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○開会の宣告 

○委員長（加藤正恭君）  それでは、ただ今から産業建設常任委員会を開催いたしたいと思いま

す。 

 

○委員長（加藤正恭君）  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」と呼ぶ者あり］ 

○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。本日の委員会は 4 月 28 日に引き続きに『産業振興に係る住宅政

策全般について』の所管事務調査を行いたいと思います。 

それから、審議に入ります前に本日は建設課から説明を受けるわけでございますけれども、5 月 1

日付の人事異動等によって前任者である政策推進室の松井参事と高畠参事にも出席をいただいてお

りますことをよろしくお願いいたします。主として今までこの産業振興の住宅政策に関わっては松

井さんと高畠さんとが直接関わっておられたということでございますので、主にそのお二人の方か

らご説明をいただければというふうに思っております。よろしくお願いをいたしたいと思います。 

それでは、事務方の方からは別にいいですね。 

それでは、後藤建設課長の方からちょっとお話したいことがあるそうですから。お願いします。 

○建設課長（後藤光雄君）  本日の産業建設常任委員会でございますが、先ほども触れましたよ

うに先の人事異動で発令があったばかりというふうなこともございます。委員会の審議と言いまし

ょうか、調査事項に間違いやわからないとか、知らないとかと言った、いわゆる無責任なご説明も

出来ないというふうなこともございますので、真に恐縮ではございますが、ただ今、委員長が言わ

れましたように本日の委員会におきましては前任の松井参事と高畠参事に対応させていただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（加藤正恭君）  はい。ということで進めて参りたいと思います。それでは、早速審議

に入りたいと思います。松井参事、どうぞお願いいたします。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  5 月 1 日付の人事異動で変わっておりますけども、先ほど、

後藤課長が述べたように人事発令後間もないものですから、私と、当時、担当しておりました高畠

参事の方からご説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 今日、ご説明したい事項につきましては「緑ヶ丘・西団地の建替え」でございまして、「全面的改

善事業について」「住宅交付金制度について」、この 3 つの部分について主にご説明をしたいと思い

ます。3 月 31 日に白老町住宅政策検討委員会から「白老町住宅マスタープラン」「公営住宅ストッ

ク総合活用計画」について町長に答申があったところでありますけれども、その内容につきまして

は 3 月 16 日に開催していただきました、産業建設常任委員会委員協議会でご説明をさせていただき

ましたが、特にその中の3 点、「緑ヶ丘・西団地の建替え」については建替えする場所の建設位置等

について。それが、全面的改善事業につきましてはニセコ町の改善事業との相違点について。それ
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から、住宅交付金制度については今まで公営住宅は補助金がございましたけれども、三位一体改革

によりまして補助金が廃止されまして、今度は交付金になりました。その補助率が50％から 45％に

最大下がりましたけれども、支援を出すことによって他のメニューと組み合わせて有利に交付金が

活用できることになりましたので、それらについて詳しく説明をさせていただきます。なお、説明

した事項の実施方法等につきましては今後、財源等を含めて検討して参りたいと思っております。

当時、住宅計画を担当しておりました高畠参事の方から説明をさせていただきますのでよろしくお

願いをいたします。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事、お願いします。 

○政策推進室参事（高畠章君）  それでは、私の方から。５月１日で政策推進室の方に異動にな

りましたが、まだ引継ぎ期間ということで私の方からご説明させていただきたいと思います。 

皆様方の方に４月の第３週に資料を送付したかと思うのですが、その資料についてご確認したい

と思います。まず、住宅マスタープラン本編１冊。それと白老町公営住宅ストック総合活用計画本

編１冊。それと資料の１ということで全面的改善事業について。それと緑ヶ丘団地の建替えについ

てと。そして、住宅交付金制度ということで、全部で資料番号３番まで行っているかなと思います。 

 それでは、早速ですね、説明に入りますがこの議案の中に無い形で資料を、住宅マスタープラン

と、それから公営住宅ストック活用計画を配付しております。これにつきましては、３月にここの

協議会でご説明しておりますので、その後ですね、変更のあった部分についてですね、大きく変更

にあった部分について説明をしたいと思います。まず、住宅マスタープランをお開き願いたいと思

います。ここの 27 ページ。ここでその他の関連計画ということで従前、健康日本 21 計画、それか

らエンゼルプラン、その 2 つがあったのですが、この住宅マスタープランを同時並行に健康福祉課

の方で策定していました 3 つの福祉計画、白老町地域福祉計画・次世代育成支援行動計画・障がい

者福祉計画、この 3 つが住宅マスタープランと一緒に策定されておりました。それらが一応、答申

を受け決定されたということで、より住宅政策と深い 3 つのプランに差し替えしてその他計画の中

に盛り込んだというところでございます。 

 それから、47 ページの住宅・住環境における課題の整理、第 5 章なのですが。ここで本町におけ

る特異な課題、それと自治体レベルでも課題として捉えて取り組まなければいけない、その 2 点に

ついて盛り込んだところです。上の 1番の課題の整理の7 行目。『平成2 年の国勢調査によりますと、

町外から町内企業への通勤者は1,089 人で 10 年後の平成12 年の国勢調査では 1,611 人と 522 人も

増加しており、様々な要因により就業者の町外居住傾向が拡大していると推測されますが、住宅・

住環境の充実はこの懸念すべき状況を抑止する大きなファクターのひとつと考えます。』とこの 4

行を加えております。そして、さらに、それから 4 行下の『さらに、平成 17 年 2 月 16 日には地球

温暖化防止京都会議で採択された京都議定書も発効し、その達成のため自治体レベルでも温室効果

ガス排出抑制が求められ、まちづくり全般にわたり重要な課題としてその対策を講じなければなり

ません。』と。そして『また、白老町都市計画マスタープランにおいても「持続ある発展を追及する

地域社会の創造を目指して！」が基本理念として示され、自然環境に与える負荷について、その許
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容量を見極めバランスのとれた地域社会の構築を目標としています。このようなことから、住宅政

策においても環境負荷の少ない取り組みの推進が求められています。』ということで、ここの 8 行を

加えたところでございます。住宅マスタープランで大きく変わったところは以上のところです。 

 そして、次に公営住宅ストック総合活用計画ですが、ここでは46 ページをお開き願いたいと思い

ます。２次判定結果のところの表ですが、実はここの表は美園団地の主に４階建てのところなので

すが、ここは前回の説明の中では全部単なる維持保全という形の表現でした。今回はＤとＥとＦ2、

Ｇ、Тにつきまして北海道と打ち合わせをした中で本町としましては単独費でバルコニーの手摺の

改修だとか、外壁の落下防止改善を当初単独費で考えていたところなのですが、北海道と打ち合わ

せの結果ですね、まだ決定はしておりませんが北海道で調査した結果ですね、補助として認められ

る可能性があるということで、それにはまず、これに搭載しておいてくださいと。この計画に搭載

しておいてくださいということになりまして、このＤ・Ｅ・Ｆ２・Ｇ・Тについて、このように『（外

壁落下防止改善）・バルコニー手摺の改修』という項目を加えさせていただいたところでございます。

北海道の方もこれからですね、この計画に載っていないと基本的には補助対象にならないというこ

とが明確に打ち出されているものですから、一応、今の段階でなりそうなものはやはり盛り込んで

おくべきだということで盛り込んだところでございます。 

 そして次、59 ページ、Ａ3 版の表です。ここに今後、10 年間の計画期間と 20 年間の構想期間の

公営住宅の建替えだとか維持保全のプログラムを表にしてございます。ここで、白老町が今現在抱

えている13団地・999 戸を今後どうするかということがこの表で大体お分かりになるかと思います。

従前、白老地区の 7 番目の美園団地、ここのところの耐火構造・平成 16 年 3 月末管理戸数 240 戸、

これについて今、説明した維持保全という部分で変えたところですね。補助事業に乗っかるという

ことで平成17 年から 21 年まで各24 戸、5 棟、合計120 戸、ここを改善しますということで書き加

えております。 

それと、構想期間の中で美園の簡平というふうに書いてあるところ。69 の（48）ということで平

成 27 年から平成 36 年までの間、建替え・改修しましょうということで、合計 117 戸ですね。これ

は内数でございませんので、合計69＋48 で 117 戸なんです。この117 個を改修しましょうと。この

69 個は建替えということで、そして 48 戸はトータルリモデルと言いまして全面的改善事業、いわ

ゆるコンクリートブロック・平屋建てブロック造りの住宅を、躯体をそのまま生かして、外側それ

から内側を全面リニューアルするという工法を48 戸とりましょうと。117 個の内、48 戸とりましょ

うと。構想期間の中でこのように考えているところです。以前に説明したところは、117 戸全部建

替えという考え方でございました。それと萩野も同じですね。ここも全部で32 戸建替える内、半分

は全面的改善事業をしましょうというふうに考え方を変えております。 

ただ、今後ですね、これはあくまで構想期間の話でまだ10 年以上後の話でございます。国の政策

もどんどん、どんどん移り変わってきておりますので建替えと全面的改善事業とほぼ半分半分とい

う感じで考えておりますが、実際、専門家の話によりますと壊して建替えする方法というのは 10

年後ぐらいにはそういう方法は無いのではないかと。おそらく全面的改善事業しか補助の対象にな
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らないのではないかというような話もございます。が、その時はまた、この計画というのは基本的

には 5 年後にまた見直しというふうになっていますもので、その時の事案に合わせてまた変わるか

なというふうに考えております。 

 そして、次の60 ページですが、ここで維持保全のための適正修繕計画というものを登載したとこ

ろでございます。今、本町の抱えております平成 16 年 12 月末現在で政策空き家を抜かした、入居

している戸数が 937 戸あります。この 937 戸を維持管理だけでもたせたら維持管理費がどのように

推移するかということで 61 ページに棒グラフにて表示してございます。平成 17 年に 4,500 万弱の

ものが平成 26 年には 5,500 万ぐらいに膨らんできますと。10 年間で 1 千万ぐらい膨らむというよ

うな試算になってございます。これは、あくまで北海道の道営住宅を統計的にですね、新しい住宅

を 1 戸建てたらそれを廃棄するまでどのぐらいかかったかというのを統計的に処理しまして、各年

度ごとに定数を設けて処理出来るような、そういう計算手法が確立されておりまして、それをうち

の住宅に当てはめたものでございます。ですから、実際とは違います。理想的な水準で行けば、こ

のような推移になるだろうと。実際面から行けば、うちの方は大体平均しますと、年によって大規

模改修だとかがある年もありますのでデコボコありますが、平均すると大体 2,500 万から 3,500 万

ぐらいの数字だと思います。ですから、500 万から 1,000 万ぐらい、ちょっとこの数値より低いか

なという実態になってございます。 

 これで住宅マスタープランと白老公営住宅ストック総合活用計画について、3 月 31 日に策定の検

討委員会から白老町長に答申された内容でございます。これにつきましては、まだ財源的な問題も

ございますので、まだ町としては決定されていないということでご理解いただきたいなと思います。

基本的には財政改革プログラムとどう整合を取るかというのがまだ最終的に残された課題となって

おります。 

 それでは本題の、まず、ニセコ町の公営住宅全面的改善事業の概要ということで、この概要が 3

月の定例会で小西議員の方から代表質問がございまして、それに対する補足説明としてこの計画の

概要について新たに情報を入手したので説明いたしたいと思います。 

 開きまして 1 ページ目ですが、ここで北海道の住宅課の計画指導係が主導的な役割を果たしまし

て、今般 2 月にニセコ町の既存の公営住宅 5 棟・20 戸、これが本来の補助制度では整備出来ない、

改善できないというようなことが今回可能になったと、許可になったということでございます。北

海道には1950 年から 1970 年の 20 年にかけましてですね、いわゆる平屋のコンクリート造り住宅が

約 5 万戸建設されて、全国平均の約 3 倍という大量のコンクリート造り住宅を既存の住宅として使

われているのが現状でございます。本町については 531 戸あります。ここの 1 番目の耐火構造（Ｃ

Ｂ造）平屋建て住宅におけるトータルリモデル事業に係る国にとの協議というところで、上から 3

行目のところに括弧書きで『以下「簡平住宅」』と書いてございます。この簡平住宅というのが緑ヶ

丘団地だとか美園団地にありますコンクリートブロック造りの平屋建て住宅のことです。正式名で

言うと『簡易耐火構造平屋建てブロック造り』という非常に長ったらしい名前ですので、一応、説

明の中では『簡平住宅』ということで呼ばせていただきたいなと思います。 
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 で、北海道では先ほども申しましたように 5 万戸も抱えているということで今後、これらを全面

的に廃棄して建替えするという更新方法では莫大なお金がかかり、そして環境に負荷を与えるとい

うようなことと、それと北海道のブロック造りの技術というのが非常に高いものがあるということ

で何とかならないかということで北海道はこの既存のブロック住宅について、構造耐力上、支障が

ないかというようなことを検討し、それらを物理的にあるいは化学的に特に問題がないというもの

が多数存在するということを確認し、国土交通省と協議をした結果、確認の手法、要するに評価の

手法ですね、大丈夫だと、まだもつよという評価の手法と、それから改善の手法につきまして技術

的な確立を図って、国土交通省の認める公的な機関に検討してもらって問題ないとされたものにつ

いては従来の全面的改善事業、トータルリモデルと言うのですが、この事業に採択されるというよ

うな仕組みになったところでございます。 

 それでニセコ町につきましては、もうだいぶ前からこの手法によってもったいないから何とかト

ータルリモデルで改善できないかということを北海道に申し入れておりまして、本町としましても

住宅マスタープランあるいは公営住宅ストック総合活用計画を策定しているということで、本町と

ニセコ町、美深町、この 3 つが一応要望を上げまして、何とかならないかということで進んでいた

経緯もございます。そんな中でニセコ町の方が早く住宅ストック総合活用計画が出来上がったと。

うちより半年ぐらい前に出来上がったということで、ニセコ町が最初に手懸けたということでああ

いう形で新聞記事に載ったということでございます。ニセコ町につきましては5 棟・20 戸が対象と

なりまして、その内の 12 戸を本年度事業として、残りの 8 個を 2006 年の事業としてやる予定で合

計約 2 億円ぐらいと。従前のまるっきり壊して建替えであれば 4 億円と。半分に済むよというよう

な、単年度の財政事業だけを考えれば、その方がいいんじゃないかということで事業に着手したと

ころでございます。ただ、このトータルリモデル事業で改善したとしましても耐用年数が 30 年延び

るだけであります。でも、従前の建て替えで行くと70 年延びると。ですから、そういうことから考

えますと、やはり補助制度がある限りは従前の方法で建替えた方がずっとコスト的には有利だと。

簡単に申し上げれば、トータルリモデルで改修した場合は年間の償却額を考えれば、トータルリモ

デルでは年間の償却額が28 万 5 千円。そして、建替えた場合は22 万ということで約6 万 5 千円の

差が出ます。ですから、コストから行くとやはり従来のように建替えた方がいいという答えは出て

おります。 

 で、ニセコ町の概要でございますが、この建物ですね、2 ページ・3 ページ・4 ページ・5 ページ

に平面図だとか立面図だとか載ってございます。ご覧のとおり、従前の写真が 7 ページに載ってお

ります。本当はうちの緑ヶ丘の公営住宅やなんかと同じようなコンクリートブロックの写真がトー

タルリモデル前のということで写真が載ってございます。これをこの写真のすぐ下のような住宅に

改修したということで。特徴は雁木、雪がかぶらない様に、倶知安は豪雪地帯ですのでこういうふ

うに玄関を出たところにドアの廊下を作っていると、これが大きな特徴になっています。で、屋根

だとか外壁、それから内装、全部取り替えて、本当に再使用をしているのは基礎部分と躯体部分そ

れだけと。ですから、窓枠やなんかも全部新たに取り替えていると。窓枠もプラスチックの窓に取
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り替えているということで、使ったのは躯体と床面とそういう改修事業であります。 

