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平成２１年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２１年 ８月２６日（水曜日） 

開  会  午前 ９時５７分 

閉  会  午前１１時４３分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

 １．住宅に関する計画策定について 

 ２．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

 １．住宅に関する計画策定について 

 ２．その他について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 西 田 祐 子 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 山 本 浩 平 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 

     建 設 課 長    星     貢 君 

     建 設 課 主 幹    小 林 繁 樹 君 

     建 設 課 主 査    石 川 弘 明 君 

     建 設 課 技 師    高 田   歩 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     臨 時 職 員    松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより建設厚生常任委員会所管事務調査を行います。 

（午前 ９時５７分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） 事務局よりきょうの日程を説明してもらいます。 

○事務局主幹（森 隆治君） 本日の委員会は、白老町の住宅政策の計画策定について、政策

形成過程の段階から、議会の意見をお聞きしたいとの都市整備部建設課からの申し出により、

町が政策立案する計画、構想等については、将来のまちづくりを推進する上で重要な位置づけ

という委員長判断により、担当部局から説明を受けるものでございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、町側から説明を受けたいと思います。岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 皆さん、おはようございます。大変お忙しいところ、計画策

定に当たって委員会を開いていただきましたこと、まずもってお礼申し上げます。 

 住宅関連３計画ということで、１つは白老町住宅マスタープラン、それから白老町公営住宅

ストック総合活用計画でございますが、これにつきましては、平成 18 年度に 10 カ年計画とい

うことで策定しております。 

 しかしながら、実態と計画となかなか合わないという部分が出てきておりまして、北海道の

ほうからも、現在いただいております地域住宅交付金、これの交付が厳しいというようなこと

も指摘されてきている現状であります。そういう中で、この２計画については大きな見直しを

していかなければならないかなということが１つあることと。 

それから、公営住宅等の長寿命化計画でございます。これは、改修して現在の住宅等を長く

使っていくという部分の計画を新たに策定したいという３計画を、今年度中にまとめたいとい

う考えでございます。 

 この計画について、でき上がってからご説明する前に、計画策定段階から議会のほうへ内容

をご説明申し上げ、ご意見をいただいた中でまとめていきたいという考えを持ってございます。

年度内にまとめるというところでございますが、今後の策定計画のスケジュール、それから町

民参加の委員会をどういう形で持っていくか、それから、どういったところを柱に計画をまと

めていくかと、きょうは大きく６点ほど載せてございますが、この後、建設課の星課長、ある

いは小林主幹のほうから、内容を詳細ご説明させていただき、いよいよ実践内容の策定作業に

入っていきたいと、このように考えてございますので、議会の皆様からもご意見頂戴したいと

思います。私のほうから、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 小林主幹。 

○建設課主幹（小林繁樹君） それでは、私のほうから計画に対する策定の説明の前に、公営

住宅の制度の仕組み、それから計画策定のスケジュールのほうを説明していきたいと思います。 

 まず、お配りしました公営住宅制度の概要という資料をご覧ください。この資料に基づいて

仕組みをご説明してまいります。公営住宅を整備する目的ですが、２行ほど読んでいきますが、
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健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対し、低

廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するためとしており

ます。これが、昭和 26 年に制定されました公営住宅法に基づくものでものでございます。その

後、平成 18 年、住生活基本法が制定されました。国民の豊な生活を実現するため、住宅のみな

らず、住環境含む住生活全般、それに対する質の向上を図る政策への転換が示されたところで

ございます。 

 次、２番目ですが、町営住宅の管理状況、平成 21 年３月 31 日の数字でご説明いたします。

町が管理している町営住宅ですが、社台から虎杖浜団地まで 11 団地、953 戸ございます。その

うち、老人用住宅、日の出団地にございますが 12 戸。それから身体障がい者用住宅、はまなす

団地に８戸、竹っこ団地に２戸、計 10 戸ございます。それから老朽化が激しくて、現在空き家

となっております政策空家、社台に２戸、萩野団地に３戸、計５戸ございます。入居の待機者

でございますが 58 世帯、これが８月１日ですと 66 世帯ございます。その中で、約 60％が日の

出団地、青葉団地を希望されております。 

 次の、入居者の収入状況でございますが、一番下の表をご覧いただきたいのですが、収入状

況によって８つの段階に分かれております。一番左、収入分位でございますが、ローマ数字で

１から８までございまして、１から４までが入居可能な収入の範囲でございます。５以上にな

りますと入居ができないという収入になります。１分位の低所得者ですが、全体の 76.1％で、

２分位から 4 分位まで、これが 11.2％、それから入居基準以上とありますが、超える方です。

５分位から８分位が 12.7％いらっしゃいます。特に西団地、緑ヶ丘、はまなす、それから旭ヶ

丘団地に１分位の方が多くいらっしゃいます。逆に、５分位から８分位の方は、青葉団地に多

いという状況になっております。 

 次、３番の入居者資格でございますが、要件がいくつかございまして、同居親族要件、現に

同居しまたは同居しようとする親族があること。簡単に言いますと２人以上の親族で住まなけ

ればならないということで、ただし、老人、身体障がい者などについては、単独での入居が可

能となっております。また、昭和 31 年４月１日以前に生まれた方、戦傷病者、原爆被爆者、被

生活保護者などについても単身での入居が可能となっております。 

 先ほども説明しましたが、入居の収入基準ですが、本来ですと４分位までの 15 万 8,000 円以

下でなければ入れませんが、裁量階層と呼ばれる身体障がい者等については、６分位の 21 万

4,000 円までであれば入れるということになっております。 

 ③災害により住宅を失った方のために建築した公営住宅ということで、災害にあった方であ

れば、月収 21 万 4,000 円以下であれば入れるということになっております。 

次に、(３)の住宅困窮要件ですが、現に住宅に困窮していることが明らかな者となっていま

す。現在、入居順というのは申し込み順になっているのですが、困窮度合いに応じて、入居基

準を定める必要性を感じておりまして、民生委員などを通して相談しながら、基準を検討して

まいりたいと考えております。 

 本来、入居できない収入超過者、高額所得者ですが、収入超過者が７戸、高額所得者が４戸
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ございます。収入超過者の定義ですが、引き続き３年以上入居している場合で基準を超える収

