭のお金も１００万円くらいかかりますけれ

ども、そういうのも含めたこの場所での金額がですね、やはりこの辺に落ち着いてしまったと。  

 だから今回もですね、民間でその会社がですね、自分で経営すればもうちょっと安くなるかもし

れませんけれども、それより極端に高いという金額にはなっていません。  

○委員長（加藤正恭君） はい。 
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○委員（大渕紀夫君） ただね、それは僕分からないでいう話だから。ただ、白老で普通のところ

で建てているでしょう。たくさん建っている。ものすごく建っているんだよ。あれはさ、こんな単

価なのかなと思うのさ、杭のことは分からないよ。なぜそういうことを言うかといったらさ、実際

にあそこは経営して５万円なら５万円もらって経営しているんだよね。こっちは３万円だから、そ

れは下げるというわけにはいかないから、それは政策的にやるしかないわけでしょ。そうすれば、

民間あれだけ建って５万円で経営できるのなら、もうちょっと下がらなければ、できるのかい。  

○委員長（加藤正恭君） はい、田中主幹。 

○主幹（田中規雄君）  その大きさとか、規模にもよりますけれども、世帯向けの住宅があります

すね、２Ｌとか３ＬＤＫ、これのほうが坪当たり単価は安くできるんです。お風呂だとかトイレだ

とかが全部掛かりますので、小さくなればなるほど㎡当り単価が高くなります。だから、一般住宅

もそうなんですよ。３０坪よりは４０坪のほうが坪当り単価は安くなります。それで、平屋よりは

総２階のほうが安くなります。そういうことも含めましてですね、坪当り単価は最終的にはあくま

でも目安でございまして、それからスタートしているわけではないものですから、いろんなところ

をつめましてですね、結果的にはこの金額になったというところなんです。  

 この辺の金額が高い安いという論議は、いろいろ受けとめ方があると思いますが、この辺り規模

は小さい１ＬＤＫという中で 8 戸があるということと、今の譲れない部分、基礎（杭）と防音です

ね。これについてちょっとお金が掛かっているということも考えまして、実は建設協会の部会長さ

んともスタートの時点でいろいろお話をしながらスタートしまして、設計事務所はやはり、協会で

やりますとですね、個人的な利害関係が出たら困りますので、やはり設計事務所に依頼して設計を

していったのですが、そこでもやはりコスト的には民間価格をかなり意識してもらって今回やって

ございます。道単でやると１５００万円くらいオーバーしちゃったので、それより民間価格という

ことで圧縮してこの辺の金額にはなっています。  

最近、私のほうでもですね、道単というのはほとんど使っていなくて、公営住宅についてもです

ね、民間、市場価格を採用していまして、大体１７００万円を切っている形で１戸当り作っている

んですが、これについてはほかに自治体から比べればかなり安い結果にはなってございます。  

ただ、先ほど言われましたですね、民間の借家業を営む会社がですね、建築屋さんの場合、それ

を作って貸すと、やはりかなりコスト的には抑えられるということは間違いございません。 

○委員長（加藤正恭君） はい、課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 先ほど、起債の関係でお答えできなかったんですけれども、起

債の名称はですね、地域活性化事業債という名称になってございます。  

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） これメニューたくさんあるの。 

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、今村係長。  

○経済振興係長（今村吉生君） この起債につきましては、一応昨年度といいますか、１６年度の

中で拾って、もう打診はしております。もうひとつ事業債がありまして、それを今財政のほうで調

整中です。今ぎりぎりでやっていますので、設計費が入るか入らないかの部分もありますので、そ
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の辺も検討して、今２つで進めております。  

○委員（大渕紀夫君） １００％起債というのはそんなにたくさんないでしょう。 

○委員長（加藤正恭君） １０分くらい、ちょっと休憩します。  

休  憩（午前１１時１５分） 

 

再  開（午前１１時２６分） 

○委員長（加藤正恭君） 委員会を再開いたします。あと、どなたかお聞きしたいことがあれば、

宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像 脩君） 最初に２２社ですか、その中の１５４名が通勤している。さらに白老に２

５名住みたいという希望もあるという、私には、その２５名の心を大事にしたいんです。せっかく

そういうのがあるわけですからね。もし、これが今できたこの案については良いなと思うのですけ

れども、これで８戸ですよね、残り１０何名いるんですけれどもね、それのことを早急に考える必

要もあるなと。そこでふと思ったのが、北吉原の海岸線に教員住宅があったのを、確か大島工業だ

と思いましたけれども、ああいうのも一つの方法だと思うのだけれども、まずひとつは、白老町に

今、町の職員住宅だとか、教職員住宅だとかというなかで、一番手っ取り早いから上げたのですけ

れども、空いているのを利用するとかということはできないのかということがひとつ。  

それから、今言ったのは一番やりやすいから、それを言ったのですけれども、民間の住宅でも、

民間というのは単身者用にはできていないと思いますから、改造したりして１つの家に２人入ると

か、そういうような方法もあるなと考えながら、民間の空き家を利用するとかということはできな

いのか、考えていらっしゃるのか。その辺について伺いたいと思います。  

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） まず、企業誘致の促進住宅としての位置付けとしては、教員住