 6 ページに、有島団地というところなんですよね、ここの団地のデータが載ってございます。面

積にしますと平均だいたい40 ㎡前後ですか。一番小さいので34.34、大きいので46.42 ㎡。平均し

ますと約40 ㎡ぐらいの大きさになってございます。ここはこういうふうに非常に規模が小さい団地

がそもそもここにありまして、ここの部分だけをやるということでお年寄りがここにそのまま住み

続けたいという要望でここに全面的改善事業を導入したということで。ですから、周りの庭の広さ

とか駐車場だとか、その辺については同じ場所にそのまま使うわけですから一切変わらないという

ところでございます。ですから、緑ヶ丘団地にもし、これを導入したとしましても、あれだけの広

大な土地にこれを導入しても、あそこは駐車場ない、お風呂ないだとかありますから、かなり不経

済な・・・。代表質問の中で間引きではどうかと、一つの提案ということで小西議員からもござい

ましたが、それを受けて私たちもちょっと内部でその後検討したのですが、やはり非常に密度の低

い団地になってしまって、土地の値段からしたら一人当たりが非常に贅沢な土地の使い方になって

しまうということもございまして。それと、やっぱり公営住宅が待機者もかなりいると、早急に単

年度当たりの供給戸数も増やさなくてはいけないということを鑑みますと、やはり緑ヶ丘団地でこ

れを導入するのはちょっとまだ無理かなというふうに考えたところでございます。ですから、この

工法につきましては緑ヶ丘団地の後の美園団地、あそこはいろいろな形の敷地がございますから適

切な場所を選んで、この工法を採用して建替えたいなとこのように考えております。 

 続きまして、緑ヶ丘団地と西団地の建替え計画についてですが、先ほど申しましたようにまだ財

政的にきちんとすり合わせをしてございません。それで一応、今そういった中で町が決定していな

くて答申の内容ということで、それを前提にしてお聞き願いたいなと思います。開いて 1 ページ目。

Ａ3 版のカラーの図面がございます。図面の左上の方に緑ヶ丘団地。そして、図面の真ん中よりち

ょっと左下、西団地。そして、建替えする予定の場所、それが赤で囲ってある場所。整備敷地（町

有地部分）ということで、皆さんよくご存知の旧町営球場跡地でございます。ここの場所のこの 2

つの団地、西団地が52 戸、それから緑ヶ丘団地 128 戸、合計180 戸を 151 戸の団地として、旧町営

グランド跡地に移設、建替えするという計画でございます。従前から町営球場跡地、ここにつきま

しては予算編成の度に分譲して財源の充当にしたいと、一般財源の充当に充てたいということで過

去何回も分譲計画が持ち上がりました。でも、ここを下水道だとか道路だとか水道、そういった公

園だとか開発行為によって整備するということになれば、やっぱり 5 千万ぐらいかかるんですね。

ですから、そういったことでやはり今、5 千万ぐらいかけて分譲しても果たして売れるかという問

題がございまして、いつも計画は立ち消えの状態の土地で本当に遊んでいる状態の土地でございま

した。しかし、ここを 2 つの団地の建替え敷地に当てることによりまして、公営住宅の補助制度を

導入してほとんど建設時点では一般財源を使わなくても出来るような整備できるというような利点

もございます。なおかつ、緑ヶ丘団地につきましてはこのままの状況で敷地を、地籍を背割りする

ことによって、このままの状況で一般、民間住宅の分譲地として販売できると。一切ここにはです

ね、住宅の解体費は必要ですが、それ以外の費用は一切かからないでそのままの状態で質の良い分
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譲地を供給できるということもございまして、この計画を立てたところでございます。そして、さ

らにやはり駅から 5 分足らずの所、そして役場も近くなり、あるいはコープパセオ、病院、それか

ら総合体育館だとか図書館、公民館がかなり近くなります。そういうことも考えまして、ここにや

っぱりそういう利便性の高い土地、そういった利便性をより多くの人に提供するということは非常

に行政サービス上いいことではないかということで、この場所を選定し建替え計画を進めたいとい

うふうに考えているところであります。 

 そして、開きましてＡ3 版のレジメが 2 つございます。一つが緑ヶ丘団地、次が西団地という形

で現在このような建物と土地の形態になってございます。緑ヶ丘団地につきましてはほとんど手を

入れることなく民間分譲できると。西団地の跡地につきましても、一応、分譲というふうに考えて

おりますが、ただ、関係部局と打ち合わせた中でないといろいろな福祉だとか文教、そういった施

設の土地としても考えられるものですから、今のところ、ここは何とも言えないというふうに考え

ております。土地がちょっと不整形なものですから、西団地のところについてはちょっと道路だと

かそういうものを入れないとなかなか簡単に売れないということもございます。 

 続きまして、地域住宅交付金制度。この概要について説明したいと思います。今般ですね、今年

度から皆さんご存知のとおり三位一体改革が進んだ中で補助金の削減、それから交付税の削減、そ

して税源の委譲、そういう国の政策の一環として公営住宅の補助制度、補助制度も残っております、

でも、その一部が地域住宅交付金という形で交付金制度に衣替えされたところでございます。 

で、この資料番号 3 番ですね、ここの 1 ページ目。制度概要の 1 ページ目、地域住宅交付金の概

要ということで書いてございます。これによりますと、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など

地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進するための支援

制度ということで新たに創設された制度であります。ポイントが地方の自主性・裁量性の向上、そ

して地方の使い勝手の向上、そして事前審査から事後評価へということで、このような制度に制度

替えされたところでございます。住宅政策というのは基本的には、住宅政策の中の公営住宅、今ま

で大きく言えば住宅政策の特効薬としては公営住宅が行政の一番やりやすい手法でございました。

ただ、公営住宅というのは、やはり住宅というのは基本的には個人の財産に属するものですから、

民間の方々、自分たち一人ひとりが構築するものだというのが基本にございます。その中でも社会

的住宅の弱者という人が必ず出てきます。その人達の救済、補完するという意味で公営住宅制度が

ございました。それを受けまして地域住宅交付金というのは公営住宅の事業を柱にして、その他に

様々な住宅事業が、取り組みが出来るような制度に衣替えしたところであります。この 1 ページの

下に図がございます。地域住宅交付金ということで地域における住宅政策の推進を総合的に支援す

るということがこの交付金事業の目的でございます。この中身を見ますと左の方には生活道路の整

備だとか民間住宅の耐震改修、広場の整備、そして公営住宅の建替え、その公営住宅の建替えと同

時に同じ棟に 1 階はデイサービスセンターにするよだとか、保育所を一緒に建てるよだとか言いま

すと、デイサービスセンター・保育所これらも交付金の対象事業として認められると。そして、そ

の他の公的住宅として特定有料賃貸住宅・高齢者向け有料賃貸住宅の整備。そして、緑地の整備だ
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とかあるいはソフト的な部分で安心して利用できる住宅相談だとか、住情報の提供、これらにかか

る費用もこの交付金事業の対象になってございます。この図の上の方の特定有料賃貸住宅だとか高

齢者向け有料賃貸住宅の整備、これらについては補助制度も並列でまだ残ってございます。交付金

事業と並列でございます。 

これが交付金の概要で、開きまして 2 ページ目。ここに（3）に交付対象事業ということで①基幹

事業。そして、②提案事業というのがございます。基幹事業というのが公営住宅の建設事業。公営

住宅を初め、その他の公的事業。それに住宅地区改良事業、密集住宅市街地整備事業、都心共同住

宅供給事業などこれらが基幹事業となっており、白老町では公営住宅の建設、今まで取り組んだ経

験があるものは公営住宅の建設だけでございます。そして、②番目が公営住宅の建設を基幹事業と

しまして、それに付随する地方公共団体の提案に基づく地域の住宅政策の実施に必要な事業という

ことで、公営住宅の関連施設整備。直に公営住宅に関連する施設としまして、緑地だとか給水・排

水施設。それから、公営住宅の駐車場。そして、公営住宅などの関連事業ということで住宅相談・

住宅情報・移転費助成、公営住宅などの整備と一体的に行える社会福祉施設などの整備。先ほど言

いましたような保育所だとかデイサービスセンターがこれに当たるかなと思います。それと、民間

による低所得者向けの賃貸住宅の整備、民間の建てる賃貸住宅に対する補助、そこの部分について

町が補助する場合、その一部にそこの交付金を当てることができると。それから、公営住宅の集会

所の改善。公営住宅のエレベーターの更新だとか、そういったメニューが提案事業として対象とな

ってございます。 

そしてですね、交付金の交付率なのですが、3 ページ目から 9 ページまで書いてございます。簡

単に言えば、最高もらっても 45％。今までで言えば、補助率 45％。交付率 45％という制度でござ

います。いろいろな計算式がたくさん載ってございますね。それを簡単にわかりやすくしましたの

が 18 ページです。18 ページ開いてください。18 ページのこの表は総事業費を仮に 1,000 万円とセ

ットした場合、ケース1 から 9 までちょっと試算してみたんですよね。ケース1 というのが、1,000

万の内 950 万を基幹事業に当てました、そして 50 万円を提案事業に当てていました。としますと、

交付限度額Ｃは450 万円になります。そして、国費率が45％と。こういう数値になりまして、そし

て、従来の要するに補助制度でやった場合は提案事業を全部単独費でやりますよと。全部、交付金

を基幹事業に当てた場合は、補助率は47％。Ｃ／Ａと書いてあるところ、47％。ケース1 の場合で

すね。一番右側の国費率が45％で、その次の左側47％。要するに従来の補助制度で行ったら補助率

47％という数字になります、ケース 1 の場合。そして、ケース 2 の場合。これは基幹事業が 900 万

で提案事業が100 万。この場合は交付限度額が450 万で、補助率が50％、国費率が45％という形に

なります。そして、ケース 3。この場合は 850 万を基幹事業、提案事業を 150 万と。この場合は交

付限度額も変わらず450 万で、従来の補助制度の考え方で言うと補助率が52％。そして、国費率が

45％。そして、ケース4。この場合、810 万を基幹事業、提案事業を190 万。この時の交付限度額は

同じく 450 万。そして、補助率が55％、国費率が45％という数字になってございます。結局、ケー

ス 2・3・4。この部分については従来の制度より絶対に得だというエリアが出てくるのです。その
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エリアというのが基幹事業に対する提案事業の割合、それがＢ／Ａ％ということで表の中ほどにＢ

／Ａということで書いてございます。これが提案事業に対する基幹事業の割合。だから、ケース 2

の場合は11％ですね。ケース 4 の場合は 23％なんですよ。要するに基幹事業に対する提案事業の割

合が 11％から 23％の値にセットすれば、従来の補助制度より有利な制度として活用ができるという

ことでございます。 

それで、こういったことを念頭に置きながら地域住宅交付金をどのように活用するかということ

で、18 ページの次のところに。次にページからカラーになってございますが、これは国土交通省の

方から出されている一つの住宅交付金活用のイメージでございます。住宅政策の目標として白老町

が例えば、『活気ある中心市街地の再生に向け「まちなか居住」の促進と良好な住宅市街地を形成す

るよ』というようなことで地域住宅計画というものを立てます。 

この地域住宅計画を立てないと交付金事業をもらえないということで、まず、その地域住宅計画、

一応、最大計画期間 5 年間の計画を建てなかったら交付申請できないことになってございます。そ

の概要が 1 ページ目のこれだというふうに見ていただいて、こんな中で「まちなか居住の促進」、そ

れをするための整備計画としてですね、このレジメの下の方の左側に整備計画と書いてございます。

ここでは大きなⅠで良質な住宅ストック確保だとか、大きなⅡで活力あるコミュニティの再生、大

きなⅢで快適な住宅市街地の形成と。こういうふうに仮称・白老町地域住宅計画というものを立て

れば、その中で「まちなか居住の促進」を実現するためにこんなことをやりたいというメニューが

ここの①から⑮まで立てたとします。 

そうすると、下の右側の方に、じゃあ、どういう形で基幹事業、提案事業で振り分けられるかと

いうのが載ってございます。それによりますと基幹事業が（Ａ）ということで、公営住宅の整備だ

とか特優賃、特定有料賃貸住宅と言うのですが特優賃の整備、あるいは住宅市街地の基盤整備事業、

これらが基幹事業としてノミネートされるわけです。そして、提案事業としては耐震住宅の改修工

事だとか民間住宅建設の補助だとか、リフォーム業者の育成、住宅性能表示支援など、こういった

ものが提案事業として出来る可能性が出て来るわけなのです。 

あくまで、この場合は一応最大11％から 23％の中で提案事業を選ぶと有利だということで。その

範囲内で提案事業を選ぶとこういうふうになるということでございます。ですから、本当に今まで

ほとんど補助の道が無かったようなものも、あるいは他官庁の補助に属するようなものにつきまし

ても一応国土交通省はこの事業で出来るというふうに我々自治体にはイメージさせております。た

だ、その辺ですね、まだ関係省庁とどの辺まで煮詰めているか、その辺はまだ私たちの方は知らさ

れておりませんので、こういうようないいものに変われば本当にいいなというふうに見ていると、

そういう段階でございます。 

そして、次のページ。これは次のケースとして『持続可能な地域づくりに向けた定住化を促進す

る良質な住宅の供給を図る』ということで、この目標のフレーズだけ行けば、即、白老町にも当て

はまるかなというふうに見たところでございますが。これによりますと、整備計画では定住促進の

ための住宅ストックの確保だとか、魅力ある田舎暮らしの環境整備、そして、個性的な地域住宅の
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開発・普及、整備だとか。その中で古い民家を利用した公営住宅の整備だとか、地方公共団体独自

団体の整備。例えば、産業経済課の方で企業促進住宅ですか、その住宅を末広に今年建てると。あ

れは約 6 千万もらいまして、1 棟建てますよと。ただ、その後の計画についてはまだ、2 期目、3 期

目についてはどのような形になるのかまだわからないと。そういったこともですね、非常に住宅が

高くなれば、こういった事業をやると。ここの③番目の地方公共団体独自の住宅の整備、こういっ

たものに引っ掛けてやることも可能ではないかなというふうに考えております。居住公営住宅を整

備し、そして、住宅市街地、それらの環境を向上させるとそういった施策に合致するようなもので

あれば、それが公園事業に属するものであろうが、あるいは道路事業に属するものであろうがこの

交付金事業で拾いましょうというような国土交通省の考え方でございます。 

以下、次のページもいろいろなケースがここに載ってございます。『地域における子育てを支え、

安心して暮らせる住環境を創出する』だとか、いろいろなケースがここに載ってございます。です

から、自治体の知恵によってこの交付金が良くもなり悪くもなると。知恵を一所懸命絞れば、かな

り使い勝手のいい交付金制度になるのではないかなというふうに考えております。ただ、どれほど

ハードルが高いかなんて言うのは、まだまだわかりません。このように住宅政策というのが、やっ

ぱりあくまで公営住宅というのはその自治体の補完的なものだよと。総合的にはやはり個人が個人

の資産を作り、永久の住家を造ると、終の住家を造るというのが基本で。そして、その代わり今回

このような交付金によって様々な支援策を個人レベルに対しても助成していくよという国の政策の

表れかなというふうに考えております。以上、簡単でございますが説明に変えさせていただきます。 

○委員長（加藤正恭君）  随分、早く進んじゃったんだけどね。ここのレジメにありますが、1・

2・3 と全部一括して説明をしてもらったのですけれども。今度は一つずつ質問・質疑をしたいと思

います。ちょっと10 分ほど休憩します。 

休   憩      午前 11 時 03 分 

 