入があるときとしています。公営住宅を明け渡すよう、本来であれば努めなければならないこ

とになっております。その収入基準は、本来の階層ですと月収で 15 万 8,000 円。裁量階層です

と月収 21 万 4,000 円以下となっております。高額所得者の定義ですが、引き続き５年以上入居

している場合で、最近の２年間基準を超える高額の収入であるときとなっておりまして、町が

期限を定めて公営住宅の明渡しを請求することができることになっております。その収入の基

準ですが、月収で 31 万 3,000 円となっております。これらの収入超過者、高額所得者対策です

が、今後、民間賃貸住宅の空き情報、家賃情報の提供、それから斡旋、これを進めていきたい

と考えております。そのことにより、高額所得者等が退去し、待機者の解消にもつながればい

いと考えております。 

 次に、家賃制度にまいります。家賃がどのように決定されるかということですが、下の表の

とおり、８つの分位に対して家賃算定基礎額というのが国で定められております。この家賃算

定基礎額に市町村立地係数、規模係数、経年経過係数、利便性係数を掛けたものがその住戸の

家賃となります。同じ住戸でも、収入が違うと家賃が変わってくると。一人一人家賃が変わっ

てくるということになります。以上で公営住宅についての仕組みを簡単に説明いたしました。 

 引き続き、住宅関連の計画に対するスケジュールを簡単に説明してまいります。主要作業工

程表という資料がございますが、それをご覧いただきたいと思います。主要作業工程表という

資料ですが、左のほうに業務内容としまして、８つほど大まかなものを上げております。 

業務内容の２つ目ですが、住宅政策検討委員会の設置運営ということで、作業的には７月か

ら始まっております。福祉、町内会、商工業、子育て関係の方から選任したいと考えておりま

す。公募も１名、それと庁舎内から関係課の職員、胆振支庁のほうから職員をアドバイザーと

してお願いしております。１回目が９月 18 日、全体で３回ほど開催の予定でございます。 

次の議会への説明ですが、まずきょうです。それから 10 月、12 月に計画案の説明、それか

ら助言もいただきたいと考えております。 

次に、住宅マスタープラン、ストック計画の点検総括ということで、これについては各項目

の点検を終え総括の段階に入っております。今月いっぱいをめどにしております。 

次に、数値データの整理、課題の洗い出しということで新しいデータを置きかえる。また、

つけ足すという作業で若干作業遅れていますが、９月上旬には終わりたいと考えております。 

次に、公営住宅の老朽化調査、これについては、今後の修繕計画などの方針を出す大事な調

査でありまして、建物本体の調査ばかりではなくて、物置、街灯、さく、駐車場などの調査を

行いたいと考えております。 

次に、入居者の特性ですが、収入、年齢、母子家庭かどうか、それから独居老人など、それ

の特性も調査によって出てくるのではないかと考えております。 

その次に、関係者への聞き取り調査ということで、介護、障がい福祉、商店街、アパート経

営などの関係者に聞き取り調査を行いたいと考えております。 

全体の計画策定ですが、案としましては道との協議もございますので 12 月までには終わりた
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いと。その後、道への提出、開発局への提出もございますので、それを含めますと最終的には

２月くらいになるのかなという予定でおります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） それでは、今言った状況を踏まえて、従来とちょっと違えた論点、

こういった視点で進めたいなと思うことを６つばかり書いていますので、その内容について簡

単にご説明させていただきたいと思います。その前に、３つの計画、それぞれどういう違いが

あるのかということなのですが、重複している部分もあるのですが、本当に一言でいうと、住

宅マスタープランは公営住宅、民間住宅含めて、町の住宅政策全般にかかわるものというふう

に位置づけられておるものでございます。 

 そのうち、公営住宅のストックというのは、既存のというふうに取っていただいていいと思

います。その総合活用計画を立てることになっています。そのうちストック計画というのは、

今ある住宅を直すですとか、壊して建てかえるですとか、つまり、新築も含めてです。その計

画になっているのですけれども、今度、新たに国のほうで長寿命化計画という名前のものの策

定をというふうにいわれています。これを建てることによって、従来老朽化したものを修繕す

ることができなかったものも含めて、一定の条件ありますけれども、修繕が可能になるという

計画でございます。これについては先ほどいったストックの中で、壊す、直す、新設する。３

つのうちの特に直すという部分です。修繕するという部門について具体的な計画を立てるとい

うのが長寿命化計画という、そういう別れ方になってございます。それぞれ関係しているので

すが、そういう違いがあるということを前提にお話をさせていただきたいと思います。 

 先ほど、部長のほうから最初にお話にもありましたけれども、道のほうからは今ある計画が

なかなか進んでいないと。立てたばかりの計画が進んでいないということは、今後、こちらが

いろいろな交付金事業の申請をしても、なかなか認可できない可能性が強くなるという指摘を

受けておりまして、そういうことからも、実現性の高い計画にしたいと考えています。実現性

を高めるために３つ考えなければならないと考えています。 

 その１つが、まず、ライフサイクルコスト計算書というものをきちんとつくるということで

す。これは、各棟ごとに今後必要となる修繕、改修、解体費用、実施年を明示した上で、金額

をすべて明示するということです。もちろん、これには大量にお金がかかるケースもあります

から、金利のことも考えなければならないと思いますし、細々したところ、例えば畳を直すで

すとか、そういうところなどについては今までの実績で判断したいと思いますが、大きく改修

というのは屋根だとか壁などを中心に、いつ直すか、どのくらいかかるかということを明らか

にした計算書ということです。それに基づいて財政計画と整合性を図っていくようなことを考

えなければいけないなと思っています。 

それとあわせて、今後の人口、もしくは世帯数の状況をよく判断した上で、管理コストも重

視した上で、適正な管理戸数の検討をしていかなければならないなと考えております。今ある

管理戸数自体が本当に適正なのかどうか。今 950 戸くらい管理していますが、人口ですとか、

世帯数ですらも、人口がずっと減っている中で世帯数は減ってはいないのですけれども、それ
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もかなり鈍ってきているのです。そういうことから踏まえて、そのくらいの数が適切なのかと

いいながらも、先ほどいったように 60 から 70 件くらい待機者が常にいるということを考えな

ければならないと思います。その上で、適正戸数を検討していきたいというふうに考えている

ところです。 

 次、入居者の実情をもう少し考慮しなければならないのではないかと考えています。という

のは、多くの市町村共通なのですが、建物を中心に計画はされてきたと思うのです。ですけれ

ども、それに加えて、入居者の特性といいますか、実情などについてももう少し配慮しなけれ

ばならないのではないかと考えています。具体的には、先ほども出ましたけれども、高齢独居

の方がどれくらいいらっしゃるかですとか、その方たちがどのような収入なのかですとか、と

いうことを考えなければいけないと思います。少しだけ例示めいたものをしていますが、例え

ばですが、今風呂のない住宅がいくつかあるのですが、そういうところですと 2,000 円以下で

入居している方もいらっしゃるのです。そういう方たちが、取り壊して新しい住宅を建てて移

転したとすると、最低家賃は３万円近くなると思います。ですから、10 倍もしくは 15 倍くら

い家賃が上昇するということになりかねないのですけれども、それが本当に入居者にとって移

転が可能なのかどうかということも考慮しながら考えたいと思っています。ですから、一番最

後に書いていますけれども、高齢者に対応するような住宅に質的な改善はしなければならない

と思うものの、入居者の支払能力に応じた公営住宅も必要ではないかと。常に新しいものばか

りということにはならないのではないかというふうに考えているところです。 

 ３番目が、今言ったことにも関連しますが、民間住宅と公営住宅の調整を図るということで

す。現実に、皆さんご存じのように、町内には温泉つき分譲地を中心に相当数の未利用住宅が

存在しております。ですから、そういうところの状況は大体把握しているつもりなのです。そ

れを、今後不動産業者などと連携した上で、貸したり売ったりする意向があるかどうかをこれ

から始めたいと思っています。それは、産業経済課中心に実施している移住政策とも連動する

可能性が非常に強くなるのではないかというふうに考えています。そういうことで、産業経済

課とも連携しながら進めたいと考えています。これが、結果的には待機者対策になるのとあわ

せて、空き家が多くなってきている対策にもつながっていくのではないかと。そういう住宅政

策のほうに向かいたいという意味でございます。 

 ４つ目です。これは新規の話ですが、民間活力の導入ということの具体策を２つ考えさせて

いただいております。公営住宅の指定管理者制度というのができないだろうかということです。

具体的には、入居募集ですとか、修繕、それから家賃の決定通知、家賃徴収などを民間に実質

的に委託することはできないだろうかということです。これに関しては、道内においてもいく

つかのところで既に始まっております。主に道営住宅中心なのですけれども、函館、帯広、釧

路、根室あたりでは既に実施していますので、今のその情報を収集しております。これができ

ないかどうかということです。 

 もう１つは、借り上げ住宅制度の導入の検討をしていきたいと考えています。現状の制度で

は、新築住宅を借り上げるという制度になっていますが、今後は既存住宅の借り上げも可能に
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なるような検討が、もう既に国のほうでは進められておりまして、ことしから社会実験も始ま