宅・職員住宅の部分までは実際には考えてはいなかったという現状であります。ただ、今回はじめ

て促進住宅という位置付けの中で、単身者を入れようということでありますから、今後大渕委員が

いわれたような方法も当然あるでしょうし、また違う部分が考えられ、これは十分に検討していか

なければならないかなと思っています。  

 もうひとつはですね、この企業誘致の部分だけではなくて、今盛んに言われているのは、首都圏

で６００万人、７００万人の定年退職、団塊の世代が出てくるということで、北海道も今定住策、

移住策というのを打ち出しているんですね。ですから、この辺の部分、今企画課のとも協議させて

もらっていまして、観光と完全に結びつくものですから、またふるさと農園と結びつけてそういう

ものも促進できないかという考え方もあるものですから、これの検討に今、着手しましょうという

投げかけは企画のほうにさせてもらっているんです。私どもだけではできないものですから。また、

住宅も入らなければならないものですから。その中で、今おっしゃられたような発想というのは当

然、活かしていけるのかなと僕は思っているんですよ。企業誘致ばかりではなくて、そういう部分

の視点で、何とか人口を増やしていく。そういうことによって地域が活性化してきたり、これ、う

ちの町にとっては３０年、４０年の温泉分譲地の苦い経験がありますから、年寄りが増えてきて、
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医療費が上がるというそういう部分も当然検討しなければならないと思います。  

 ただ、単純に若い人移住してくるのか、定住してくるのか、その部分も含めて、例えば企業団地

に光ファイバーを引いて､ミニオフィスをつけるだとか、そういうものも含めて総合的にする検討

する必要があるかなと思っています。  

 だから、この企業誘致促進住宅、これ単体で、当然考えていかなければならない部分もあります

けれども、私は広くなるのかなと認識していますので、ちょっとその辺でもう少しお時間いただき

ながら、課と課が連携してやって、政策推進室もできましたので､今度そういうところで取り上げ

て、連携しながら考えていくべきだと私は思っていますので､提案していきたいと思っています。

よろしくお願いします。  

○委員長（加藤正恭君） 宗像委員の今の考え方、また都市整備のところで同じような質問をして、

議論を深めていただきたいと思います。山本副委員長どうぞ。  

○副委員長（山本浩平君） ちょっとずれるかもしれません。関連質問として質問させていただき

たいと思うのですけれども。昔はものを作ればいくらでも売れる時代がありました。その時代にお

いては白老の製造業も、ほとんど社宅を作って、そして労働者を確保していたという時代で。今新

しく社宅を建てるような会社はないと思うんです。古い社宅はそのまま利用していると思うのです

けれども、それでこういうような話しになってくると思いますので、是非とも第３商港区の予算も

つきましたので、企業がきちんと社宅を建てられるような企業を積極的に誘致していただきたいと

思います。 

関連の質問なんですけれども、今､日本製紙がですね、１０年計画で社宅を建築されているとい

うふうに聞いていますけれども､分かる範囲で結構です。具体的内容というのか、どういった人を

対象で、どういう計画なのかというのも分かれば教えていただければありがたいなと。  

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 先般、日本製紙のほうへ行って、社宅建設の部分についてはお

聞きしてきました。行政報告で話をという考え方もあったのですが、日本製紙のほうのご答弁では、

この１０年というのは確定した部分ではないと。毎年毎年本社決裁でなるものだから、来年以降の

部分については確約できないと。そういうものがあったものですから、行政報告に至りませんでし

たが、今年建てるということについては間違いございません。私どものと、ちょっと似ていまして、

１棟４戸３ＬＤＫの建物を４戸建てると。ある筋から聞くと１０年間で４０戸だよという話しもし

ているんですけれども、ただ､総務課長の正式なコメントはそういうことで単年単年ですよと。日

本製紙として１０年計画と決めたものでもありませんと。ですから、そういってもらうと困るんで

すという話を受けていますので、単年度事業というお考えをされていただいたほうがよろしいかな

と思っております。以上です。 

○委員長（加藤正恭君） はい、他にありますか。  

先ほど雇用促進事業団の住宅が、事業団の解体を含めただから、いつになるかわからないという

課長の話しで､１８年か１９年になるのではないのということを、ちょっと言っていたけれども、

そのあたりは見通しとしてはそんなものなんですか。  
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○産業経済課長（上坊寺博之君） あたし､正式にお聞きしに行ったわけではないですけれども、

２１年までには処分というか、取り壊すか地元に売却するかがしたいという話は聞いています。で

すから、１９年くらいからスタートしていくのかなというふうな、解散する部分は作っても何年か

掛かりますのでね、いくらで売るかという交渉になってきますから、そのくらいなのかなという意

識はしていますけれども。一応聞いているのは２１年という話しで聞いています。  

○委員長（加藤正恭君） 相当たたけるでしょうあれは。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 私お聞きしているのは、住宅は共同福祉センターと違って、高

いというお話しを聞いていました。財産として価値が出るものですから共同福祉センターは１万円

で買ったんですよ。こっちの厚生年金はいくらかは分かりますから、あそこは７千万円とかそんな

話をしていますけれども、ただ、住宅は高いですよという話は聞いておりますね。まだ全然見えて

はきていません。 

○委員長（加藤正恭君） 一応２１年頃までには処分したいということの話は。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） お聞きしています。 

○委員長（加藤正恭君） ほかにどなたか。９日に都市整備課のほうと､またゆっくりする機会が

ありますから、ここで出なかったことも出てくるかも、可能性もあろうかと思いますが、そのとき

にでもまた聞いてもらうと。当日は、産業経済課も出る予定なんですか。出る予定はないの。都市

整備課だけのこの資料に基づいた、分かりました。なければこの辺で閉じたいと思いますが、いか

がでございましょうか。良いですか。  

 それでは、これで終わります。どうもありがとうございました。ご苦労様でした。  

 

（午前１１時３６分）  