再   開      午前 11 時 12 分 

○委員長（加藤正恭君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。今、前都市整備課の高畠参

事さんの方からるる説明がありました。マスタープラン、それからストックの問題については以前

に委員会協議会の席上で説明を受けておりました。追加になった部分についての説明をしていただ

いたわけですが、このマスタープランとストック計画、これについてご質疑があれば受けたいと思

います。私どもの今回の所管事務調査は産業振興に係っての住宅政策ということを目的として調査

をいたしております。常に産業振興・雇用のための住宅と、そのためにはどうするかと、こういう

ことを所管しているわけで、それらを常に頭に置きながらいろいろと質疑をしていただければと思

います。これらについて、どなたか質疑があればどうぞ。それでは、先にマスタープランの方につ

いて、ご質疑を受けたいと思いますが、どうぞ。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  先日、産業経済課との所管事務調査の中で話題になったのが、このマスタ

ープランの47 ページの、いわゆる企業で働いていらっしゃる方が町外から来るという。ここにも数
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字が出ております、平成 2 年では何人、10 年後の平成 12 年なら何人とこうあるわけですけども、

その通っている、いわゆる独身と言いますか、単身者と言ったらいいのかな、その方が何名いて、

そして今、近隣町村から通ってくるのですけども、中に白老にもし住むところがあれば住みたいと

いう人も確か 24、5 人だったと思いますけども、そういう数字が出てきたわけです。その人達を、

産業経済課の話では 1 棟 8 戸というそんな具体的な話も出てきたわけですけども。それと、こちら

の方の課との関連と言いますか、私たちのイメージとしては公営住宅はどうしても単身者とか独身

者の人は現状では入れないと。したがって単身、白老の企業で働く人たちをここに居住してもらう

ことから、そんな人達のための住宅を建てるという、そういう話が出てきたのですけど。それとの、

こちらの課ではどういうふうにその辺なっているのかなと。で、まとめて言いますけれども、20 何

人か希望者がいると、だけども 3 分の 1 しか今のところ入れないと。じゃあ、残りの 3 分の 2 とい

う人達の希望はどういうふうになるのかなと。ということは、最終的に大きい、小さいいろいろあ

るでしょうけど公営住宅が出来た段階でそういうことを見通しての計画というものもあるのかどう

か、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  公営住宅ストック総合活用計画の59 ページに、先ほど私がご説

明した表でございますが、ここの表の一番下に特公賃等というところで計画期間に60 戸という数字

がカウントされてございます。実はこれがですね、公営住宅はご存知のとおり独身者だとか、収入

状況によって非常に厳しい制限が加えられて入れないという状況にございます。そういった中でそ

れ以外の公的な住宅で、公的住宅の助成制度を国が持ってございます。公有賃と言うのですが、そ

この住宅をこの60 戸という中で、町民ニーズを踏まえた中で、この計画期間の中で考えております。

今回、ああいうふうに産業経済課の方で一つのパイロット的事業として我々は捉えております。で、

どの程度の応募者がいて、そして空家率だとか、数年経った後の空家率だとか、それらを見据えた

中で次の 2 期、3 期をどう手を打つかというふうに考えておりまして、その枠として60 戸という数

字をここにカウントしてございます。ここにカウントすることによって先ほど言いましたように国

の助成制度の対象になるということで一応想定しております。でも、なぜ60 かと言いますと、一つ

の根拠として今、川沿にある雇用促進住宅ありますよね、あの住宅の払い下げが相手方の考え方が

どうかによって時期なんかが変わるかと思います。あるいは払い下げの値段によって変わるかもし

れませんけれども、町としては出来ることであれば、町の考え方と合致すればあそこを払い下げて、

特公賃という住宅に当てて活用したいということで、この 60 という数字をここに与えております。

ですから、今後のパイロット事業の推移、それから雇用促進事業団の払い下げの考え方、それらを

受ける形ではこの計画に盛り込んでございます。そのように考えています。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  高畠参事の補足説明をさせていただきます。まず、独身者は

入れないということで、若い方は入れないのですけども、公営住宅に入居できる方は50 歳以上であ

れば独身者も入れますと。あと、また50 歳以下でも生活保護者だとか障害者だとか、一定の基準に
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該当すれば50 歳以下でも入れる方はおります。あと、町外に、苫小牧だとか他所に住んでいて白老

に住宅が無いから入れないという方、独身者の話をされていますけど、独身者以外にも結婚されて

いる若い方で入りたいけどもということで、今、苫小牧にいて白老町の公営住宅の申し込みをして

いると、そういう方は要するに日の出の新しい方へ入りたいと。古い方なら早く入れるのだけども、

古い方は入りたくないと。そういうことで待って、当たれば入りたいのでというお話は聞いており

ます。それから、即、独身者と若い独身者をといった場合に公営住宅はあくまでも所得の低い方の

ための制度ですので、ちょっとそれは入れないので民間のワンルームだとか、民間のアパートに入

っていただくしかないということになっております。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  宗像委員、どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  だいたい、わかりましたけど。ちょっとしつこいのですが、産業経済で言

っていた 1 棟 8 戸という 8 というその数字は今、こちらの方でありました60 戸の中の一部分なので

すか。それとも、別なのですか。そこだけ、ちょっと確認したい。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  それは一部分です。 

○委員長（加藤正恭君）  大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  47 ページの下段の部分なんですけどね。これは極めて大切な部分だと僕

も思っていますし、都市計画のマスタープランの中にも書かれていると書いてあって確かに書いて

いるのだけども、大切なのは僕、いつもこういう計画含めて出来ると思うのだけど具体的に何をや

るのかということなんだよね。それで例えば、今は新しい課わからないけど、これで言えば生活環

境課との関わり合いが出てきますよね。生活環境課は、環境課で今いろいろ考えて、条例を含めて

考えているような話もちょっと僕は聞いていたのだけれども、そういうことをきちんとこう、例え

ば建築課と生活環境課が一致して、これを具体的に白老ではこういうふうにするよというところま

でやれるものなのかどうかね。僕はそういうことが極めて大切だというふうに思っているんです、

いつも。書かれるのは書かれたけど、実際はどういうふうにやるのかというところがさ。今回、生

活環境課、課長と主幹が 2 人とも動いちゃったよね。たぶん、そこら辺に話しかけたり、手をかけ

たりしていたのではないかと思うのだけど、そこら辺は具体的に何かありますか。この京都議定書

関係を含めた環境に負荷をかけない形で進めるという部分で。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  この件につきましては各セクション、関係あるセクションでは

当然自治体の責務としてあらゆる施策、取り組みを展開する中では当然に意識した中でまちづくり

を行っていかなくてはいけないと。そういう観点で住宅政策もそれを念頭に取り組まなくてはいけ

ないということで住宅マスタープランの65 ページに具体的な取り組みということで、③の『豊かな

自然と共生した住まいづくり』ということでストレートに建設課が今後この環境問題に取り組む身

近な具体的な中身としては、ここの大きい黒ぽっちの『公営住宅建替事業の実施』ということで、

小さな黒ぽっちに『環境共生型公共賃貸住宅基準での整備』というふうに載せてございます。それ
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で、具体的に生活環境課とのすり合わせ、それは当然この計画を作る時点では向こうの担当者との

打ち合わせ、それについては具体的にはなっておりませんがこういう部分で載せるということで一

応意思の疎通は図ってございます。 

○委員長（加藤正恭君）  大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  決して面倒くさいことを言う気持ちは全然無いのだけど、例えばそうい

うものが新エネルギービジョン含めて、その上にも書かれているんだけど、どんどん、どんどん出

されるわけよ、町からは。たくさん計画、もう本当に吐いて捨てるほどありますよね。で、それそ

のものを読んで行くといいことがたくさん書いてあるんだよ。こういうものも含めて。 

ただ、具体的にそれがちゃんと複合的にきちんとなって進んでいるのかどうかというふうになる

とね。例えば、新エネルギービジョンなんかも素晴らしい冊子で、素晴らしいものが出ているのだ

けど、じゃあ具体的に何をやっているんだろうなっていつも僕は思うんだよね。だから、関わりの

ある部分というのはやっぱり、もちろん仕事が大変だというのはよくわかるのだけど、整合性がき

ちんと取れていくような体系づくりを僕はしなくてはいけないと。今後、皆さん方がそういう役割

を果たす部署にいったのかどうか僕はちょっとよくわからないけど、そういうところが横型システ

ムと縦型システムの違いなのかもしれないのだけど、いつもこういう計画書だとかを作って読むと

僕はいつもそういうふうに考えるんだよ。 

で、さっき、その後にもあったよね。例えば、3 つの福祉計画が出たと。その福祉計画とこれの

整合性を取っているんですよと言われるんだよね。ただ、具体的になったらそれがどういうふうに

活きていくのか。町民との関わりでどういうふうにメリットが出てくるのかというのはさ。個々は

わかるのだけど本当に町民との対応をした時、文書ではあるのだけどどういうふうになって進んで

いくのかというのがよく見えないんだよね、僕らね。大切なのは、きっと僕はそこら辺が本当に大

切な部分じゃないのかなというふうに思っているんです。あまり難しいことを言う気はないけど、

そういうことを十分考慮して、こういうものを作っていってほしいと。絵に描いた餅だったら、我々

はいらないということなのさ。 

うんとやさしく言えば。文書がなんぼ立派でも、具体的に町民が恩恵を受ける時にきちんと受け

るような形のものでないと駄目なんじゃないのかなというふうに思っているものですからね。ただ、

そういうところで言えば、障がい者計画の中にある部分についてはきちんと建築課とタイアップし

て対応できるようになっているというふうに聞いたんです。計画全体がそういうふうになっている、

例えばこの問題も含めて、そういう計画づくりが必要じゃないのかなと思っているものだからね。

それでちょっと聞いたんですけど、そこら辺でもし何かコメントあれば。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  非常に答える内容が大きな部分かなと思います。で、おっしゃ

ることは本当にその通りだと思うんですよね。やはり今までいろいろな計画がございました、その

中で具体的に本当に町民のためにこういうふうになったぞ、その政策を旗振って取り組んだ結果こ

ういうふうになったぞというものがなかなか目に見えないという現実。それらについては私たち十
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分、行政の立場で反省しているところでございます。で、今回、福祉の 3 計画、それから総合計画

あるいは住宅マスタープラン、そして都市計画マスタープランと、矢継ぎ早にたくさんの計画がで

きてございます。そういった中で今まではやはり政策あるいは施策レベルの実は計画なんですよね、

今言った計画ほとんど。ただ、それであるとやはり大渕委員のおっしゃったように、それが町民生

活にどう影響するんだと。あるいは国の施策で国民はこういうふうにやらなくてはいけないという

ものが、じゃあ町レベルではどうしなくてはいけないといったものが見えないということで、今般

ですね、本来ならこの64 ページ以降というのは実は計画書に載せる必要のない部分だったんですね。

施策レベルで止まるものですから、普通は。でも、それじゃいけないということで検討委員会の中

でもより具体的なものの取り組みとして載せるべきだと。実現性の高いものを載せるべきだという

ことで、この64、65 ページですね、ここに搭載したところなのです。で、具体的にどういうふうに

なったかというのが見える、見えないというのは、これは私の考え方かもしれませんが、実は横断

的なやつというのは至るところに関係する縦のセクションでやる取り組み、それが小さな形でポツ

ポツ出るんですよね。一つのものを認識してやって、縦でやっていくと。ですから、なかなか外に

見えない。例えばこの環境共生型公共賃貸住宅基準での整備。これは実際に田中主幹の方で次の新

しい公営住宅を設計して整備しますと。その時、設計サイドではやはり環境共生型の住宅を作ろう

と、省エネ型で自然にやさしい住宅を作る、設計しますと。で、出来ますと。その時ですね、例え

ば補助制度で環境共生型公共賃貸住宅という制度があるんですね。それにぼんと乗っかると。乗っ

かってやった場合は、そういう形で住宅を造りましたとアピールできるんです。その時ですね、や

っぱりその補助制度に乗ってしまいますと、皆さんご存知のとおりハードルが高いんですね。あれ

もしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけないと、そういう形になってしまうのですよね。そ

うすると、やはりそこまで望んでいないよと、このレベルでいいよと言った場合、予算的な制限な

どから、あるいは住民の要望からトーンダウンしちゃう。そうすると、結局は環境共生住宅でやっ

たよということが新聞やなにかにも載せられないし、広報にも載せられないんですよね。白老町と

しては、担当レベルでは一所懸命、最大限努力してやってこの環境共生住宅に近いものを作ったよ

と。太陽エネルギーだとかコージュネだとか、そんなものを導入してやったとしても、それがなか

なか外に表すことが出来ないんですよね。一つ、そういう部分も今まで多々ありましたと。それと

やはり、最初に申しましたように各セクションでバラバラで環境問題に取り組んでやろうと言った

場合、バラバラに出るからインパクトに欠ける部分が出てきますよね。だから、皆さん気が付かな

い。ＰＲのうまい課はやったよと、そこの部分は出る。だけども、当然のこと、これはやらなくち

ゃいけないよというところは、当たり前でしょというふうに捉えているところはＰＲしないと。そ

うしたら、わからないと。そういった現状が私の経験上、多々あると思います。だから、実行の段

階でいかに組織化されて一つのものを作り上げていく中で、それをアピールする、そういう組織の

あり方というのが、同じことをやったとしても住民に見えるか見えないかの違いが非常に僕は大き

いのではないかなという気がします。私見かもしれません。 

○委員長（加藤正恭君）  大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君）  わかりました。要するに僕は、こういう計画を作って、これから公営住