っているような状況です。これはどういうことかというと、民間の方が公営住宅の基準で住宅

を建てるのです。いわば公営住宅ではなく普通のアパートなのです。ですけれども、それは公

営住宅の基準に基づいた建物になります。それを民間のオーナーさんから町がおおむね 20 年と

いうことを目安に借り上げていく仕組みになります。町としてのメリットは初期投資が少ない。

というのは町が建てるのではなく、民間の方が建てます。それを借りるだけですから初期投資

は非常に少ないです。町が持ち出すお金、当初の建設費としては共有部分、例えば共同の玄関

ですとか、駐車場ですとか、そういうところの部分の３分の１に当たる金額だけ町が拠出する

ことになります。そういう仕組みです。ですから非常に初期投資は少ないものになります。 

わかりづらい表現をしますが、公営住宅の地域的偏在が改善できる。簡単にいうと、今まで

だと町有地があるところ、もしくは土地の安いところなどを中心に、公営住宅を大規模に建て

ざるを得ない状況にあったのです。ですけれども、日の出団地、青葉団地にしても、美園にし

ても緑ヶ丘にしても、本当はお年寄りが一番生活しやすいと思われるのは、駅があって、JＲが

利用できて、バス路線が通っていて、役場が近くて、銀行が近くてお店屋さんがあるというと

ころが、実は一番お年寄りが暮らしやすいところだろうと思います。そういうことから考えて、

地域的な偏在を解決するためには、民間の方が、例えば中心市街地の振興策として、このかい

わいに建てることも可能になります。これは、決して大規模な住宅ではありませんので、最低

４戸くらいからです。２階建てで２戸、２戸の４戸建てくらいの住宅は可能になります。です

から、そういうものを利便性の高いところに、民間の方に建てていただいて、それを借り上げ

ていくような方式をとれないかということです。 

もう１つは、人口の将来の増減に柔軟に対応できる可能性があるということです。町が建て

てしまうと、例えば美園団地のようなあのような構造体ですと 70 年間、耐用年数があるのです。

今後 70 年間町が責任を持って維持管理をするというような仕組みになることになります。です

から、70 年後の人口もしくは世帯数を想定することは、なかなか今の時点では難しいことだと

思います。そういった意味合いで、民間の力を借りて人口の増減に柔軟に対応できるような体

制にできるのではないかと。なおかつ、今これから公営住宅、夕張なども一番困っているのは、

公営住宅の解体費が捻出できないというところなのです。それと同じようなことが白老でも今

後、ある一定期間を過ぎれば訪れることになります。そういうことを考えても、解体ですとか、

計画修繕費用は、あくまでこれは民間の建物ですから、民間の責任でやることになるのです。

ですから、行政負担が将来的にも減るという利点がございます。 

 町の話ばかりで、事業者はどうかというと、事業者に関しては民間アパート経営で一番何が

困るかといったら、入居率を確保できないということが一番問題なのです。これが公営住宅と

いう扱いになると、町が責任を持って入居者を誘導するということになりますから、現時点で

もほぼ 100％の入居率でございますから、そういう意味では入居率が 100％になって、家賃が

100％保証されるというような利点が民間側にもあるということです。これについては民間のほ

う何社かと勉強会を２回くらいやっていまして、それぞれこれからシミユレーションを出した
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上で、お互いにどういう負担が生まれて、修繕をどちらがやるかというのはこれからなのです

が、どちらにも利点が出るような関係をつくれないかどうか検討しているところでございます。 

 ５番目、一般住宅制度の導入ということですけれども・・・。 

○委員（松田謙吾君） 課長、考えながらお話ししているけれども、今９月です。12 月に策定

するのであれば、議会の意見を聞きたいと言うけれど、きちんとまとめてあるのであれば、そ

の６つの意見をください。検討のしようがないです。ただ話されているのでは。６つの意見が

まとまっているのであれば、この議会の意見を聞きたいというのであれば、その資料をくださ

い。ただしゃべっても、みんな何を聞いていいのかわからないです。それだけ６つの意見がき

ちんとなっているのであれば資料をくださいと言っているのです。ただ話されても、何を言っ

ているのか全然わからない。もう９月だし、４カ月しかないのに策定するというのであれば、

まとめてある資料をもらって検討しなければわからないでしょう。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 資料がすべてそろっているわけでは、実はございません。それで、

そういうことも踏まえて、このほかにこういう考え方も必要ではないかというご意見などもぜ

ひいただきたいなと考えております。 

 集まっているものに関しては、松田委員がおっしゃったように提供できるものと、実はまだ

まとめきれていないものとあるものですから、ある一定のまとまりがついた時点でお渡しした

ほうがいいのか、個々にまとまった時点で、それぞれお渡ししていくかということについては、

相談させていただきたいと思いますが、申しわけないのですが、まだ全部が全部まとまってい

るわけではないのです。 

 先ほど言いました入居者の状況なども、個々になるものですから、年齢ですとか所得ですと

か、組み合わせをしていかなければならないものですから、全部の分析をしきれていないとこ

ろなのです。借り上げ公住だけは２カ所ほど資料をいただいているのですが、実は指定管理者

については資料請求したという程度でして、現物はまだいただいていないのです。法律でこう

いう考え方があるということを勉強したという程度なものですから、まだわかりやすい資料で

はお渡しできる環境には、残念ながらございません。なるべく早くお渡しできるようにはした

いと思っています。それを整理したものを、10 月くらいまでには全部資料入手した上で、数字

のデータ整理も今月中か、来月の頭くらいには終わるかと思います。その分析結果を踏まえて

10 月には詳しいものでお示ししたいと思っています。繰り返しになりますが、あくまで、僕が

今、みんなで考えたことのほかに、こういう視点が足りないのではないかという指摘をぜひい

ただきたいと思っているのです。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３０分 

                                         

再開 午前１０時３１分 

○副委員長（氏家裕治君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 
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○事務局主幹(森 隆治君) 委員長が、腹痛で委員会を続けていくことができない状況なもの

ですから、事故があるということにみなしまして、委員長の職務代理ということで、「委員長に

事故がある場合は副委員長が委員長の職務を行う」ということなものですから、副委員長に代

わっていただきます。 

○副委員長（氏家裕治君） それでは、星建設課長、続きをお願いいたします。 

○建設課長（星  貢君） 続けさせていただきます。一般住宅制度を導入するということで

す。今まで使われなかった制度なのですが、実は、職員住宅ですとか教員住宅などについても、

かなり未利用のものがふえてきております。そのほか、雇用促進住宅を売却したいという意向

も示されておりますし、具体的にここに書いてよかったかどうかわかりません。ビュラメール

の従業員宿舎などについても、計画が決まっていないような状態です。そういうところなども

含めて、公営住宅法とは違うのですが、町が管理して住宅として提供していくことができれば、

先ほどから申している 60、70 人、常にいる待機者対策にはつながっていくのではないかと考え

ておりまして、そういうこともこれから、この戸数を確保するために直接かかる建設費と、買

ったり改修したりして貸し出していく、どちらがいいのかという、コスト比較をした上で考え

てみたいなというふうに考えているものでございます。 

 最後６番です。住宅産業の振興に向けた住宅政策を展開するというふうに考えております。

これは、先ほど小林主幹のほうからも説明がありました住生活基本法に基づいて、国のほうが

つくられている計画、住生活基本計画、これは北海道も同じものをつくっていますけれども、

これが従来の住宅計画とは１つ大きな違いでして、住宅産業の振興というところまで踏み込む

べきであると。それは、白老などでもそうなのですが、小さなまちほど、建築業者さんがいな

くなっていく状態に近づいているまちがふえているのです。そういうことからも、住宅政策を

考えていくときにあわせて、住宅産業の振興という視点も持つべきであるということが示され

ています。白老でもそういう視点で考える必要があるのではないかと。住宅政策を実現するた

めに必要な事業者さんだという上で、具体的には、住宅リフォームの支援ですとか、先ほど申

した借り上げ公営住宅制度の導入だとか、そういうことを含めた住宅産業の振興策などについ

ても、これから検討してまいりたいと考えているところです。 

 以上６点が、従来と違った視点で考えていきたいと。このことも含めて、いろいろなアイデ

アを助言いただければありがたいと思っております。以上です。 

○副委員長（氏家裕治君） ありがとうございました。この、住宅マスタープラン、公営住宅

のストック総合活用計画、また、公営住宅の長寿命化計画については、見直しも含めて、今年

度の大きな課題として取り上げられていたことだと思いますので、それについての一定の方向

性というのが、行政側から示されたものだと思います。これに、今回いろいろ議会でも言われ

ている政策過程の中で、計画がコンクリート化され、固まってしまってから何を言ってももう

遅いということから、こういった運びになったと思いますので、皆さん、何か意見があれば出

していただければよろしいかと思いますし、また、きょう初めて聞いたことであって、何を聞

いていいかもわからいという意見がもしあれば、また後日改めて、こういった会を設けても構
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いませんので、きょうはせっかくの機会でありますから、ぜひ忌憚のない意見を出し合ってい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田でございます。どうもご苦労さまでございます。まず最初に、公