宅どうするかという議論をするから僕は言うのだけれども。例えば、町の政策が福祉と環境で打ち

出せば、環境で打ち出した部分にこういうものが載ってくると。例えば、土木なら土木で今までの

ように 3 面張りの排水や川じゃなくて自然工法でやなぎで作ったと、それは新聞には出るんですよ。

現実的には出るんだよね。それはもう一回作り直すわけだから土木にも仕事が出て行くということ

で、自然との共生で言えば極めて有効な形になっていくと。それは新聞に出ると。それは環境等を

打ち出せばそれは出来ると。福祉も同じようにさっき言ったような形で建築が頑張ってやっている

部分については、我々の耳にはもう入っていると。それは身障者の住宅を改善する時はそういうふ

うになっているというのはわかるのさ。それ以外のことについてはアピールされてないかどうかわ

からないよ。 

だけど、僕が言っているのは政策的に打ち出すということはそういう 2 大政策化、何大政策かわ

からないけど打ち出したものに対して各課がこういうふうに取り組んでやりますよと。さっき言っ

た、縦でぽつん、ぽつんとやるんじゃなくて、そういう形でこれからの行政というのは作っていか

ないと町民がそれを認めない限り、一所懸命やったからいいよというふうにはならなくなって行く

と思うのです、僕は。 

これからはね。だから、言っているのは、そういうものをちゃんとわかる仕組みも含めて計画書

を作ると。例えば、こういうものが作って広報に出ましたと。しかし、どれだけの人が広報を読ん

でそういうことを理解出来るかと言ったら、はっきり言えば、かなり低いのではないかと僕は思っ

ているんだよね。だから、それは出しているからいいとかというレベルではもう今は駄目だろうと。

だから、環境に負荷をかけないということが全課に渡って今打ち出されているわけですから、それ

から福祉もそうですけども、そうであれば全課がやっぱりそういう形でこの中でも謳ったことが、

生活環境課が中心になるのであれば、そこがきちんと打ち出して行けるような形にね。逆に言えば、

担当課だけじゃなくて。そういうものがないと駄目だろうし、生活環境課で聞いたらこういうこと

を含めてやりたかったんだというふうに聞いているんだよ。 

だから、今、言ったのさ。だから、そういうものはやっぱり活かされて行かなきゃ駄目だと。僕

はそこら辺がね、今とっても、教育も含めて必要な部分は環境教育やりなさいと。それは全部バラ

バラではなくて、全部総合的にやられるような仕組みづくりを各課からも上げていかないとそうい

うふうにならないのではないのかなと。だから、そうやって言われると各課がやっている部分だけ

しか言えないよということになっちゃうのではないのかなって思っているものだからさ。だから、

計画を作る時はぜひ、そういうところを十分注意してね、向こうにも話を聞いておいて、やるもの

がちゃんと共同してやれるような仕組みづくりを考えてほしいなと思うものだからね。それで言っ

ているんですよ。それは大切だと僕は思っていますよ。それだけです。 

○委員長（加藤正恭君）  何かコメントありますか。 

○政策推進室参事（高畠章君）  全く同感でございます。 

○委員長（加藤正恭君）  他にどなたかどうぞ。小西委員どうぞ。 
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○委員（小西秀延君）  マスタープランの中にいっぱい出て来るのですが、64、65 である程度総

括されているところでちょっとご質問をさせていただきたいのですけど。64 ページの(1)の②『便

利で活力あるまちづくりを支援する住まいづくり』という中で、「借り上げ、買い取り公営住宅につ

いての需要把握」。借り上げや買い取りにして、公営住宅にして町民に貸し出ししようという方策か

なと思うのですけど、買い取りでやる場合というのは今のところはどういう考えで進んでいるのか。

単費でやるのか、補助金等がまた施策であるのかどうなのとかいうところをもうちょっと詳しくご

説明いただければなと思うのですが。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  買い取り公営住宅はですね、民間が建てた公営住宅的なもの

を買い取ると。買い取る場合については、あくまでも公営住宅の基準に該当していれば買い取りま

すと。それが、補助率が町が建てるのと同じ率で、制度改正前は 2 分の 1 の補助で国庫補助金が入

りまして、町が建てるのと同じような状況。それから、借り上げ公営住宅は 20 年なら 20 年間、民

間が建てたやつを借りまして、一応町が借りて、町が募集して入居者に貸すと。その内容について

は普通の公営住宅と同じで、収入に応じて家賃をもらうと。例えば、家賃が 2 万円しかもらえない

と、町が 7 万で建てた方から借りていると 5 万円の差額が出てきます。5 万円の内、2 万 5 千円が国

庫補助金、残り 2 万 5 千円が交付税で算入されるという形になって。そうしたら、全部補てんされ

るのかということになりますと、交付税で見た部分は本当に見ているのか見ていないのかよくわか

らないということで町の持ち出しが大幅に増えるということで、借り上げ公営住宅はあまりないと。 

要するに大きな大都市で、例えば札幌だとか東京だとか土地がなくて土地が非常に高いところで

すと、土地の所有者がその土地に公営住宅を建てて、区だとか都が借り上げてお金を払うというこ

とで、土地が非常に高い、不足しているところは借り上げ公営住宅制度というはあるのですけども、

北海道だとかそういうところになりますと土地が安いものですから、借り上げするよりも町が直接

建てた方が安いということでそういう制度がないと。 

あと札幌市も借り上げ公営住宅制度をやっているんですけども、札幌市の部長さんに「何で札幌

も借り上げ公営住宅やっているんですか」と言ったら、「将来、20 年間契約で借り上げるんですけ

ども、20 年後に本当に公営住宅が必要なのかどうなのかわからない」と。「そういう時に市で建て

たらずっと管理していかなきゃいけないけども、借り上げだったら20 年経ったらオーナーの方へ戻

せばいいので、そういう場合については借り上げ公営住宅制度を使ってやっています」ということ

です。北海道の場合はほとんど市町村自治体が 2 分の 1 の補助金をもらって直接建設するのがほと

んどのような状況になっております。 

○委員長（加藤正恭君）  小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  借り上げについては大よそわかったのですが。買い取りについて。例え

ばですね、町が今ほとんど公営住宅を建設・計画して補助金をもらってやっていますよね。例えば

これが民間が発注するようになって町が買い取るということになると公共事業で町が発注するより、

同じものを頼んでもある程度落差が出てきますよね、価格に。こちらを推進して行けば財政的に優
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位になるという考え方もあるということですか。ちょっとその辺を教えていただきたいのですが。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  民間の建設費と、それから役所が発注する時の建設費、その積

算の違いと言いますか、その辺のお話かなと思うのですが。今、例えば日の出であれば 1 戸約 1,600

万から 1,700 万で建てております。この値というのは、もうかなり低いローコストのぎりぎりのと

ころでやっているんです、白老町は。それで、そういったことを念頭に置きますと、まずですね、

事業の要件としまして国土交通大臣の定める整備基準に従わなくてはいけないと。なんぼ民間で建

てるものでも、買い上げする場合はそれでないと駄目ですよと。そして、公営住宅及び共同施設に

ついては耐火性能を有する構造にするだとか。技術基準は全く公営住宅と同じものにしなくてはい

けないんですよね。となると、それほど差は出ないと思うのですよ。結局、今の公営住宅の価格と、

それから一般の住宅の価格を比較する場合ですね、資材一つひとつの値段から出る単価の違いより

は、やはり性能基準、それらの違いによる平米当たりの単価の違いが非常に大きく出ているんじゃ

ないかと思うのです。だから、性能基準を同じにするとほとんど変わらないというふうに課の方で

は考えています。 

○委員長（加藤正恭君）  小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  それではですね、この『民間活力を行かしたまちなか居住』という形を

考えているというこの項目においての利点というのは、まちなかに既存しているものを町が買い取

りをして、それを公営住宅として役立てて行きたいというメリットで考えているということでよろ

しいのでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  まずですね、ここの『需要把握』という部分では民間の方で、

例えば大町商店街にある遊休土地、遊んでいる土地、そこの土地の所有者の方が「いや、やっぱり

ここに大きな公営住宅的な土地利用を図りたい」という考え方の人がいるかいないか、そういう調

査ですね。もし、いるとなれば、それはもううちの方で新たな条例だとかを作ってやると。その辺

はまず、いるかいないかの需要調査をしないと出来ないということで。これが山の中の本当に人里

離れた所でやりたいと言っても、この②番の目標に、全然目的が合致しないわけですから。大町商

店街でやりたい、あるいは萩野の商店街でやりたいというような、そういう土地の所有者の方がい

ればこの②に合致する行為じゃないですかということで需要を把握すると。そして、建設に向けて

目的を達成したいとそういうふうに考えていると。それが、土地もそうだし、今、委員がおっしゃ

った建物についてもそれなりの改善をすることによって公営住宅の性能の基準に合えば買取します

よと、そういったことも両方視野に入れているとそういうことです。 

○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか。他にどなたか。私もちょっと聞きたいのはね。この

64 ページ、『持家建設促進奨励制度等の実施』と、こういうのが取り組み内容として出ているんだ

けれども。具体的にこういうふうになっているのかどうか。これからしようとしているのかね。こ

れは国とかなんかそういう制度みたいのがあるのですか。現実の問題として。はい、高畠参事。 
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○政策推進室参事（高畠章君）  これはですね、融資制度だとか、あるいは直に助成する、住宅

建設するための資金に助成する方法だとかいろいろあると思いますが。この制度につきましては、

既存の制度ですね。公庫の融資が代表的なものですよね。それと、先ほど説明しました交付金制度

ですね。その中で持家促進のための建設費に助成を当てるだとか、そういったことが提案事業でや

れる可能性が開けてきたということでここに載せたところでございます。ここに載せることによっ

て、これからそういったいろいろな国や、あるいは北海道の助成制度を活用して制度設計をこれか

ら行っていきたいなというふうに考えております。まず、町の方針としてこういうことをやろうじ

ゃないかということで、ここで登載したところでございます。 

○委員長（加藤正恭君）  可能性として載せるのは構わない、計画だからね。現実の問題として、

理想ばかり追っても仕方ない問題もあるんだしね。こういう制度が本当に交付金として出してもら

えるのであれば非常にありがたいことなんだけど、現実の問題として利子補給は考えられるわな。

だけれど、交付金というのは具体的にそこまで行くだろうか、実際問題として。その辺りは。 

○政策推進室参事（高畠章君）  直に建設費の一部に当てる、やりっぱなしの助成金、それにつ

いてはやはり国の地域住宅交付金制度、このメニューに乗っかって補助で見てもらう、そういった

ものが無ければなかなか難しいかなと思います。で、利子補給については割とそんなに一般財源  

とかなくても可能なのかなというふうに考えています。それとですね、例えば緑ヶ丘の公営住宅団

地の跡地、これをやはり有効に活用して、できるだけ多くの町民に早く売って、いい家をいっぱい

建ててもらいたい、その土地を早く活用したいと言った場合、この制度と抱き合わせて、そして、

なおかつ定住促進対策として、例えば約 600 人ぐらい町外から町内の企業に通っている方々を対象

にして緑ヶ丘団地跡地に建てる方は、それなりの家族要件だとか条件に入れた中で建設費の10％あ

るいは 20％を助成するよだとか、そういったことは定住促進という一つの施策の中では町民の合意

は得られるのかなというふうには考えています。 

○委員長（加藤正恭君）  それから、先ほど宗像委員さんが質問した雇用促進事業団の川沿の団

地ね。あれはこの間、産建の方の所管事務調査をした時に見通しとしては21 年頃までというような

話はしていた。うまく行けば、18 年か 19 年には一部来るのではないかということなのだけれども。

前の都市整備課としてはそういう情報はどの頃までにそういうふうになりそうだという情報みたい

なものはありませんか。はい、松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  私、都市整備課長だった時に事務引継ぎは受けたのですけど

も、その後一切、職安だとか労働関係機関を通してそういうお話は一切ありませんでした。 

○委員長（加藤正恭君）  課の方には来ていないかもしれないけど、上の方に来ているのかもし

れないけどね。その辺りは全然聞いていないですか。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  ええ。 

○委員長（加藤正恭君）  ああ、そう。あれが早く見通しが立てばね、独身者のあれなんかにも

随分活用できるかなという気がしているのだけども。そうすると、ある程度企業からの要望がクリ

アできるのかなという気がするのだけどね。先ほどもちょっと出ていましたが、白老に住みたいと



 ２１ 

いう人が何名って言ったっけ。5、60 名いるんですよね。その内、25 名くらいが白老に住みたいと。

しかも、職場から 5 キロ範囲内と、こういうのが希望としてあるんだけども。宗像さんの質問に対

しては高畠さんは川沿のあれを考えているのだと言うのだけども、その見通しがなかなかはっきり

しないというところでね、それまで黙って待っているより仕方ないのかなという気もするのだけど

も。独身者用ですからね、何せね。ですから、独身者とは言っても例えば 5 人とか 3 人とかグルー

プを作って入るという手もあるわけですよね。そういう場合も差し支えないのですか。例えば、独

身者が 3 人グループで入ると、同じ企業に勤めている人が。そういう場合は許されるのですか。そ

の辺りどうですか。やっぱり世帯でなきゃ駄目なのか。その辺りはどうなの。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  今の法制上、公営住宅の制度上はちょっと無理ですね。公営

住宅がずっと空きっぱなしでもう全然入る人が無いという場合については、制度的にいろいろ特例

措置はあるみたいですけども、現在の白老町みたく待機者が 100 数十人おるような状況ではそうい

うような特例措置を使えるような状況にはないです。あとですね、民間の方で結構、今、ワンルー

ムも含んで新しく住宅、そういうような独身者向けだとか、新婚さんの住宅を結構、今、建てよう

という確認申請は結構上がってきております。 

○委員長（加藤正恭君）  いや、それは需要があるからだろうけれども高いんですとさ、やはり

ね。高いので出来得れば、一時はそこに入っていても、出来得れば公営住宅に移りたいと。持家す

るまでの間ね。だから、それをいいことにして、聞くと 7 万、8 万取るんだって言うもんね。ちょ

っと白老では高いのではないかと思うのだけども。その辺りね、先ほどの小西さんの質問していた

借り上げとかなんか、そういう面での補助制度みたいなものも考えられないのかなと思うんだけど

さ。そういう制度的なものは無いんですね。はい、どうぞ。松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  こういう借り上げにしろ、買い取りにしろ、あくまでも公営

住宅法に基づく公営住宅としての補助金をもらうとかそういうふうになりますと、あくまでも若い

単身者を入れるような制度にはなっていないですね。現状では無理ということです。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  今、松井参事の方から説明があったとおり、公営住宅法で管理

される住宅、それについてはなかなか難しいと思うんですよ。それ以外に公的住宅としまして特定

有料賃貸住宅というのがあるんです。これが公営住宅と並ぶ公的住宅として位置づけされまして補

助制度はあります。ただ、3 分の 1 なんですよね。事業主体は民間でもいいし、白老町でも自治体

でもいいんですよね。ただ、補助制度が 3 分の 1。ですから、白老町が直に事業主体になる場合は3

分の 1 なんですよね。で、民間の方がやる場合は共同施設の部分ですね、廊下だとか階段だとか、

外の駐車場だとかそういった部分が対象になって 3 分の 1 なんですよね。だから、そういう補助制

度はあります。実際、これをやっている近隣では早来町だとかかなりの戸数やっていますね。ただ、

やっぱり財政的な負担がかなり大きくなってしまうんですよね。だから、これが先ほど言った地域

住宅交付金、それの提案事業で認められた場合は45％というふうになりますから、そちらの方で認

められるような状況になれば、先ほどから私が言っているように地域住宅交付金というのは本当に
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町の知恵と工夫で良くもなるんですよと言った説明はそこにあると思うんですよね。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  あと道の方でも、先ほど高畠参事が言った特優賃等を積極的

に建ててくださいという話を市町村にするんですけど、市町村としてはみんな 3 分の 1 の補助より

も 2 分の 1 の方の公営住宅の方がいいということで、みんな財政厳しいものですから特優賃は建て

ないで補助率の高い公営住宅を建てると。また、特優賃を作っても家賃が 7 万、8 万ということで

すと入居者がいなくて、7 万、8 万払うんだったら自分で家を建てようという方が多いものですから

民間の方もなかなか。札幌とか何とかであれば、7 万、8 万払っても会社の方から住宅手当が出るか

らいいんですけども、白老辺りは 7 万、8 万住宅手当出ませんので、それだったら入る方がいない

というような状況で地方へ行けば行くほど特優賃は建たない。みんな、補助率の高い公営住宅を建

てると。そうすると単身者が入れないと。単身者はどこへ入るかと言うと、民間のワンルームだと

か民間の新しいアパートに入るというような状況でございます。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  追加説明になるかと思うのですが、要するに公営住宅の場合は