営住宅制度の概要というところで、入居者基準とかいろいろありまして、１番下の家賃決定の

ところで、家賃算定基礎額とは書いていますけれども、ここに書いている、実際に白老で払わ

れている金額、家賃というものが全く示されていないから、結局何をどういうふうに判断して

いいのかわからないのです。これでいったら、15 万 8,000 円を超え 18 万 6,000 円以下の場合、

つまり基準を上回っている方は５万 8,500 円になっているのです。この算定基礎額からいくと。

これだと普通のアパートの家賃より高いから、本来であれば、この数字で見てしまえば、普通

のアパートに行ってしまうと思うのです。これよりかなり低いから、一般アパートに行かない

で公営住宅に残っているということになると思うのです。その辺の数字を何も示していただけ

ないと、私としてはそれがわからない。だから、結局ここで 118 戸の入居基準以上の方がいら

っしゃる。また、待機者が 120 人いるということ。はっきり言って、この方々から基準の家賃

算定基礎額の家賃をいただければ当然出ていくと思いますから、そうした場合に、住宅ストッ

ク計画は無理してつくらなくてもオーケーになってしまいます。その辺がまるきりわからない

のが１つです。 

 ２つ目に、民間住宅と公営住宅の調整を図るということで、いろいろおっしゃいましたけれ

ども、このことは、先ほど松田委員もおっしゃっていましたけれども、お話しになられたので、

余りにも話が早すぎて、内容をこちらのほうが把握する、理解ができない。だから、借り上げ

住宅制度を導入とかといっても、①、②、③、④とずっと書かれてきても、何が、具体的にど

ういうふうなことを意図して書いているのかということがわからないのです。それで松田委員

も資料が欲しいとおっしゃったと思うのですけれども、これがもしコンクリートではないとお

っしゃるのでしたら、ある程度自分たちがこういう考え方を持っていますというものを、もう

少し文章とか表とか、資料でお示しいただけるような機会がないと、何かほかにいい知恵をと

言われても、何をどのように知恵を出していいのかがわからないというのが、正直にそういう

思いで伺っていました。その辺をきちんと、資料としていただけるものであったら、早急に、

中間報告でも何でも結構ですから、資料をいただいて、今役場のほうから提示されたものがど

ういうものかというのを理解することが先決ではないかと思ったのですが。以上でございます。 

○副委員長（氏家裕治君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） ２つということですね。家賃の状況については、計算式の基礎に

なる数字だけをここに表現させていただきましたので、確かにわかりづらいかと思います。次

の機会に、家賃の実情というのはこの計算式からさらに難しくなるかもしれませんが、簡単に

言うと規模だとか、経過年数ですとか、市町村立地係数だとか法律で決められていることがあ

って、それからさらに下がっているというのが実情なのです。 

 さらに所得によって個人個人でも差があるということです。ですから個々に示すのはなかな



 11 

か難しいかもしれませんが、次のときに、団地ごとくらいに平均幾らくらいかということ、あ

るいは最低がこのくらいで最高がこのくらいの家賃ですということは、団地ごとに示すほうが

わかりやすいと思いますので、次のときにはそういう資料を用意させていただきたいと思いま

す。あくまで計算途中の話なのです。これからこの上のほうに家賃算定基礎額にいろいろな係

数を掛けることになっています。これを説明してもなかなか難しいところがあるかもしれませ

んが、その結果を次にはお示しするようにさせていただきたいと思います。それが１つ目です。 

 借り上げ公住等含めて、松田委員のお話のときもさせていただいたように、わかるものにつ

いては早急に出すようにさせていただいて、これから調べなければならないことも相当あるの

です。法律上だけ調べても、実はほかのまちの実態ですとか、全部が全部把握しきれているわ

けではないものですから、こういう方向でやりたいということの理解にさせていただければと

思います。主旨としては、冒頭で言ったとおり、民間の空き家が膨大にふえている中で、公営

住宅だけどんどんふやしていくという時代ではないのではないかということが１番の主旨でご

ざいます。民間の住宅を使えるものであれば、所得のある方はそちらに移行していただいて、

本当に住宅に困っている方が公営住宅に入れるような循環みたいなものがつくれると１番いい

と考えています。その誘導先の１つに借り上げ公営住宅ですとか、そういうことが使えたらい

いのではないかとい主旨でございました。以上です。 

○副委員長（氏家裕治君） 西田委員、それでよろしいですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田でございます。最初のほうの質問の家賃の部分については、でき

るだけ個々の名前は伏せて当然だと思いますけれども、具体的なものがあったらありがたいか

なと思っています。できましたら、平均金額ではなくて最低金額はこの基準で、最高金額はこ

れだけもらっていますと。 

 もう１つ、空き家対策として考えているというふうにおっしゃいましたので、実際に白老町

にどの程度の空き家があるということももうお調べになっているのでしょうか。もし調べてお

られるのであったら、その辺もちょっとお伺いしてみたいと思います。当然、民間のアパート

も対象になると思うのですが、その辺もできれば一緒に調べていただければありがたいと思い

ます。以上です。 

○副委員長（氏家裕治君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 家賃のことは、今おっしゃられたとおりに整理させていただきた

いと思います。 

 空き家の状況についてなのですが、おおむね押さえているつもりでございますが、これから

意向確認ができないとなかなか、空き家はあっても貸す意思がない方もいらっしゃいますし、

売る意思もない方もいらっしゃるのです。そういう意思確認をこれから不動産事業者さんと相

談させていただいた上で、調査を始めたいと考えております。空いているか空いていないか自

体は、税務課のデータですとかを調べますとかなり分かるような仕組みにはなってございます。 

 個々にはまだわかりませんが、数字だけでいくと、例えば石山の分譲地ございます、そこで

占用住宅の戸数は当然わかるのですが、そこに世帯主として住民基本台帳に登録されている人
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の数を比較したときには、約５割の登録しかされていないのです。残りは、本当に純粋な別荘

で使われているか、全く使われていないかということになります。それを個々に押さえている

途中でございまして、それぞれ押さえられたものの、持ち主の方の意向確認をこれからしてい

きたいと思うのです。相当に時間がかかるのではないかと考えていますが、それをやらないこ

とには、空き家対策自体も進まないと思っていますので、それを何とか進めていきたいと考え

ております。以上です。 

○副委員長（氏家裕治君） よろしいです。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 山本です。このストック計画そのものが、やはり今まで現実と乖離し