20％以下ということで月収にすると約20 万以下という収入制限ございます。この特優賃というのは

逆に今度は25 から 50％ということで、4 人家族で言えば年収が約510 万から 690 万ですか、その範

囲の所得制限があります。ですから、4 人家族で年間 510 万ぐらいいくと、結構家のローンに当て

た方がいいんじゃないかだとか、民間の住宅でも十分入れる所得層とバッティングしちゃうんです

ね。だから、そういう意味ではあまりこう、札幌みたく大きな都市であればいろいろな人が、いろ

いろな考え方の人がいますから、それなりに需要があるのかなと思いますが、こういう郡部では何

か特殊な要因がない限り、例えば大きな日本製紙がものすごく一挙に拡大したから追いつかないか

ら何とかという部分ではそういう受け皿になるかもしれませんけども、そういう特殊要因がない限

りなかなか難しいかなというふうに思います。 

○委員長（加藤正恭君）  それでは 12 時になりますので昼食の休憩にいたします。 

休   憩      午後 0 時 0 分 

 

再   開      午後 0 時 58 分 

○委員長（加藤正恭君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたしたいと思います。ストック総合活

用計画並びにマスタープラン、これらについて、まだお聞きになりたいところがあれば。山本委員。 

○副委員長（山本浩平君）  マスタープランの方の65 ページ、（2）。『やさしさと元気あふれる高

齢社会を支える住環境づくり』について質問させていただきたいと思います。その②番。『民間住宅

における高齢者等にやさしい住まいづくり』とありますが、現在ですね、一人暮らしあるいは老夫

婦でのお住まいになっている方が相当白老も増えていると思うんですけども、この載っていますバ

リアフリー、現在このバリアフリーの促進に向けた相談の窓口等で相談の需要があるのかどうなの

かということと、実際にバリアフリーの既存制度の活用促進のためのＰＲ等も載っていますけども、
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実際こういったものでの助成制度や支援制度を使われているのかどうなのかという現状を教えてい

ただきたいと思いますが。 

○委員長（加藤正恭君）  田中主幹。 

○建設課主幹（田中規雄君）  今のご質問でございますが、「すこやか住まいづくり」ということ

でですね、今、旧健康福祉課と話をしながら1 戸あたり50 万を限度に年間 2 件程度ということでバ

リアフリーという内容で相談を受けながら、そのお宅のニーズに合った形で相談及び実践として設

計・施行しているという現状でございます。それで次のバリアフリーの相談の件数でございますが、

今の建設課の中で一応、相談窓口としては持っているのですがバリアフリーについての相談という

のは年間的にもほとんどございませんで、建物を建てることについてのご相談はよく受けるのです

が、バリアフリーをどうしたらいいかという話については、これはおそらくやるとなれば設計事務

所なり民間の建てる会社の方と相談することが多いと思いますので、町の中では、建設課の方では

あまり受けてはおりません。ただ、いろいろ逆に民間の会社及びそういう設計事務所の中で今後の

情報等があればということでやりとりはございます。 

○委員長（加藤正恭君）  山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）  年間、2 件程度で50 万限度ということで先ほどお話ありましたけど

も、総額的にはそれはどれぐらいで見ているんですか。例えば、限度50 万以内のやつが当然何十件

も出たら相当な金額になってくると思うんですよね。その辺、どのように捉えているのかと。 

○委員長（加藤正恭君）  田中主幹。 

○建設課主幹（田中規雄君）  一応ですね、この申し込みについては健康福祉課の方で行ってい

まして、そちらの方で一応優先順位を決めながら選定しているという事情でございます。それで、

ケアマネージャーも入りまして、こちらのお宅とこちらのお宅と年間2 件という。50 万を限度にし

て大体満額ないしは、去年の場合は若干オーバーしまして、逆に言ったら自己負担ということの中

で了承を得ながらやった経緯がございます。あくまで、担当部局の方で一応見て判断していった中

での優先順位というふうになってございます。 

○委員長（加藤正恭君）  山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）  今、わかれば答えていだきたいです。わからなければ後で結構なん

ですけども。応募総数とかというのは年間大体どれぐらいある内の、優先順位で 2 件なのかという

ことをわかれば教えていただきたい。 

○委員長（加藤正恭君）  田中主幹。 

○建設課主幹（田中規雄君）  申し訳ございません。私の方で応募総数は押さえておりませんの

で調べてご報告したいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）  はい、わかりました。今のこととちょっと関連がありまして、バリ

アフリーというのは結構、先ほど年間 50 万程度で 1 件あたり約限度額に近いぐらいというお話だっ

たんですけども。バリアフリーでなくて高齢者にやさしい住まいづくりの中で、私、一つ気になっ
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ていることがあるのですけども、結構ですね、白老も非常に今ものすごく昔から比べると物騒な状

況に実はなっているというふうに私は捉えております。 

具体的に申し上げますと、「トイレを貸してください」というようなことで一人ぐらいのところに、

ちゃんとそれは一人暮らしだというのをわかってて行って、親切にトイレを貸してあげたとたんに

押し売りを始めたりとか、あるいは換気扇の掃除、これは「本当に通常よりもかなり安くやります

よ」というようなことでの営業ですか。これも非常に、電話でもそうですし、実際にも直接来られ

たりですね。そういったような、いわゆる押し売りみたいなものが相当、今、増えております。 

それと同時にですね、手前どもでちょっとあれなんですけれども、いわゆる新聞紙上には載らな

い軽犯罪みたいなものが結構増えていましてね。というのは、私どもはタクシーの方も関係してい

るものですから、警察の調査・問い合わせが非常に増えているんですよ。近年の中でですね。特に

ここ 1、2 年が非常に増えている。ということは、向こうも守秘義務がございますので具体的なこと

まではあまり言っていただけませんけれども、空き巣なり居直り強盗にちょっと近いような程度の

こととか結構発生していますね。それと、放火に疑われるような不審火もございましたよね。そう

いうことで非常に今、白老も安全ではなくなってきているという現状です。 

ちょっと説明が長くて申し訳ないんですけども、何を言いたいかと申し上げますとね。お一人住

まいのお年寄りのためにと言うのか、いわゆる誰が来たかというのを事前にわかるようなカメラ付

きのインターフォンですね、これらの設置等も、個人的には皆さんやられているところもあるんで

すけれども、まだまだそうではないという状況の中で、これは生活環境課との話しにはなると思う

んですけれども、バリアフリーほど費用かからないけれども、そういったことで「高齢者にやさし

い住まいづくり」という中でいわゆる補助と言うのか何と言うのかな、その辺も考えて行くような

ことも必要じゃないのかなというふうに思います。実際、集金等に伺ってみますと、はっきりとし

た方じゃないともう開けないというお客様がだいぶ増えてきましてね。ですから、事前に電話して

「どこどこですけども、何時頃お伺いします」という形じゃないと開けていただけないお年寄りの

家もかなり増えてきているのが現状でございますので、そういったことも「やさしい住まいづくり」

の一つではないのかなというように考えているのですけども。その点について何か考えるところが

あれば、お聞かせ願いたいのですが。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  山本委員の言われたとおりだと思いますけれども、なかなか

ちょっと難しい問題も含んでおります。予算の関係もありますし、町内会等との連携も取って行か

なければならないということでございますので、これについては今後の検討課題にさせていただき

たいと思います。 

○副委員長（山本浩平君）  ぜひ、調査・研究をして進めていただければありがたいなというふ

うに考えます。ありがとうございます。 

○委員長（加藤正恭君）  他にどなたか。私からね。4 月 28 日に産業経済課との所管事務調査の

時にもお聞きしたのだけれども、今のプランニングはプランニングでいいのだけれども、将来的に、
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政策的に社台地区に公営住宅を建てるという計画を考えてはどうかと。緑ヶ丘をどこかへ移す、こ

れはいいとしても、将来的な問題になるのだけれども、政策的にそういうふうに持っていかなけれ

ばやっぱり一極集中的で北海道は札幌に集まると、白老は字白老に集まると、こういう政策が顕著

なのだけれども。やはり、白老町を社台から虎杖浜まで全体的にそういうものを政策的に作ってほ

しいというのが我々の考え方なのだけれども。その時も話したのだけど、社台小学校にはああいう

立派な校舎も建っておると、しかし、生徒さんが段々減って行くというような現状が。あれを見れ

ばね、せっかく立てた教育施設・生活館・その他諸々の町の施設も使用が少なくなるのではないの

かなということから考えてもね、やっぱり町としては政策的に社台地区に公営住宅というものを考

えてやるべきじゃないのかなと。やるという変な意味じゃないけれども、建てるべきじゃないかと

僕は思っているのだけども。将来計画の中にはそれは入っていませんか。どんなものでしょう。松

井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  住宅マスタープランのアンケート調査をやった時に町民の方

から社台地区に公営住宅を建ててほしいという少数の意見がございました。今、建てようとしてい

るのは、それぞれの地区で建替えということなものですからね、社台地区の場合、今、1 棟に 2 戸

政策空き家として空いているんですけれど。土地が狭いということ等もございますし、また、住宅

マスタープランの 124 ページの中に「今後住む場所として希望する場所はどこですか」というアン

ケートしたのですけれども、社台地区は0.4％とほとんど白老だとかそちらの方。白老地区が 60.3％

ということで、町民の意向としては公共施設が集まっている所ということが多いものですから、こ

の計画ではあくまでも建替え計画ということで、それぞれの地区の建替えということなものですか

ら社台地区には入らなかったというのが実情でございます。 

○委員長（加藤正恭君）  だから、当然、住む人のことを考えれば便利だということで字白老に

なるのはわかるんです。だけど、そういうことばかりじゃなくて全町的な見地から見ると、政策的

にそういう方法も講じていくべきじゃないかというふうに私も思うんだけどね。できれば、そうい

うのもこの中に入れてほしかったなという気はしているんだけどね。アンケートの中にもわずかだ

けどもそういう意見もあるやには聞いたんだけどね。今のところは入っていないわけですね。わか

りました。他に無ければ、また進みますがよろしゅうございますか。また後でね、総合的に聞き漏

らしたところがあればお聞きしようと思います。 

それでは次、2 番目の緑ヶ丘・西団地の建替えについて。先ほど説明があったのですが、これに

ついてご質問受けたいと思いますが。どうですか。このような計画で進めたいということですがよ

ろしゅうございますか。 

この緑ヶ丘団地の跡地の問題ね。先ほどは民間でというような話があるんだけども、ただ、今の

段階ではそこで止まっているわけでしょ。具体的に将来はこうするというようなあれは固まってい

ますか。その辺りどうですか。松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  まだ正式には決まっておりません。まず、今の住宅整備計画

につきましても財政健全化計画だとか、その他の財政部門との調整もございまして、今、答申を受
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けた内容の説明をしていただいて、これを今、理事者の方へ上げている最中でございます。その中

では民間に売却をしていきたいということで、今、そういう担当の考え方という上の方へ説明をし

ているという段階でございます。 

○委員長（加藤正恭君）  西団地も同じですね。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  ええ、西団地もそうです。まだ未定ということです。 

○委員長（加藤正恭君）  というのは、そこの方法を講じて同じような考え方でいいんですか。

役場の裏のあそこを分譲しましたね。ああいうような考え方でやる予定なのですか。はい、どうぞ。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  基本的にはあそこと同じ。町で壊して、跡を売却するという

形になろうかと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  町で壊してやるじゃなくて、全部任せるというような方法の方がいい

んじゃないのかい。そういうのも将来的には考えていただきたいと思うんだけど、どうですか。解

体も含めて。はい、どうぞ。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  法律上から行きますと、町で建物を付けて売るという話には

ならないので、一応、町で壊して売却という話にはなるんですけど。手法については別な方法をい

ろいろ検討して参りたいと思います。ただ、正式な話としては法律上、無償譲渡とかは出来ません

ので、あくまでも町が壊すという。 

○委員長（加藤正恭君）  何かお聞きになるところないですか。進めますか。それでは次は、ニ

セコの問題はどうですか。ニセコ町公営住宅全面的改善事業概要の説明があったんですけども。は

い、小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  ニセコの町営住宅の全面改善事業の方で質問をさせていただきますが、

ニセコと白老と美深とで、道また国との関する全面的改善、トータルリモデルの事業の模索をして

きたというのは、先駆的に白老も関わっていたというのはすごい私、評価をしているのですけど。

ここでですね、若干ニセコと白老町の考え方が分かれたのかなというふうに私はちょっと感じてい

たんですよ。ニセコはたまたま同じ公営住宅のストックですか、こちらの事業の政策が半年早かっ

たということでこちらの事業に17 年度から踏み切ったという形がなされています。白老の方はその

住宅ストックの総合計画が出た中で、トータルリモデルを27 年度からの実施というふうに、先ほど

も若干説明があったのですが、開きが17 年度からと27 年度から10 年出たという形になっています。

それで、ニセコの方は新築でやるより取り壊すと大量の廃棄物が出たりするので改築の方がベスト

だというふうな判断をしたというに新聞記事等に載っておりました。で、先ほどの説明だと白老町

の方は耐用年数が新築だと75 年目指せられるということで、こちらの方が得だというふうな判断を

したというふうにご説明でお聞きをしたのですが。そこで若干、判断の仕方の食い違いが出たのか

なというふうに思っています。そこのところをもう少しご説明いただければなと思うのですが。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  それでは、実際の表面的な記事になった以外の裏話という感じ

の部分も含んでお話したいと思います。実は今回の住宅マスタープランとストック総合活用計画、
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これを策定するために白老町住宅政策検討委員会というのを立ち上げました。そこの委員長に就任

された方が北海道の道立北方住宅研究所、そこの主任研究員なんですね。大柳さんという方なんで

すが。その方が実はこのニセコの問題にも関わっておられて、それでニセコ町はかねてから、まず、

ここの部分をターゲットにして何とかならないかと。ここに住んでいる住民の要望も高いし、何と

かならないかと。で、かと言って財政も非常に苦しいと。だから、全面的建替えじゃなくて、やっ

ぱり単年度の支出額が半分ぐらいに抑えられるという改善事業で何とか補助対象にならないかと。

全面的改善事業はそもそも補助制度としてありました。ただ、それを活用した後、30 年以上の耐用

年数がなかったら駄目だということなんですね。それで、従来からブロック住宅の耐用年数という

のは30 年というふうになっていましたから、30 年経過したものは当然対象にならないわけですね。

で、門前払いだったんですよ。 

でも、ニセコ町は何とかこの5 棟の部分20 戸、これを何とかやりたいという話がありまして、そ

れじゃあ北海道の方もやっぱり先ほど申しましたように、道内で全部で 5 万戸抱えているよと。そ

ういった中で国土交通省の方に「じゃあ掛け合ってみようじゃないか」という話になりまして、そ

れじゃあ掛け合ってみるためには「具体的にどこと、どこと、どこの町がこういうことで困ってい

るんだということが具体的に上げないといけないよ」ということになりましてね、北海道で。それ

で白老町は全道的に町村レベルでは簡平住宅というのをものすごい大量に抱えている町なんですよ

ね。で、まず白老町。それから、美深町もニセコと同じで「近々に即、そういうふうな丁度適地な

ところがあるからやりたいよ」という話で、「それじゃあ 3 つの町の名前を出していいかい」という、

簡単に言えばそういうような話なんですよね。それで、「もし、やると言った場合、やる方向で考え

てもらえるかい」というお墨付きを取られて、それで白老町と美深町とニセコ町ではということで

国土交通省に掛け合ってやったことなんですね。 

で、当然、トータルコストで行けばやはり従前の建替え制度、この方がやっぱり得なんですよね。

でも、要望がやっぱりそこまで待てないと。「即やってほしいんだ」と、「やらなくちゃいけないん

だ」と、そういう事情が特にニセコ町は強くて、そして、ターゲットとなる地理条件、立地条件が

ニセコ町が合致しているということでニセコ町が最初にやるというふうに判断したところなんです

ね。白老町もそれについてはやはり立地条件さえ合えば、やった方がやっぱりいいと思うんですよ

ね。耐用年数 30 年しか延びないと言ったって、それは 30 年後また構造的に検査した結果、「いや、

まだ 20 年もつかも知れない」ということも考えうるわけですよね。ですから、そういった意味では

やってみるに越したことはない。半分の値段で出来るわけですから。だから、試験的にやってみよ

うじゃないかということでストック総合活用計画の59 ページの表にあるように、まだ工法やなんか

確立されていないんですよ。ですから、全面的に一気にやるというのは非常に危険ですから、ここ

の 59 ページの表に、美園団地のところに平成 22 年から平成 26 年までの計画期間に 12 戸やります

よと。やりますよと言うか、やってみましょうと。それで試験的にやってみて、3 種類ぐらいの工

法によって 3 棟ぐらいやって、次の構想期間、ここでおそらく大々的にこれらの改修のですね、今

後の改修の主流的な改修方法になろうということで、まず、計画期間で 3 つぐらいの工法でやって
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みて、その中で一番いいやつを次の構想期間で活かそうじゃないかということで計画期間ではこの