ていたものであれば意味がないのでけれども、これからいろいろ画期的な計画を立てられて、

実現性のある計画にするということでございますので、考え方そのものは非常に評価したいと

思いますし、ぜひ頑張ってやっていただきたいというふうに思います。 

 まず、数字を伺っていきたいと思います。新築公営住宅の推定家賃を支払うことが難しい世

帯が相当数あると。どのくらいなのかが１点。 

それと、空き家の状況。これ西田委員が聞かれたのかもしれませんね。 

 もう１つ。120 人の収入超過者、高額所得者がいると。毎月 70 人以上の待機者がいるという

ことなのですけれども、これ、高額所得者や収入超過者に出てもらえば、この 70 人の待機者が

入れるということですよね、考え方としては。相当高い家賃を払っている人たちが 120 人もい

るという、そういう現実なのでしょうか。例えば、裏の表にあるような、８万円とか９万円の

家賃を払ってまで公営住宅にいる人がいるという、そういう解釈なのでしょうか。それとも、

本来、入れない人たちがたくさんいるのだけれども、法的な措置もないものだから、出てくだ

さい。ということを促すことができない状態でいるのか。その辺の解釈を教えていただきたい

なというふうに思います。 

 それと、先ほどの説明ではわかったのですが、公営住宅指定管理者制度を導入されていると

ころもいくつかあるというお話でしたので、ぜひ、どこの市町村がこういうことで、こういう

やり方でやっているという実例をぜひお示しいただきたい。きょうではなくてもちろん結構で

す。この中間報告のときでも結構ですから、それをお示しいただきたいというふうに思います。 

 それと、このビュラメールの従業員宿舎の買収等も検討しているということですけれども、

今度、飛騨高山でホテルを経営されていた方が、ビュラメールを経営されますよね。そういう

ところが、従業員の宿舎そのまま利用するとか、そういうことはもう確認済みなのでしょうか。

確認済みでこういうところに出しているのでしょうか。その辺は伺っておきたいと思いました。

お願いします。 

○副委員長（氏家裕治君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 抜けたら申しわけありません。推定家賃を支払うことが難しい世

帯が相当あると。数字はきょうの時点でお示しできませんが、あくまで推定なのです。現計画

によれば、取り壊しを予定しているという計画になっているものが、西団地ですとか緑ヶ丘団

地が移転・建てかえということになっているのです。そのあたりの平均的な家賃でいくと 3,000
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円未満なのです。場合によっては 1,600 円くらいの家賃の方が最低くらいなのです。仮にそう

いうところを壊して、次に新しい建物へとなったとすれば、約３万円になってしまうのです。

これも建物の価格によったりするものですから、今何円になると明示できませんけれども、大

体推測するには３万円くらいの家賃になるだろうと思われます。今の建設相場から考えてです。

そういうふうになると、2,000 円程度の家賃で住まわれていた方が、３万円を最低家賃とした

ところに移ってしまうと、支払いがかなり厳しい状況というのが生まれるのではないかと。そ

ういう方も多数いらっしゃると思います。それはきょうお持ちしていませんが、１分位と先ほ

ど資料の中にありましたね。約４分の３の方が。最低所得ラインの階層の方なのです。西団地

ですとか、緑ヶ丘はこれよりちょっと上回る、１分位の方が多く住まわれているところなので

す。そういうところが移転しようと思うと、やはり難しいものが結構出てくるのかなと。所得

だとかを個々には今調査していますので、数字は近々言えるかと思います。いずれにしても、

相当数の方がそういう状況になりそうだということをここに表現させていただいています。そ

れが１つ目です。 

 あと、西田委員がおっしゃったことはそれでいいですか。これから調査してということで、

でも、推測するには相当数あるだろうと思います。 

あとは、指定管理者ですね。 

○副委員長（氏家裕治君） 星建設課長、少々休憩に入ります。 

休憩 午前１０時５１分 

                                         

再開 午前１０時５１分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

星建設課長どうぞ。 

○建設課長（星  貢君） 120 人、所得分位でいくとこの資料の、公営住宅制度の概要の入

居基準以上という人、ここでは 118 戸となっていますが、１カ月とか、時点のずれで 120 とい

う数字とは違っていますが、おおむねこのくらいはいるのです。これは、当初、入りたいとい

うときにこの金額を超えていると無理だということでして、その後に何年も住まわれていて、

給料上がったりしたときに超える方もいらっしゃるのです。その方たちが何年か続けて超えた

場合に、２種類に分けて、収入超過者と高額所得者という分かれ方になっていきます。高額所

得者に対して法的にはある程度強制力を持った、裁判所に対して明け渡しをすることを求める

ことは法的には可能です。収入超過者に関しては、法的にそこまでの強制力はなくて、法律の

表現も「努めなければならない。」ですから、僕らとしても、なるべくほかのところへ出てくれ

ませんか。というところにとどまるのですが、そこで民間住宅の把握が非常に重要になるとい

うのは、出てもらえますか。と言っても、今までだと具体的に、ここのアパートは何円です。

ここの民家幾らで貸せます。ということをお示しできるような、斡旋先をきちんと確保してい

なかったのです。それを僕たちとしては、きちんと確保したいなというふうに、不動産屋さん

と連携しながらですが、行政としてきちんと確保したいと。斡旋先を見つけるというところが
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主眼になるかと思います。そのことによって、斡旋先もないのに、ただ、出ていってください。

と言っても町民が困るだけですから、なるべくそういうところ、僕らが目安をつけて斡旋でき

るような体制にという主旨でございます。 

 もう 1 つ、指定管理者です。実例としては、僕が今把握しているのは道内で５つです。函館

は住宅管理公社みたいな公社組織に委託しております。帯広は建設業者と２社で連携してやっ

ています。あとは根室市、釧路市、札幌市です。多くは、何らかの組織、公社というところが

多いですが、一部は民間企業というところがございます。北海道ではこのくらいですが、町村

部でも少し検討を始めているような話は聞いたことがあります。ですから、検討は進むのでは

ないかと考えております。法律的には、すべてを僕たちが今公営住宅の管理でやっている業務

をすべてお渡しすることができるような仕組みになってございません。法律的にできること、

できないことの調べまでは、一応、私たちのほうで調べ終えています。これから管理をすると

思われるいろいろな業界の方にもご相談をして、契約する段になれば、法律上できることであ

っても採算が合わないという理由でできない場合もあるでしょうし、そういうことなどについ

て、今情報収集を始めたところというふうにご理解いただきたいと思います。これは、電話な

どでお願いしているところもありますので、回収できれば整理をした上でまたお示ししたいと

考えております。 

 ビュラメールのところです。書き違えなのかもしれませんが、買い取りばかりではなくて、

一般のアパートと同じように一般が使用してもいいということであれば、僕たちがそこを斡旋

先として考えて、待機者に対して紹介をしていく 1 つということも考えられますし、場合によ

っては買ってくれというようなお願いがあったとすれば、買って町がそこに町営住宅と同じよ

うな機能を持たせることができれば、待機者対策にはつながる可能性はあるのではないかと、

そういう両面で考えたいという意味でございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員(山本浩平君) 大体わかりましたので。実例に関しては、資料をいただいて具体的にど

のようにやっているのか知りたいというのが 1 つなので、お願いしたいというふうに思います。 

 それと、先ほどの収入超過者と高額所得者の調整を図るということです、これは積極的に促

していくという考え方ですよね。そして待機者を入れてやるという基本的な考え方があるとい

うことですね。それを役場がやるのか、それとも(４)の民間活力を導入すると。不動産屋にお

願いするのか、この辺だと思うのですが、どういったことで考えているのかということをお尋

ねします。 

 それと、この公営住宅の指定管理者制度の件ですけれども、仮に不動産関係者とか、そうい

うところにお願いをするにしても、今度は民間ですから仕事になるわけです。今までは家賃徴

収ができてもできなくても、お願いはしていてもなかなか取れないままだったかもしれないけ

れども、今度民間になると、手数料を払ってでも。という話になってくると思うのです。その

辺のやり方を充分検討していただければというふうに思います。 

 ビュラメールに関しては、まだ先方と具体的に話しているわけではないのですよね。であれ
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ば、具体的なビュラメールだとかいう載せ方はいかがなものかと感じます。以上です。 

答えがあればお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、ビュラメ

ールという名前を具体的に出したことは行き過ぎだったと思いますので、こういう交渉もこれ

からしたいと思いますけれども、まだ具体的ではございませんので、事実上訂正させていただ

きたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。こういう形で議会に、先に議論ができる形で出していただ

くというご指摘があったけれども、私はこのことはすごく、政策形成過程に議会が関与できる

という意味で言えば、非常にいいことだと思っています。 

 それで、１つは、前回の住宅マスタープランができたのが 18 年 10 月だということであれば、

少なくても財政議論をしていた段階なのです。もちろん、今の人たちがすべてここに居たとは

言えませんから、継続性はないかもしれません。だけど、18 年 10 月に立てたマスタープラン

が、現段階で確かに財政的な問題があったとしても、現実性がないと指摘されるような計画を

つくってしまうということの総括をきちんとすべきではないか。まず、そういうことが町の中

の姿勢にないと、僕は計画をいくらつくっても計画倒れになって、今回は実現性のあるものに

変えるというのだから、これはすばらしいことだと思います。しかし、なぜ、このようになっ

たのか。平成 18 年 10 月で財政計画全く無視してやったのかというあたりを、担当が違ったと

してもきちんと総括すべきだと。そういうふうにした上で、現実的な政策をつくらなければだ

めだろうと１つは思います。この点について、きょう無理だったら、この次でも結構ですから。

見解をきちんと示してもらいたいと思います。 

 次に、ライフサイクルコストの関係なのですけれども、実は私も勉強不足で余りよくわかり

ません。しかし、こういうことはずっと言われてきたような記憶もあるのです。今までこうい

うものがきちんと出されていたのかどうか。今までです。なぜかというと、このことが本質論

なのです。だから、ライフサイクルコストという名前すら、僕も深く理解しているとは全然思

っていません。ただ、指摘としては、極めて、１、２、３、というのは非常に大切な指摘だと

思います。ですからそういう視点で、２番目、３番目については議論されたという記憶が、私

も産業建設常任委員会の中で議論されたという記憶がございますので。１点目の議論はされた

かもしれませんが、記憶していないので、そこら辺の状況。２点目の部分でいえば、政策的に

反映してくださるというのであれば、個人的な意見をここで言っていいかどうかは別にして、

やはり、前回のマスタープランをつくるときに、ニセコの例が出されまして、少しくらい古く

てもいいから、直して高家賃にならないような形で入れることということで。ニセコの条例を

含めて、すべてどういうふうにやっているかという計画書まで出してもらって、検討した結果

があるのです。このときにです。実際にその資料、家に戻ってみればあります。何を言いたい

かというと、この方針でいいのです。支払い能力に応じた住宅を確保すると書いているからい
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いのだけれど。ここのところは建てかえだけという考え方は違うのではないかという議論はこ

の時点でもされていると思います、議事録を見たら書いていると思いますから、ここら辺は、

政策形成過程で意見を入れていただくとしたら、議会の側も今後の議論が必要でしょう。だけ

ど、私個人として考えたときに、このことは非常に大切だと。建てかえだけが脳ではないと。

入れるものであれば、耐用年数の問題とか、地震になって崩れては困るけれど。そうではなく

て、耐用年数が過ぎても入れるのであれば、低家賃で入れることを望んでいる町民はたくさん

いるのです。それは住宅環境よくなったほうがいいに決まっているけれども。だから、そこら

辺は調査もされるということですから、全戸調査されるということだから、それで結構だけれ

ども、政策的に考えたらそういうことが必要だろうと。 

 それから、先ほどいろいろなことが出ましたけれども、４、５、６については、今までなか

った新たな方策という部分が多いですよね。今までの公営住宅の政策の中には盛り込まれなか

ったと。盛り込まれなかったのではなく、盛り込まれていなかったという中身だと思うのです。

ここについては、どなたか指摘されましたように、もう少し議論の素材になるようなものをい

ただいて、もう一度議論させてほしいなと。それでなければ、現段階では深い議論をするにも、

我々もちょっと勉強不足でございまして、こういうものを見て資料を出してもらって、自分た

ちも調べて、４、５、６あたりの議論はしたいというふうに思うのですけれども、その点。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ご質問の１点目でございます。18 年に策定した段階で、実は

私も企画にいた当時ですけれども、策定委員のメンバーとして策定をしてきました。当然、財

源も確保しながら議論して策定をまとめたという部分がございます。今ご指摘あったとおり、

では、その当時の財源がどうあって、それが実行されなくて、今こうなっているという要因を

きちんと出して総括すべきというご意見でございますが、そのとおり総括をする考えでおりま

す。きょうはまだ、ペーパー２枚くらいにしかまとまっていなくて、スタートという段階なの

ですけれども、次回には、今までのものがどうだったかと、きちんと検証した上で、きちんと

議論していただいて総括すると。こういうことで整理させていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） ライフサイクルコスト計算ということですが、僕の知っている限

りでは、余り具体的に、計算書まではつくられていないケースが多かったのではないかと思い

ます。そもそもこの考え方自体が行政に持ち込まれたのは、そう古い時期からではないと思い

ます。ちなみに、かつては、フルコスト計算とかと言われていたと思います。建物、何でもい

いのです、公共施設をつくってから、建物の場合は最後壊します。その間にいろいろな修理も

します。それには金利も発生します。修理もあるものもあるかもしれません。そういうものの

フルコストを全部出した上で、いつ何をするべきかという判断をしていこうという、目安にす

る計算書です。 

ですから、今回は特に、住宅を直して何とか使っていきたいというところに力点を置きたい

と思っています。余計に、今後かかるお金を、僕らがわかりうる限り全部はじいた上で、それ
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をお示しした上で、どういうふうにしていくべきかという判断をしていきたいなというふうに

考えておりますので、この計算書はつくりたいと思います。ただし、30 年後に解体するといっ

ても、30 年後のコストを正確にはじくことはできないと思いますので、今推定し得る範囲と考

えています。屋根を直すにしても、下地材までいっている場合と、上だけで済む場合と、それ

はケース・バイ・ケースです。ですから想定する範囲で、とりあえず今は、全部出すというつ

もりでおります。実際のところになると、それより安く済むケースと高くなるケースとあるか

もしれません。ですけれども、大まかな目安はすべて出せるのではないかと考えております。

その上で、財政とも相談させていただいて、それが認知されれば計画的な執行というのは可能

になるのではないかと思っています。 

 これは余談になりますが、２つの視点で大きなとらえ方ができるかと思います。１つは、壊

れてから直すというのが今までだったと思うのです。予防修繕というところに力を入れたいと

思っています。そうすることによって、計画的に僕らとしては事業をやれますし、財政の出動

時点も、ある程度平準化できるのではないかというふうに考えられると思うのです。あるとき、

１億円かかって、２年間何もなくてゼロ円続いて、また 5,000 万円かかるというのではなくて、

何千万円かわかりませんけれども、その決まった額の中で計画的に修繕、改善を行っていくと

いうふうになれば、財政計画としても、僕は健全だと思います。その結果が、もう１つ、業界

にも非常に大きな影響を与えるのではないかなと、実は考えています。今、建設協会所属の建

築業者さんは、もう７社になってしまいました。去年まで 10 社あったのです。いろいろな理由

があるかもしれませんが、その多くは公共事業の減少の中ですけれども、民間も減っています。

ですけれども、行政がこのような形で、平準化して計画をお示しできるとすれば、事業者さん

もいろいろな経営計画を立てやすくなるのではないかなというふうに考えています。それは派

生的かもしれませんが、そういう影響も僕はあるのではないかと思っていますので、ぜひ精度

の高い計画をお示ししたいなと考えているところです。 

ニセコの事例も含めまして、おっしゃられた家賃が上がらないような工夫ということでつく

れるかと思いますので、そういうことは当然考えていきたいと思います。特に、風呂もないよ

うなところ、風呂まで全部やれるかというと相当難しいかもしれません。ですけれども、やれ

る範囲での改善は、そういうところに限って、実は高齢化率が非常に高いのです。独居高齢者、

そういうところこそ多いのです。ですから、そういうことに対応した手すりをつけるだとか、

そういうような検討などもしたいと思っています。そういう意味では、そこの属している町内

会長さん、民生委員さん、いろいろな方にもご相談させていただきながら、検討委員会とは別

に、聞き取り調査もさせていただきたいと思っているのです。そういう中でお聞きして、予算

のことも見比べながら改善を図っていきたいなと考えております。ニセコの件に関しては、実

は私、話には聞いたことはあるだけで、自分で見ておりません。ですから、これから取り寄せ

るなりして勉強もさせていただきたいと思っています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時１０分 
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再開 午前１１時２１分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