ように位置づけはしていると。だから、考え方はニセコ町ともそんなには変わらないと思うんです

よね。そういうことです。 

○委員長（加藤正恭君）  小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  わかりやすいご説明でした。だいぶ理解できました。それでですね、な

ぜニセコの質問をしたかと言うと、自然環境とか先ほどもこの計画の中にも謳われていたとおりで

すね、やさしい工法なのかなというのも一理あったのと。簡単にやっぱり、今、財政難でお金がぽ

んと単年度で用意できないんだろうなというのもあったもので、これと新築と改善の方策ですか、

こちらを両方立てでやった方が今の白老町にはベストなのかなと思ったもので、僕も前回の代表質

問の中にこれをさせてもらったのですが。質問の中で聞いていくうちにだいぶ理解できましたので、

22 年から実験的に進めて 27 年から本格的にそれと新築と両方のパターンでやっていきたいという

ことなので理解できました。これを計画どおりにすすめていただければいいと思います。納得でき

ましたので、ありがとうございました。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  納得していただいてありがとうございます。追加なのですが、

実はニセコの他にもう今年から石狩市が始めるんですよ。石狩市、美深も始めます。それぞれです

ね、いろいろな工法でやっていくらしいんです。で、なぜ、うちの方で 22 年からというふうにね、

もうやるんだったら、なんも試験的にやるなら今年からでもという考え方あるかもしれません。で

も、石狩だとかニセコ、美深でやったやつを見て、数年おいた後にさらに絞った中で 3 タイプぐら

いやった方がいいんじゃないかということでタイムラグをおいて 22 年というふうに位置づけて考

えております。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  ちょっと補足なのですけども、今、ニセコでやろうとしてい

るのは断熱工法が外断熱ということで外壁にガルバリウム鋼板という屋根の鉄板を張るものですか

ら、今のところガルバリウム鋼板ですと大体耐用年数15 年程度というふうになっているものですか

ら。今、普通の鉄板なら 10 年だけどもガルバリウム鋼板は良かったらまだもつと言うんですけど、

カタログによると大体15 年程度の耐用年数というものですから、ちょっと20 年ですと 20 年経つ前

に外壁の鉄板の方がどうなるか。特に白老ですと潮風当たりますので、その辺がどうなのかなとい

うこと。あと緑ヶ丘の最初建ったのは28.4 ㎡で 8.6 坪しかないんですよ。そして、風呂もないもの

ですから、あそこに風呂でもなんか作ったらあまりにも小さすぎるということで、それを今度、3

戸を 2 戸とか、2 戸を 1 戸に広げることによってドアの位置だとか、そういうものを全部間仕切り

自体が、躯体の中の仕切りを変えなきゃならない場合も出てくるものですから、ちょっと緑ヶ丘を

パスしていただいて、美園の方が新しいものですから、そして広いものですから、美園の家でも広

い建物について全面改善ということで計画を考えたものですから、そういうような計画になってい

ます。 
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○委員長（加藤正恭君）  小西さん、いいですか。はい、どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  あとですね、先ほどのご説明の中で将来的には補助が出てくるのはこの

形になっていくんじゃないか、新築の方は段々無くなっていくんじゃないかというお話だったんで

すが、それがこの計画で見ている27 年というふうに予想されているのかなという感覚だったのです

が。これが早まったり遅まったりした場合にはまたそれで計画が若干ずれていくのかというのと、

その計画が併用で新築と改善で行くのですが、この場合の新築は今度どういうふうに考えて行った

らいいか。先ほど言っている交付税の中で考えて行くという形になるのかどうなのかということを

ちょっと教えていただきたいのですけど。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  まず、基本的に今ある住宅ですね、それを更新する方法として

建替えと、それから、全面的改善と大きく分けてこの 2 つの方法で行くんですよね。で、建替えの

部分について、まだ、国土交通省がはっきりと将来こうするよ、ああするよということは意思表示

しておりません。ただ、社会資本審議会というのが、国の国土交通省の諮問機関として社会資本審

議会というのがありまして、その中の住宅宅地分科会というのがあります。そこに入っている学者

さん達、その人達の話ではやっぱり将来的に環境問題などを考えるともう建替えという手法はこれ

からはほとんど難しくなってくるんじゃないかと。例えば、美園の 4 階建てなんかを、あれを壊し

て新たに建替えるなんて考えただけでも大量の廃棄物をどこかの自然の中に、くぼ地に埋めるなど

とそういう発想になりますよね。そうしたら、とんでもない話イメージ出来ると思うんですよね。

それが国家的にどんどん、どんどん続いて行くんだったら、どこまで自然が許容できるかという問

題に発生します。ですから、そういうことを考えると住宅分科会の小委員会に所属している先生の

話では、これからは、主流はあるものを長くとにかく大切に使って行こうじゃないかとそういう方

向になるというお話は聞いております。ただ、今、小西委員がおっしゃった新築というのがね、例

えば、管理住宅が 999 戸あって、それを 1,500 戸に増やすよというのは、その 500 戸分については

新築という言葉になるんですけども、それはもう当然新たに建替えるための補助制度は残ると思い

ます。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  いいですか。どうも国、国土交通省云々というね、今、三位一体改革

じゃないけれども権限委譲というので、建物から坪数から何から何までみんな国で決めちゃったや

つを以下同文で町が規格に基づいて建てるという時代がいつまでになるかわからないけど、ここ2、

3 年の内には相当大きな、私は変革があるんじゃないかなという気がするんだけどね。ということ

は財源も税源もいろいろな面が地方の方に譲るというものと関連してね、公営住宅はおたくでご自

由にこうして建ててくださいよというような時代が来るとすれば、こういう 10 年、15 年後の計画

はいいとしても、その辺りはその時点になったら考えざるを得ないと言われればそうかもしれない

けれども、断定的なことはなかなか言えないのではないかなという気が現在はするのだけどね。そ

の辺りはどのように考えておられるかね。松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  公営住宅の補助金が交付金になったのは三位一体改革で政府
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の方でなくて地方 6 団体がですね、公営住宅の補助金・家賃収入補助金・家賃対策補助金、これを

みんな税源移譲して一般財源化しなさいと言ったんですよ。で、国土交通省の方は補助金のまま抵

抗しまして、そして交付金になったと。それで、家賃対策補助は残ったんだけど、家賃収入補助が

来年 2 分の 1 になって、再来年からもう廃止されて、みんな税源移譲で一般財源化するということ

で地方が一所懸命補助金やめて一般財源化しなさいと言ったものだからこういうふうになったと思

うんですけど、まだ地方が積極的に一般財源化しなさいと言ったら補助制度が無くなる可能性があ

ります。それで、一般財源化して公営住宅建てているところも、建てないところもみんな税源移譲

で一般財源として来るという形になって来るのかなと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  そうすると国土交通省のいろいろな規制は当然無くなるのだから、そ

ういうことも無くなるわけですね。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  はい。段々、入居基準やなんかも、今日の官庁速報見ていた

ら段々緩くなっているし、市町村の裁量行為でみんな出来るようになるし。その代わり、家賃対策

補助金やなんかも減らしてもいいから、所得が入居基準をオーバーしている人から割り増し家賃を

どんどん取りなさいというのが国の考え方になっています。 

○委員長（加藤正恭君）  ということになるとね、何年かの内にはマスタープランも大きな見直

しをしなければならなくなるのではないか。これは絶対的とまでは言わないにしても、これに基づ

いていろいろ計画を立てて行くのはいいんだけれども、ある日、その時になったらごろんと財源か

ら何から全部変わって行くような気がすると、マスタープランも根本的には変えていかなきゃなら

ない時期がまた来ると思うんだけどね。その辺り、見通しみたいなものは今のところはまだ当然立

てられないんだろうけどもね。今、どのような状態に推移しそうか、くらいはわからないですか。

高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  基本的に住宅マスタープランは計画期間は10 年、それから、ス

トック総合活用計画は計画期間を 10 年、そして、構想期間を 10 年ということで 20 年を展望した

10 年計画ということになっています。でも、計画の推進にあたりまして出来るだけ前倒しで計画を

進めて行って、そして、5 年以内に見直しを図りなさいというような形にはなっています。やっぱ

り今、委員長おっしゃったように、次から次と補助制度だとか、それから、建設技術だとかそうい

ったことがどんどん、どんどん変わってきています。そして、公的住宅の役割だとか民間の住宅の

役割、それらがどんな形で今後推移するかというのがどんどん、どんどん変わってきています。で

すから、そういう形で 5 年以内には見直しをかけなさいというような指導は受けております。そし

て、さらに公営住宅の家賃につきましては今年の 5 月に社会資本審議会の中の先ほど申しました住

宅分科会、そこでは 5 月に新たな家賃制度ということで全国一律の公営住宅の家賃算定方式をやめ

て、地域の実情に応じて変えられるシステムを導入ということで 6 月の末ぐらいに一定の考え方を

出すというようなことがですね、その審議会の中で議論を経た中で出すというような動きも見られ

ております。その中には家賃のみならず、やっぱり住宅政策における公と民、それから国と地方の

役割の分担、連携、それらも一緒に議論して今後のあり方をきちんと示そうというような動きは中
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央で現在あります。 

○委員長（加藤正恭君）  今の質問は交付金制度の概要の方まで入っちゃったから申し訳ないけ

ども。ニセコの問題はいいですか。まだ聞きたいところがあれば。無ければ、次の地域住宅交付金

制度、こっちの方に入りたいと思いますが。これについて何かご質問あればどうぞ。大渕委員どう

ぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  我々が一番やっぱり関心のあるのは、今の国との関係なんですね。一つ

はね、公営住宅をどういうふうに考えるかと。例えば、地方自治体にどんどん、どんどん権限が委

譲され、ある意味ではね。いいか悪いかは別ですよ。権限が委譲されて来つつあると。例えば、住

宅家賃の問題。今、ご説明あったように家賃なんかも一定限度の枠があるのかもしれないけど、地

方自治体に任せるよというふうに。これは建てる場合もそうですよね。そうすると、公営住宅法に

基づく公営住宅が本当に、例えば割り増し家賃どんどん取れと言うんだったら、なにも白老の場合

で考えたらだよ、公営住宅建てないでそういう人達は全部持家やってもらえばいいわけだから。そ

ういう考え方と違う考え方もあるけどね。 

僕が何を言いたいかと言うと、そうなれば公営住宅法に基づく公営住宅というのは本当にどれぐ

らい必要なのかということを町できちんと見極めなくちゃいけないと僕は思うんですよ。さっき、

999 あるのを 860 だか何ぼだかに将来的には見立てている部分もありますけれどもね。僕が思うの

はやっぱり本当に住宅困窮者、住宅を建てられなくて必要としている人、そういう人達に対する公

営住宅という位置づけにするのか。それとも、例えば単身者だとか、それから、一定限度の所得は

あるんだけど、どうしても今の段階では転勤だとかを含めて必要だというような方もいらっしゃる

かもしれません。そういうものを含めて、トータル的に例えば10 年後どれぐらいの公営住宅が必要

なのかということをもうそろそろ分析して出さなくちゃいけないんじゃないかなと思うんだよ。国

の今の変わり身の速さで行ったら、ちょっとこっちが相当きちんと付いて行かないと国の方にやら

れちゃうんじゃないかなという気が極めてするんですよね。 

例えばさっき言った、割り増し家賃でばんばん取ればいいなんて言うのは、それは公営住宅法か

らいったらちょっと主旨が違うんじゃないかなというふうに僕は思うんだよね、個人的にはさ。だ

から、そこら辺は僕は本当に公営住宅が必要だという人のための公営住宅の部分が公営住宅だとい

うふうにしてしまった方がいいんじゃないのかなと。だから、割り増し家賃の人はもう皆出てもら

って民間借家に入るなり、家建ててもらうという方がいいんじゃないのかなと思うんだけど。その

変わり方というのはそれぐらいのスピードだと思うんだけどどうですか。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  その辺の分析ですね、大渕委員のおっしゃるとおり、やはり本

当に住宅のセーフティネットとしての住宅政策のあり方、それとやっぱり雇用政策と言いますか、

産業政策、そちらの観点からの住宅政策、この 2 通りですね。この 2 通りを分析して、どの程度の

需要があるのかと。当然、両者とも補完関係で住宅については需要を満たしても構わないと思うん

ですけども、やはりそれぞれの需要がどのくらいあるかということについては基本的に分析して、
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今回の計画の中でもその辺を分析しようと思ったのですが、やはり資料的にかなり不足しているの

と、それから国勢調査が前回やったのが平成12 年ですか、ちょっと古くなっているんですね、今年、

国調やりますから、その成果が来年ぐらいには速報値が出ますから、それを利用すると近々の白老

町の情報なんかを結構正確に分析出来るのではないかなと思います。ただ、基本的にはやはり大渕

委員おっしゃったように、住宅セーフティネットとしての役割、これがやっぱり公営住宅の基本で

はないかなというふうに思います。そんな中で社会的ないろいろな要因が絡んで住宅に空きが出て

きたと、それじゃあやっぱり空かしておくのももったいないから雇用政策にも活用しようじゃない

かと、そんな形で本来なら発展するのが正論だと思うんですね。やっぱり雇用政策については民間

の住宅政策が中心であるのではないかなというふうに考えています。 

○委員長（加藤正恭君）  大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  今ので説明わかりました。例えば日本製紙なんかは何年か計画で建てる

と言うんでしょ。今年も建てていますよね。大きな会社以外はなかなか大変なのだろうとは思うん

だけれども、雇用政策に影響がない範囲で、影響があるとしたらやっぱり公営住宅は必要だという

ふうに思わざるを得なくなっちゃうんだけど、公営住宅が必要な人と雇用のために必要な人との部

分で言えばそういう部分は必要だと思うんだけど。やっぱり今、高畠参事言われたように、そうい

うところをきちんと線は引けないかもしれないけど、一定限度の目安はきちんと持ってやらないと、

今、割り増し家賃の最高限度額はいくらまでだったかちょっと忘れちゃったんだけど、これぐらい

までもらった人についてはもう出てもらうということでやっていると言ったよね。その出た人達は

ほとんど白老に家を建てていますか。そういうふうにならないと出た人が他の町村に行っちゃうん

じゃ、これはまた困るんだよね。今の段階で言うと。白老町、人口減らすわけに行かないというこ

とになるから。そういうところまで考えた中身で、ただやっぱり、そういう指導としてはできれば

割り増し家賃の人は白老町に家を建ててもらうというような指導をどういうふうに誘導するかとい

うようなところがあるんじゃないかなと思うんだけど。どうですか、出た人は。そんなに詳しくな

くていいです。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  今、大渕委員が言われたですね、所得のオーバーしている者の対処

はどうだという話なのですけども、高額所得者が昨年からいきまして3 名ほど出ていますね。当然、

高額所得者ですから公営住宅に入っている権利はありませんし、我々が住宅を建ててくださいとそ

ういう話はしましてですね、実は 2 件ほど本人が住宅を建てましてですね。1 件は残っていますけ

ど、そういう努力は本人は十分したようです。それとあと、20 万を越したものに対して高額所得者

まで行かない部分については32 名ほどいるんですけど、こういう人方については例えば今年がオー

バーしても来年についてはまた所得が下がってくるとか、そういう波が激しい人も結構おりますの

でそれは積極的に出てほしいとかそういう話はできないのが現状ですね。その人方につきましても、

やっぱり 3 万とか 4 万とか公営住宅の家賃を払うものについては当然住宅を建てた方がいいなとい

う感じの人は建てていますし、やはり今こういう世の中ですから将来どういうふうになるかという

社会的不安が随分あるので住宅を建てるまでに行かないと、そういう方々も結構いまして一概にオ
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ーバーしている者についてはすぐ出すような指導をしなさいとかそういう話は公営住宅の性格上や

っぱり難しいのではないかと思っています。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  もう一つだけ。今、999 の内入っている方がいくつだってちょっと出て

いましたけども、ということは入っているほとんどの方はやっぱり住宅が必要だということで入っ

ているというふうな理解でいいですか。800 いくつだか何ぼだか、今、入っている数ありますよね。

その人たちというのはほとんど必要だというような考えでいいですか。 

○委員長（加藤正恭君）  伊藤主幹。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  今の質問なんですけども、実は無収入だとか年金生活者が公営住宅

の半数を占めている現状の中でですね、やはり本来の公営住宅の目的で低額所得で住宅の困窮者に

住宅を与えるという目的はですね、白老の場合は十分に果たせているんじゃないかとは思っていま

す。それとあと、先ほどちょっと話が出ましたけど、大企業だとかそういう社宅やなんかにつきま

してもある程度一時取り壊してですね、そういう方々が公営住宅に入居している状態の中でね、や

はりそういう人方に持家制度がある程度住宅政策の中で取り入れるということも確かに必要だと思

いますけども、全体的に言いますとやはり高齢者も増えましたし、生活保護者も段々増えてきてい

る現状の中で公営住宅の必然性と言うか、必要性というのは十分、今、求められているということ

で、ストックにつきましても 920 いくらでしたっけ、それだけの戸数だけ必要だということはこの

中で分析されていますし、それからアンケート調査の中でも公営住宅の必要性というのは十分、ひ

しひしとアンケートの中から伝わってくるというような状況だと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  いいですか。他にどなたかどうぞ。ここで一つね、民間住宅の耐震改

修・建替えというのがあるのだけど、これは現実として実行されつつあるんですか。どんなもんで

すか。民間のですよ。高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  この制度は阪神淡路大震災だとか、それを受けまして住宅密集

地において被災した時に大量に火災が起きて焼失してしまった。で、それらと受けまして個人の財

産に属するものであっても国で事前に耐震改修をするための助成制度を設けた制度なんです。この

制度については防災計画だとか、ちょっと詳しい固有名詞忘れましたが、該当するために計画を立

てて、非常に危険な地域だから、早急にこの地域は整備かけなくちゃいけないと。それは住宅だけ

じゃなくて避難のための誘導路の整備、いわゆる道路の整備だとか、避難のための場所の整備だと

か、それらと抱き合わせした中でこれをやると。この内の一つの事業としてやろうというような位

置づけになっていますね。そういうことからして、まだうちの町についてはこの事業をやるという

考え方だとか要望だとか、それはまだ上がっておりません。 

○委員長（加藤正恭君）  北海道全体としてはどうなんですか。 

○政策推進室参事（高畠章君）  3 月だったか、2 月にこれについてやるところありますかという

ことで北海道の方から会議の中で求められた経緯はありましたけども、その時に手を挙げて、やり

ますと言ったところは無かったですね。 
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○委員長（加藤正恭君）  制度としてはあるんですか。 

○政策推進室参事（高畠章君）  そうです。 

○委員長（加藤正恭君）  だから、利用する気だったらやれないわけじゃないということですね。

この中で交付金、さっきもちらっと聞いたことだけども何かありましたらどうぞ。山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）  この説明の中でわからないことがありますので 1 点お聞きしたいと

思います。事前に審査から事後評価いただきますね。この点についてちょっと 4 ページにも事後評

価についての説明書きもあるんですけれども。例えば、新しい計画に対してのいわゆる事前審査じ

ゃなくて事後評価というのはどのようなこと。今まで計画しているものの評価を地方公共団体が自

分たちで評価したものを国交省に出して、ここまで達成していますから今度の新しい計画の補助金

くださいってこういうことなのか。なんかよくちょっとわからないので。何て言いますかね、僕は

ちょっとわからなくて、今、聞いているものですから変なことを言っているかもしれませんけれど

も。逆にハードルが高くなったのか、それとも、やりやすくなったのか。その辺も含めて教えてい

ただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  今まで道路事業だとかそういったものについては費用対効果と

いうことで事前にこの事業をやるとこれだけの効果がありますよということで一つの目標を持って、

指標を持ってですね、そして、結果的にそういうふうになったかどうかというのを確認する作業は

やられていました。公営住宅の場合、今回この地域住宅交付金という制度ができた中で公営住宅に

もそういた制度が導入されまして、例えばですよ、良質な住宅ストックの確保ということで目標を

持ったとします。そこに指標として中古住宅ストックの流通件数、そういったものを指標として持

つんですね。そうしたら、初年度の時に例えば 1 年間 10 戸流通していますと。それを 5 年後には

20 戸に増やそうじゃないかという目標を持ちます。そこで事前については 10 戸ですね、そして、

事後は 20 戸なると。そういった数値目標を達成したかどうかということを事後で評価しましょうと。

その評価によっては、事業をさらに続けたい場合、もし評価低いともう少し工夫した事業の展開が

必要じゃないですかだとかそういうような話になると。具体的に言えばそういうようなことですね。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今の話さ、例えば、今やっているよね、そこで。それでやったらどうい

うことになるか、ちょっとそれを、例を挙げてやるわけにはいかない?この金額で言うと日の出団地

は日の出団地全体の計画で今度は目標を立てて、国庫の交付金の額というのはそれで決定してくる

ということなの。それでこれはこういう90 億とかさ、そういうふうになっているというのはそうい

うことなのですか。それと、ここに細かく出ているんだけど、これで何ぼ、何ぼって出ているでし

ょ。だから、メニューの組み方によってすごくバラエティに富んで組めるというのはよくわかるん

だけど、そこら辺よく見えないのさ。例えば、公営住宅1 棟で言ったら 1 億か 2 億でできるでしょ。

だけど、これは何十億となっているということは日の出団地みたいのを全部やって、そして、やっ

ていくことによって今の事後評価あったりそういうふうになっていくことなの。日の出団地を例に
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ちょっとやってみてくれない。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  それじゃあ例えば日の出団地を大町の商店街に建てますと。で、

その時なぜそれを建てるかと言ったら、街中の賑わいを取り戻すだとか、まちなか居住を促進する

とか、そういう一つの目標を立てますと。そして、日の出団地を小西さんの店の隣に立てるだとか

そういうふうに考えてください。そうすると、建てたことによってそこの中心部の交流人口がどれ

だけ増えたかなと。初年度については、最初スタートラインでは 5 千人ぐらいだったのが、1 万人

ぐらいになると。目標として想定して 1 万人ぐらいにしましょうと言ったら、それが一つの目標値

になる。結果的に事後評価でそれが 7 千になったか、1 万 2 千になったか、それを評価しますね。

で、その数値によって、それは十分に効果的だったよねとそういうような評価の仕方なんですよね。

だから、金をなんぼこなしただとか、何棟建てただとかそういう数値的な評価とは違うんですね。 

○委員（大渕紀夫君）  評価はわかった。評価でなくて、今の交付金制度のイメージ。例えば、

白老町で今の西団地と緑ヶ丘団地を旧グラウンドのところに作って言うんでしょ。よくわからない

のは今までは毎年、毎年計画は作るけど 1 棟ずつの補助金だよね。だけど、交付金になったらそう

じゃなくて、ここに90 億だとかって書いてあるでしょ、こういうふうな形で全体的な交付金が何ぼ

とかって出るのかいっていう意味。そして、最後に書いてある、例えば、住宅団地の空洞化を防ぎ

多世帯が安心して暮らせる云々って、この横にいろいろ数字書いているよね。これはどうして何億

という数字で出るのかというのがよくわからないんだよ。数字の根拠。何億になっているでしょ、

百万単位だから。この交付金というのは単年度、単年度でなくて、そういう計画に全体に対してこ

ういうことなのかという、そこら辺がよくわからないんだよ。 

○委員長（加藤正恭君）  伊藤主幹。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  今、大渕委員がおっしゃった、これから新しく緑ヶ丘の建替えのた

めにあそこに住宅を建てるということをある程度例にしますとね、まず、建設費がいくらかかると

いうのが、建物本体ですよね、それがいくらかかるかというのがまず出てくるんですよね。50 億か

かりますよと。それはその 100 分の 45、200 分の 90 は補助金として出ますよと。その 50 億に対し

て、先ほど一番有利な方法は 23％までの提案事業ですよと。そうすると約 50 億でしたら、約 2 割

でしたら 1 億の提案事業がその 5 年間の間に、建物を建てる 5 年間の間に提案事業の 1 億というの

が出てきまして、それは町の独自でいろいろな住宅相談だとか、民間住宅の活力だとかそういうも

のに 1 億を提案事業として使いなさいと。そういう形が今回の交付金制度なんですよね。ですから、

あくまでも公営住宅を建てるものが一つ柱に立てまして、それに対してのいろいろな関連する事業

ですよね。街路の問題も、道路を付けなきゃならないことがあったんでしたらそれを提案事業で入

れなさいとか。学校が近くにあったら、その学校にある程度提案事業が馴染むものがあるんでした

ら、その提案事業で 1 億の間で何かを考えなさいとか。そういう形で提案事業というのは出てくる

んです。ちょっと難しいですか。そこは一つのモデルとしてですから、例えば町でそれ以外にこう

いうものはどうだという話が出ましたら、それ以外にまた項目は増える場合もありますし。それは
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町の方の考え方にある程度沿った形で提案事業は出しなさいということなんですね。 

○委員（大渕紀夫君）  50 億で 10 棟なら10 棟の団地を作る、何棟でもいいんだよ、50 億で作る

と。その建物の分については45％の交付金が来るよと。残った分は起債でやりなさいとこういうこ

とになるわけだね。それは団地全体にしたら、例えば 5 年計画でやるとしたら 5 年間ずっと 45％付

くっていうこと？１回ぱっと決まれば。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  そうですね。 

○委員（大渕紀夫君）  そこら辺がよくわからないものだからおかしくなるんだよ。わかった。

それで、50 億の内の23％ということは10 億 6 千万、10 億 6 千万というのは23％で、それは国から

は 10 億 6 千万の内何ぼ出るの。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  同じく 45％。 

○委員（大渕紀夫君）  45％。残った分は起債。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  そうです。 

○委員（大渕紀夫君）  それでここにある提案事業のＢというメニューでやろうと思ったら、こ

れで振り分けで出来るという意味? 

○建設課主幹（伊藤勉君）  そうです。 

○委員（大渕紀夫君）  じゃあ単年度、単年度じゃなくて、5 年なら 5 年でやろうと思ったら出

来るわけだ、全部。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  だから、最初に基幹事業は例えば 2 年目に入っても 1 年目にそうい

う提案事業をやっても構わないですよと。最終的に 5 年目に全部住宅をやって、1 年から 4 年の間

で提案事業をやっても構わないですよと。そういう弾力は結構、今、あるみたいですね。 

○委員（大渕紀夫君）  そして、45％出て、あとの55 は起債でやって、その起債さえ払えるとい

うことであれば、ばんと出来るんだ。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  出来ます。使いやすい補助金というのはそこです。別に補助

制度あって 60 も 70％あるんだったらそっち使った方がいいですけども、それより低い補助だとか

補助金無いやつですと一緒にくっ付けてやった方が新補助制度ができているようなもの。 

○委員（大渕紀夫君）  そうしたら、まるっきりごろんと変わっちゃったということだ。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  そうです。 

○委員長（加藤正恭君）  この 18 ページの高畠参事がいろいろなケースを作った場合のあれを見

ると、基幹事業に 100％使わない方がいいと。一番いい方法は80％が基幹事業で20％程度が提案事

業だと。そういうふうな作り方をすれば一番有利ですよと、こういう見方をしてもいいわけですね。 

○政策推進室参事（高畠章君）  そういうことです。 

○委員長（加藤正恭君）  そういうことでしょうね。高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  今の補足説明ですが、ここで言うケース 2 の場合が基幹事業に

対する提案事業の割合11％。で、ケース4 が 23％。ここの間ですね、この間にセットすると従来の

補助制度よりもずっといいと。その従来の補助制度よりいいというのは、Ｃ／Ａとありますね、こ
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このところの数字がケース 2 が 50％、ケース 3 が 52％、ケース 4 が 55％と、要するに50％以上だ

から有利だということですね。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  ただ、提案事業が 23％あるからと言ってですね、例えば 50 億の基

幹事業がありまして 10 億の提案事業があるから 10 億全部使ってしまうかと、そういう話になると

やっぱり起債の問題もありますしね。ずっとある程度、余分な提案事業はあるんだけども、余分な

仕事はまずしないで、11％かその間で収めようと。それで、やっぱり先ほど言いましたように、こ

れからどういう事業が提案事業で見てもらえてくるかというのは全道でどんどん出てきますので、

その辺を参考にしまして、こんなものも出来るのかと、これはちょっと考えていたより難しいなと

いうのがこれから出てくると思うんですよね。 

○委員（大渕紀夫君）  要するに提案事業で白老の政策とマッチするもので、金額が大きなもの

があればいいんだよね、提案事業で。町の政策とマッチして、合っていて金額大きければ。パーセ

ント 11 じゃなくて、うんと上げても何でもないでしょ。どんどん上げられるわけだから、政策と合

っていれば。そういうものをさっき言ったように、メニューをちゃんと取捨選択してこの中でそう

いうことをきちんと組み立て出来れば、その範囲で組み立てして23 使えば、それは町の政策と一致

するから公営住宅も出来るし、町の政策も出来るとこういうふうになるでしょ。そういうものを

23％の範囲で最大限考えれば一番儲かっちゃうと。有利だということだよね。そういうことでいい

だね。提案事業、これとこれを一緒にするということは出来ないの？ばらばらに取っていくという

わけには行かないの？それが行けばすごくいいんだよ。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事。 

○政策推進室参事（高畠章君）  地域住宅計画と言うんですが、一つの町、一つということには

限定はされていません。複数で構わないんですよね。ただ、メニューの内容が重なっちゃいけない、

そこだけ言われています。だから、同じメニューをだぶらせちゃいけないと。 

○建設課主幹（伊藤勉君）  だから、東京だとか大都市やなんかですと、例えば20 棟 200 戸だと

かそういうものになると、例え100 億だとかそういう単位の基幹事業が出てきますとやっぱり20％

ですから、20 億だとかその分提案事業が出来るわけですよね。そうすると学校一つも建てるかみた

いな話になってくるんですけども。規模が小さいと日の出団地あたりですと 2 億ですから。2 億に

対しての提案事業がいくらかと言うとわずかですよね。だから、やっぱりそんなに何でも出来ると

いうことではなくて、基幹事業に対しての割合ですから、あくまでも。 

○委員長（加藤正恭君）  いいですか。他にありますか。ちょっと休憩します。 

休   憩      午後  2 時 07 分 

 