ほかに質問のある方。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほど、18 年にこの新マスタープランを作成した。私このころは議会

にいないのですが、私の記憶では平成７年ごろマスタープランをつくったのです。建設委員会

で相当の日にちをかけてつくった。白老の町営住宅もほとんど変わらない 900 戸ちょっとあっ

たはずです。あのマスタープランは、世の中も違うのだけれども、この 21 年まで川沿含めて、

大体完成する予定だったと思います。500 戸くらい建てかえるのだと。その中で、先ほども言

ったけれど、萩野の旭団地は 17 年までに建てかえるのだと。そして、旭団地に行って説明会を

委員会としてやったのです。そのとき、住民からはごうごうと、「立て直さないでくれ。」、「俺

は高齢になったし、そういう高い家賃になったら入れないのだ。」、「このままにしてください。」

と随分言われました。当時、美唄市に住宅マスタープランの視察に行ったときも、美唄市役所

の方々も、「とにかく、建てかえないでくれ。」という要望が強いのだと。「低家賃でいいのだ。」

と。「俺らはこの住宅で死にたいのだ。」と。「立派な住宅はいらない。」と。こういう意見が随

分あったということも、そのとき参考意見として、このマスタープランに出ているのです。 

もう一度言っておきますが、当時の鈴木建設課長は、私がその低家賃の意見を述べたのです。

そうしたら、旭団地はスラム化して、そういう人しか入っていないから、住宅を建てかえなけ

ればいけないと。こういうことで、本会議で言っているのです。それが全く実行されていない

し、改めて住宅プラン、それが余りにも性急過ぎませんか。12 月に最終査定をするというとき

に、もう４カ月しかないのです。そのときに、先ほど星課長、立派なことを言っています。私

はそのとおりだと思います。しかしながら、みんながわかりやすく、入居する方、町民にもわ

かりやすく理解できるような政策でなければ、何もならないのです。私はそう思って先ほどか

ら聞いていたから、もう４カ月しかないし、それだけきちんとした物の考え方であれば、議会

のみんなが、この委員会だけでなく、この委員会だけわかっても、他の委員に、会派なり何な

りに周知しなければならないわけです。今のような難しい言葉で周知などできません。ですか

ら、私はもっとわかりやすくしてくださいと言ったのです。 

私は、今、議会の意見もというから言うのですが、例えば、900 何十戸ある公営住宅の半分

は、もう 40 数年になります。家賃からまだ支払いをしているのかどうかわかりません。建設費

の支払いをしているかどうかわかりませんが、おそらく 2,000 円か 3,000 円で入っている方々

が、入る以上は家賃を払っているのです。堂々とまちの基準にのっとって払っているはずだ。

だから、屋根も取りかえてくれ、ガラスも取りかえてくれ。窓枠も取りかえてくれと要望する

わけだ。誰が考えるとして、生きている人間として、国民として、１つの家庭を持った人が 2,000

円の家賃で、屋根も取りかえる玄関の戸も取りかえる。畳も取りかえる。こういう要望ができ

ますか。口に出せないような低家賃でしょう。ですから、私はそういうものも含めて、入って

いる人にきちんと理解できるような家賃を示して、今言った、つくる、直す、先ほど解体と言
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ったけれども、つくる、直す。これくらいの家賃は、新しい家賃基準というものを、もう少し

つくるべきだ。そして、満足して入ってもらうよう町営住宅にきちんと、どこの町から見ても

自慢できるような住宅、家賃にするべきではないでしょうか。前の鈴木課長の言葉だとスラム

化です。私はそういう意味で言っているのではありません。鈴木課長がこう言ったのです。そ

れからさらに 10 年までたって、スラム化の下は何というのですか。そういうような状況だと私

は思います。 

もう１つは、40 数年たって、窓枠も何もない、みんな木で風がビュービュー入るところに、

そう言いながら、旭団地は物置をつくってやっているのです。緑ヶ丘団地はやっているかどう

かわかりません。要望があるからやっているのだと思うのだけれども、あればやるというよう

な政策ではだめです。緑ヶ丘団地だってどこだって、やるのならみんな平等にやるべきです。

なぜ、旭団地にだけつくるのですか。あの団地の物置は約 100 万円です。家賃 3,000 円の人が

100 万円の物置を建て、80 歳の人が入っているのに何年生きられるのですか。こういう住宅の

政策自体、もう少しきちんと考えて、時間をかけて、私は議会の意見も、町民の意見も、入る

人の意見も聞いた中で、先ほど星課長が言われたすばらしいプランです。それも含めて考えて

ほしいというのが私の意見です。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 貴重な助言、ありがとうございます。順番前後するかもしれませ

んけれども、急ぎ過ぎではないかという意見ですが、おっしゃるとおりの部分も感じないわけ

ではないのですが、実は２月までには、来年度何をやるかということを決めて、地域住宅交付

金の申請、まず手を挙げなければならないのです。それのためには、先ほど、冒頭でも話があ

りましたけれども、現時式な計画を示してくれと言われています。それの上で、来年お金をい

ただく準備を２月には第一声を挙げなければならないのです。そういうこともあって、２月ま

でには何としても道のほうの了解といいますか、得られるような現実性のあるものをつくらな

ければならないというのが１つあったところがあるのです。ですから、急いでいるように感じ

られるのは当然なのかと思います。そういう事情があるということを１つ理解いただきたいと

思います。これ、大掛かりでなければ、別に随時改定してもいい部分は、大きな骨子のところ

を変えるのでない限りは、極端に言えば見直しは全然問題ないかと思います。ですから、大筋

の議論はきちんとさせていただいて、急ぎ過ぎと言われる向きもあるかもしれませんが、何と

か来年度の地域住宅交付金を獲得すべき、それにあわせる全体としての計画提出までは、何と

か間に合わせたいなと考えていることをご理解いただきたいなと思います。 

 次、美唄のことも含めて、家賃を上げないような工夫も１つはいたします。ですけれども、

家賃に見合ったような改築もということですが、それはそのとおりだと思いますが、１戸１戸

やっていくということになると、もはや 40 年たった住宅を、何手をかけようとそこで１戸１戸

収支が合うような形には基本的にならないかと思うのです。それで、全体の収支を明らかにし

た中で、古いものに新しいところから、新しいところは修理とかかかるわけではないので、と

りあえずお金があるのです。そのお金で古いところを何とか回していくような循環を、今まで
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もつくってきたかと思うのですが、その全体収支を今回のライフサイクルコスト計算によって、

全体を明らかにするということを皆さんにお示しした上で、議会の皆さんばかりではなくて、

これからつくろうとする検討委員会の委員さんにもお示しした上で、そこまでやる必要はない

のではないか、ここまでやったほうがいいのではないか。という意見をコスト含めていただけ

たら、現実的になるのではないかと考えているところです。 

 従来入っていなかった細々した部分です。今、木枠の窓の件ですとか、丁度、調査に入って

いるのです。そのほかに、先ほど小林主幹の方から話させていただいた、照明塔と言いますか、

街頭もひどい状態のところがたくさんあるのです。それも今、１本１本全部確認して、何年持

ちそうかですとか、それも全部コストも出そうと思っています。ガードフェンスなどもすごい

ところがあるのです。それについては、一部は入っている入居者達の協力を得て撤去など、僕

らも一緒に出てやっている部分ありますので、そういうことも全部含めて計画の中には、明ら

かにさせてもらいたいなと考えているところです。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は考え方を言ったのですが、この住宅プランを見て、今回の補正予

算の中で、住宅の屋根と旧住宅の玄関ドアですか。ああいうお金がものすごくいっています。

結果的には住宅政策がきちんとしていないから、今日本が雇用やいろいろな面であれだけ出た

補正予算が、きちんとした計画をしていないばかりに、使われるべきところにいかないのです。

あの補正予算の半分くらい住宅や何かにいっているわけでしょう。これでは、こういう政策が

失敗政策と言うのです。失敗したから、せっかく国が、国民すべてに経済対策で恩恵を受ける

べき対策が、この住宅にみんないってしまっているような、半分くらいってしまっているよう

なものです。こういうふうに今後ならないような、私は先ほど住宅家賃も、修理や解体も含め

て取るというのは、こういうことを言っているのです。ならないように。今、たまたま経済対

策のお金がついたから、ドンと国から来たから直せるようなもので、あれがこなければどうす

るのですか。屋根の漏っているところにばんそうこう貼るしかないわけです。ですから、そう

ならないような家賃政策というのはきちんと考えるべきだと、こう言っているのです。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 最後のご意見、非常に重いものがあると思います。確かに住

宅家賃をきちんと見直して、その部分が修繕に回ると。そういう仕組みが本当に大事かなと思

っています。先ほど、休憩のときにお話ししましたけれども、それが法律の中で家賃が決まっ

ている頭部分があるものですから、それであれば、やはり国に対して物を言わない限り、改定

はなっていかないと思いますので、そういう展開も一方では必要かなというふうに思います。

その中で白老町の裁量権みたいなものがあって、ある程度、そういう枠で動かせるとか、そう

いうふうな仕組みにならないと、ガッチリ固められてこれしかないという部分は、時代が変わ

っていますからこれから変えていくという部分は声を出していかなければならないかなと、こ

のように思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。氏家副委員長。 
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○副委員長（氏家裕治君） 何点かだけ。私これ、前回の定例会の一般質問で質問させていた

だいている部分なので、大体そういった形の中では理解できる部分だと思います。ただ、今松

田委員が言われていた部分というのは、ライフサイクルコスト計算という、こういったものが

今まできちんとした形になって出てこなかったというところにいろいろな問題があるのではな

いかという指摘なので、それは今後、きちんとした計画の中で、何年度にこういった予算が必

要になってくるだとか、何年度にはこういったものが必要になってくるという明確な計画が必

要になってくるということはわかります。これからの住宅を考えていくとき必要になっていく

ことだと思います。ぜひ、そういったものをしっかりとした計画の中に盛り込んで、計画立て

た大事なマスタープランにしていただきたいと思いますが、１つ聞きたいことがあるのです。

今まで行政として公営住宅の建設に当たっているけれども、そうではなくて、民間の力を借り

ながら、民間の建てたものを借り上げていくのだと。確かにすごくいい考えです。最終的な解

体費用も必要にならない。初期に投資しなければならないお金も必要ないと。でも、ランニン

グコスト的にはある程度の金額を見ながら予算立てをしていかなければならないということは

当然出てくるでしょう。それはそれでいいと思うのです。建設業者にとっても、行政にとって

もいいと思うのです。今までは、民間というのは行政から発注される公共事業に依存してきた

ばかりに、こういう状況になっているということも確かにあるでしょう。そういった面では企

業が、自分たちの考え方の中で、こういった事業を出してくれないか。こういった事業を私た

ちにやらせてくれないかということで持って来るということはいいことだと思うのです。でも、

そういった考え方、話し合いの場、協議の場というのは持たれて、目の前に資料として出され

ているのかどうか、１点確認をさせていただきたい。 

 それと、１つ確認しておきたいことがあるのです。川沿の４階建ての公営住宅、あれは耐震

的には全然問題ない建物なのですか、それが１点です。それだけ。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） ２点ですね。借り上げ公営住宅に関しては、制度の勉強会自体は

建築事業者さんと２度ほど既にやっています。町村部で、今現実に借り上げ公営住宅を持って

いるのが芽室町と美幌町の２つです。１番古くからやっていて制度が１番しっかりしていると

言われているのが、道の住宅の課長さんなどのアドバイスをいただいた上で、進んでいると言

われているのが函館でした。ですから、別々にですが、同じ日に、僕たちは行政のほうへ行き

ました。建築事業者さんは、本当に建築をやっている事業者さんのほうに行って聞き取りをし

てきています。それを持ち寄って、今３回目の勉強会をやろうと思っています。そのときには、

商工会さんにも声かけをして、商業者としてこの地域に来たときにどう考えるですとか、そう

いうような観点も合わせて検討と言いますか、勉強会をやろうということになっています。そ

れはまだ日にちが決まっていないのですが、近々やろうと思っています。 

 ちなみに、借り上げ住宅制度をやっている町村は２つしかなかったのですが、今年度から豊

富町も団地ごと、32 戸といいますからかなり大がかりに借り上げ方式でやるということが、春

先に発表になっています。大きな都市も、札幌なども入れてですが、全道では 1,600 戸超えた
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くらいの戸数の借り上げ式の公営住宅は既に存在しております。ですから、そのまちまちで役

割分担若干違うのです。何を直す経費はオーナーが持つのか、借りている人が持つのか、業者

が持つのかというのは微妙に違っていますけれども、それの比較なども、これから仕掛けてい

る途中なものですから、それも含めて町内のいろいろな事業者さんとも相談できるような体制

にしていきたいと考えているところです。 

 ４階建ての耐震性の関係です。聞いているところでは道とかと同じようなつくりなので、道

の見解としても構造上問題がないと聞いていますので、現時点では問題ないというふうに考え

ているところです。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） わかりました。借り上げ公営住宅制度、すごくいい制度だと思い

ますので、行政の一人よがりの中でつくる計画になってしまうと、また同じような、今までの

マスタープランだとかと同じような、概念的な計画で終わってしまうといけないと思う観点か

ら、そのように言わせてもらったのです。これは、あくまで民間が、「これはすごくいい制度だ

よ。」と。「僕たちも何とか頑張るから、一緒にやろう。」というような形でスタートしないと、

絵に書いたもちになってしまうと、そのように思います。ぜひ、そういった部分では民間と、

整合性の取れる計画にしていただきたいなと思います。 

 それから、なぜ 4 階建ての話をしたかというと、例えば、問題ないというからいいのではな

いかと思うのですが、苫小牧あたりは５階建て、６階建て、７階建てとある建物、耐震化に触

れるところは５階、４階をつぶして３階にしてみたり、２階にするという計画が多分これから

出てくるだろうと。そういう物の考え方も、白老町、もし耐震化でクリアできない数字が、１

階つぶしてできるのであれば、そういう形のほうがずっとコスト安くて済むし、もしそういう

建物があるとすれば、そういったことも視野に入れながら考えていくべきだろうと。壊してし

まえばすべてガラクタになってしまうけれども、耐震化も含めて考えたときに、階数を減らし

て、使えるものであれば使おうという考え方も、白老町にはないからいいのかもしれないけれ

ど、そういったことも考えていく必要があるのではないかという観点から聞いたのです。以上

です。答えはいりません。もしそういったことが、思うことがあれば、これからの計画に盛り

込んでいただきたいし、また、今後こういった説明会を開いていただけるでしょう、その中で、

情報的なものも教えていただければと思います。答えはいいです。 

○委員長（玉井昭一君） 行程表を見ると、まだ３回ほど説明してくれるということですから、

皆さんでそれぞれ意見があれば、持ち寄って双方で進めるというふうにすればいいと思います。 

ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは、建設厚生常任委員会を終わりたいと思います。 

（午前１１時４３分） 