再   開      午後  2 時 18 分 

○委員長（加藤正恭君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたしますが、今、地域住宅交付金制度

の概要をやっているわけですけれども、こればかりではなくて全体的に何かあってもいいですから、

総体的なご質問でも受けますから、どうぞ、ありましたら。聞き漏らしたとか何かあれば。その前
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にね、さっきの山本委員の質問に対して田中主幹の方からよろしくご説明願います。 

○建設課主幹（田中規雄君）  先ほど、住宅改造の応募者数ということでご質問ございましたけ

ども、これにつきましては健康福祉課で受付をしていまして、年度当初でだいたい5、6 件来るそう

なんです。ただ、いろいろな条件とかですね、それから、かかる費用、これについて色々とやって

いくとほぼ 2 件から 3 件になってしまうと。これは町の助成金制度でございまして、年間 100 万円

の予算を持っていまして 1 件当たり50 万限度ということで、大体2 件で 100 万円。3 件で行けば 1

件 30 万ぐらいの中での総額100 万円ということでございます。詳しくは健康福祉課の方でお聞きい

ただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）  それでは全体の中で何か聞きたいことがあれば。さっきの蒸し返しに

なるけど、補助金制度が交付金に変わっていくという、これは地方 6 団体の要望にもなるんだけれ

ども、公営住宅に関してとか、これらに関してですね、今日の審議も含めてですけども、そちらの

方に対する影響ですね、それはいいものですか、悪いものですか。どんなものでございましょう。

その辺り。松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  ただ単純に基幹事業って公営住宅建設事業の補助率からすれ

ば 2 分の 1 が今度 45％になりますので 5％落ちる。それでマイナスなんですけれども、それと併せ

て知恵を出すことによって最大55％まで補助金が活用出来るということになります。それで、今ま

で公営住宅関連事業で補助が無かった部分についても、町単費でやっていた部分についても、今度、

提案事業に挙げることによって最大限活用すれば 55％まで活用出来ますので、知恵の出し方によっ

てはすごくいい事業になるのではないかというふうに思っております。 

○委員長（加藤正恭君）  なるほどね。それと、都市と言うか札幌と比較するのはいかがとは思

うけど、例えば苫小牧の場合と、苫小牧以下の白老町を含めた地方とのあれから行くとね、やっぱ

り都市部の方が有利な面が多々多いんじゃないかというような気がするんだけども、その辺りはど

うですかね。はい、どうぞ、松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  提案事業は基幹事業の％は23.1％までですか、提案事業を最

大限に活用出来るということであれば、公営住宅本体の基幹事業の建設事業費の割合が非常に大き

いところ、額が大きいところ、札幌だとか苫小牧だとか大規模なところは23.1％を活用することに

よって非常にメリットが出てくる補助金だと。公営住宅が大規模にやることによって非常にメリッ

トが出てくる交付金というふうに受け止めております。 

○委員長（加藤正恭君）  可能性はあるね。なるほどね。やっぱり田舎ではちょっと無理な面、

それよりも前の方の補助金の方がいいわけですよね。小さい自治体であればね。やっぱり大きなと

ころに。そのための町村合併というようなことの発想にも繋がるのかなという気がするんだけども。

そういう理解でいいですね。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  はい。 

○委員長（加藤正恭君）  そうですか。他にどうですか。どうぞ、小西委員。 

○委員（小西秀延君）  先ほどの問題から続いて行くんですけど、ということは、その町の政策
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に合えば提案事業も絡めて計画の中に入ってくるということになって、町から出てくる予算規模も

増大されてくる。で、国では17 年度の予算580 億というふうに算定しているとなると、同じ牌の取

り合いが余計激化して激しくなって、なかなか自分達の計画が通って行かないという可能性が非常

に強くなるという感も出てくるということで理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  今の情報ですと、予算の枠ですよね、なかなか補助金・交付

金の枠が増えないということで同じ牌の中の取り合いということになると、非常に小さいところは

厳しいのかなという感じは受けます。ただ、これから公営住宅を建てるところと、建てないところ

がはっきりしてきていますので。やめるところはやめる、どうしても必要なところは建てるという

ふう。それから大都市では、この制度を活かして今まで以上に建てる可能性もあります。ぜひ、白

老町についても予算を万度に取れるよう努力をして参りたいと思っております。 

○委員長（加藤正恭君）  高畠参事どうぞ。 

○政策推進室参事（高畠章君）  追加の補足説明ですが、結局、そういう決められた国の予算の

枠の中でこの制度が浸透していくと本当に使いやすいなということで手を挙げる自治体がたくさん

出てくると思うんですね。結局はその枠の中でどう収めるかということで、今回、事前の評価と、

事後評価を取り入れて、それの点数の高いところをやっぱり優先的に継続して採択していくと。そ

ういうような考え方みたいに聞いております。 

○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか。総体的に何かあれば。よろしゅうございますか。大

渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  もし、旧グラウンド跡地にやるとしたら、どれぐらいの年からやれます

か。実施年度。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  今の計画はまだ白老町の財政健全化との整合性の問題だとか

ありますけども、今のところは日の出の 6 号棟が平成 17 年、平成 18 年度で 2 ヵ年で建設予定です

ので、末広の新しい団地に着手するのは平成19 年度以降になると思います。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  ということは、確かに大都市の方が有利なんだけれども、細かく割って

行って、国の交付金がもらえるかどうかということがあるんだけど。例えばさっき、ちょっと休憩

時間に聞いたら 30 億くらいの規模、基幹の部分で 30 ぐらいの規模ということであれば、白老なん

かでもそれを活用して、メニュー最大限利用してうまくやれば、かなり有利な、今までよりも有利

に公営住宅を建てられる可能性は白老町でもあるというふうに思ってもいいですか。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  大渕委員言ったとおりです。知恵の出し方によっては今まで

単費でやっていた本当に必要だったけども出来なかったものが新しい交付金制度によって出来る形

になりますので、知恵の出し方によっては非常にメリットのある交付金になったと思います。 
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○委員長（加藤正恭君）  そういう知恵を出す部署はどこですか。松井参事どうぞ。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  今、担当しているのは建設課の都市計画係と、実行の方は伊

藤主幹の方の住宅開発指導係ということになりまして、建設課の中で連携を取って進めて行くと。 

○委員長（加藤正恭君）  グループ制で？ 

○政策推進室参事（松井俊明君）  お互いに両グループ関連ありますので。 

○委員長（加藤正恭君）  そういうふうに建設課って言わないで、そこの方でも大いに知恵を出

す部分ではやらなきゃ駄目じゃないの。高畠参事どうぞ。 

○政策推進室参事（高畠章君）  やはり、これは政策推進室で横断的に束ねてやるという考え方

も一つあると思います。でも、やっぱり町としての総合力を発揮すると意味では各セクションがこ

ういう事業があって、そして、今まで自分が抱えている事業は一般財源でしかなかったと、あるい

は 3 分の 1 の補助しかなかったと。そういった現実と照らし合わせて、この補助制度にうまく乗っ

かってやろうじゃないかという意識、この意識が個々のセクションで持たなかったら、どこか 1 箇

所でやったってまず無理だと思います。ですから、やっぱり役所の総合力、これをいかに発揮でき

るか。どこでやるかじゃないと思うんです。発揮することが出来るかという、そういう仕掛けが一

番大事だと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  いや、どこでやるかじゃないけども、その心臓部はどこかと言ってい

るんだよ。 

○政策推進室参事（高畠章君）  心臓部は町長です。 

○委員長（加藤正恭君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  政策推進室の中では定住促進、具体的にはまだ正確にはない

ですけど、今、大まかな話では定住促進を政策推進室でやれと。定住促進の中にはこの部分も入る

と思うので、うちも関連ございますので、政策推進室、建設課、一致協力して進めて行きたいと思

っております。 

○委員長（加藤正恭君）  心から期待をいたしております。無ければ、この辺で所管事務調査を

閉じたいと思いますがいかがでございますか。よろしいですか。それでは、どうも長時間ありがと

うございました。5 分間、休憩します。 

休   憩      午後 2 時 30 分 

 

再   開      午後 2 時 32 分 

○委員長（加藤正恭君）  産建としてまとめてみたいと思うんですけれども。今、休憩中にちょ

っと話があったように、まとめと言っても産業建設常任委員会の所管としてどういう意見を述べる

かと。文章的なものは委員長・副委員長の方に任せていただきたいと思いますが、後ほど、出来ま

したら皆さんにご提示申し上げますが。ここはぜひという部分が数の中にはあるんじゃなかろうか

と思いますので、そういう点があったら皆さんの忌憚の無いご意見を伺っておきたいと思いますが。

どんなものでございましょう。特別ありませんか。あなた方に任せるよということになりますかな。 
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○委員（大渕紀夫君）  一つは産業経済課の例の独身者住宅についてはね、これはもうやるとい

うことになっているわけですから、積極的に進めていただくというのは、それはもちろんそうなる

と思うんですけど。問題は今後ね、雇用促進事業団住宅の動向によってはあれをやるかやらないか

というのはちょっと難しいところがあるし、補助が駄目になるでしょ、今回でね。産業再配置関係

の補助金が無くなるということですから。起債 100％付くと言うんだけれども、そこら辺の問題が

ちょっとどういうふうに産建としては考えるのかというのは、残った 3 棟をね。3 棟と言うか、3

棟建てたいというこことで絵にはなっているんだけど、そこら辺をどうするかというのはちょっと

意見を集約した方がいいか、書かないか、どっちかになるのではないかと。進めれと書く場合はや

っぱりそこら辺考えなきゃ駄目でしょ。それが一つ。 

 今のやつも、ただ、いい、いいと言っていいのかどうかと。それは西団地と緑ヶ丘団地をそのま

ま、今のままで 19 年から例えばやって、3 年かかったとしても、5 年計画だけど早く建てようと思

ったら建てられるというわけでしょ、起債が増えるだけでね。だから、そこら辺の判断というのは

かなりあると思うんですよ。一つはまとめることによって金額が大きいということさ。ということ

は起債がものすごく大きくなるでしょ。30 億の 55％が起債だからね。だから、かなり大きなものに

なるから、西団地と緑ヶ丘団地が例えば 5 年計画で 19 年からやったら 24 年に完成。それぐらいに

それだけの起債を背負って行けるかどうかということもあるから、財政的にはよほど検討しなくち

ゃいけないと思うんですよね。ですから、そこら辺を含めてちょっと意思だけは統一、意見だけは

出していただいた方がいいんでないかなという気がちょっとしたんですけど。 

○委員長（加藤正恭君）  一番最後の西団地・緑ヶ丘団地、これの 5 ヵ年計画、これは旧グラウ

ンドへ移すという、この問題についてはどうですか。今、そういう計画を立てておりますが、所管

事務調査としては認めるというふうに、認めないというわけには行かないんだろうね、これね。認

めるとか、認めないとかじゃなくて、いいとしても何か留意点みたいなものがありますか。宗像委

員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  西団地も緑ヶ丘団地も耐用年数のことを考えると、入っている人のことを

考えるとやっぱり 1 年でも早くしてやらなきゃならないという。ですから、3 年か 5 年かというと、

やっぱり 3 年がいいというふうに思うけども。けどもと言ったのは財政のこと。やっぱり財政のこ

とを考えて果たして、今、大渕委員から出ていますようにそれだけの町債と言いますか、それが持

ってやっていけるのかどうか。それだけの力があるのかどうか。そこはやっぱり財政当局とよく相

談しなければならないなと。 

○委員長（加藤正恭君）  考え方としては財政事情を十分検討の上ということはね、これは書か

なきゃならないことだと思うんだけどさ。何でもそうだと思うんだけど。その辺りだね。あと、何

か留意する点はありますかな。西団地と緑ヶ丘については。どうぞ、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今、宗像委員が言われた点なんだけどね。委員長、今、おっしゃいまし

たけども、要するに財政健全化計画との整合性を取るというだけでなくて、きちんとした試算を出

して議会なり、町民なりに公表した上でかかるというぐらいに書いた方がいいのではないかと思う
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んですよ。なぜかと言うとね、今、これだけ厳しいと言われている中に公営住宅オンリーでやって

いいものかということも出てくると思うんです、きっと。学校問題とかいろいろあるでしょ、他の

ことが。無きゃいいんだけど。ということは、起債を全部かぶってくるとね、ちょっと計算しても

30 億で見ても17、8 億の起債をかぶることになるよね。これはやっぱり、ちょっと並みのものじゃ

ないと思うんですよね。だから、そこら辺はやっぱりきちんと指標を出してね、単なる財政を見て

やれと言うのではなくて、一定のそういうものをきちんと出してやらないと、これだけで考えると

いうわけにはいかないから、そこが整合性を取り、指標をきちんと出せというようなところを入れ

てやった方がいいんでないのかなと思うんですよ。 

○委員長（加藤正恭君）  当然ね、西団地、それから緑ヶ丘団地の跡地の処分も問題もあるわね。

だから、それも入るものは入るわけだ。どのくらいの金額になるか、一応試算すれと。そういうも

のも出してやれとこういう意味でしょ。わかりました。どうですか、その辺りの考え方は。そうい

うものも載せるように、記載するようにすると。他に何かありますか。そんなのも書きましょう。

これはもう一応、収入の方に入るから、跡地のあれは。金額は別にしてね。それらを試算して、最

終的にはどうなるかということを明示してほしいというような。そこが財政との整合性との図ると、

こういうことになるんだろうと思う。それから、他には何かありましたか。ストックの問題とかマ

スタープランの問題はどうですか。何かありましたか。ニセコの方はどうですか。うちらの場合は

だいぶ後の話になるようだけども。そんなの書かなくていいですか。ニセコの問題は。いいかい。

じゃ、交付金の方はどうですか。それから、4 月 28 日にやった産業経済課との所管事務調査、これ

らについては。独身住宅とかなんかの問題もこれに載ってくるんだけど。本来の目的である産業振

興に係わる住宅政策ということについて、文章的には私どもに任せていただけますか。いいですか。

立地企業との関係では何か記述することないかな。全て企業誘致に関連する問題だと思うんだけど。

この産建から提案されている建設場所の末広町かい、信金の社宅の隣、あの問題はどうですか。い

いんですね、問題ないですね。 

○委員（大渕紀夫君）  ただ、本当に入る人いるんだろうね？ 

○委員長（加藤正恭君）  いや、アンケートの結果さ、50 何名いて、25 名という数値はあるけど

も。外れても大丈夫でないかな。25 名が希望するとすれば。家賃の問題やら何やらあるだろうけど、

場所的にはいいとこだよね、あそこはね。町の真ん中だもの。それでは、こんなところで終わらせ

ていただきます。後日、定例議会前までにはある程度まとめたものを提示して、ご批判を仰ぎたい

というように思いますのでよろしくお願いします。 

                                          

      ○閉会の宣告 

○委員長（加藤正恭君）  では、これで産業建設常任委員会を閉じたいと思います。ご苦労様で

した。 

 

（閉会 午後 2 時 43 分） 


