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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１１月２０日（金曜日） 

開  会  午前 ９時５９分 

閉  会  午後 ０時１４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 山 本 浩 平 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 松 田 謙 吾 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 

                                         

○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を開催いたします。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） きょうの日程について事務局より説明させます。 

森事務局主幹。 

○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おいてライフ

サイクルコストが行政施策の費用対効果を推し測る上で重要な基礎資料となることから、都市

整備部建設課からライフサイクルコストについての説明をお聞きすることになっております。

午前中になろうかと思います。 

以上であります。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、町側の説明を求めます。 

岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） おはようございます。きょう、委員会開催ということで、私

どもの部、そして建設課の内容についてご説明申し上げますが、最初に、現在この住宅に関す

る計画の内容についていろいろと検討しております。 

今日までの、主な検討してきた内容、どういう取り組みをして、また、現実に公営住宅にお

住まいの方々、どういう意見があるか、そういったことを調査してございます。その内容を最

初にご説明いたしまして、この計画の方向性、まだ中間まで至っていませんが、おおむねこう

いう方向でまとめていきたいというところをご説明申し上げたい。その上で、委員の皆様から

ご意見をいただきたいというのがまず１点。 

それから２点目、先ほど事務局からのご説明にありましたように、ライフサイクルコストと

よく耳にします言葉ですが、実際それがシミュレーションしてみるとどういうものになるかと

いうのを、実際お金を入れていって民間がやった場合、公営住宅、町がやった場合、そういう

比較もつくってきましたので、その辺も含めてご説明申し上げたいと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） 済みません。私のほうからお知らせするのを一つ忘れました。申し

わけございません。 

 松田委員から、きょうは用事があって出席できないという連絡が入っております。 

以上です。 

○建設部長（岩城達巳君） それでは、星建設課長と小林主幹のほうから内容についてご説明

申し上げます。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） それでは、私の資料に基づいてご説明させていただきたいと思いま

す。大きな１番、２番について私のほうからご説明させていただきます。その後、３番、４番、

公営住宅の現状ですとか、民間住宅の現状などについては小林のほうから説明させていただき
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たいと思います。 

それで、一たん、ご意見等いただいた後、ライフサイクルコストのお話をちょっとさせてい

ただきたいと思います。さらにそれの、実際どのように使っているかというたたき台のような

ものをご説明させていただきたいと思います。 

それでは、始めたいと思います。まず、住宅に関する計画とは何かということですけれども、

３つございます。住宅マスタープラン、これは平成 17 年に策定したものの改定でございます。

主な内容は、町内の民間住宅、公営住宅、全体にわたる住宅の計画、施策ということでござい

ます。公営住宅等ストック総合活用計画でございます。これも同じく平成 17 年に策定したもの

の改定でございます。今やっているものです。内容は、公営住宅の新築・補修・解体に関する

計画となってございます。３つ目が新しい計画です。はしょって書いてしまいましたが、公営

住宅等長寿命化計画という、新たにつくることになった計画でございます。内容は、公営住宅

を長持ちさせる改修計画というふうにご理解いただきたいと思います。長寿命化計画において

は、今年度から全道的にスタートしておりますが、今年度現時点で私が知り得る限りは 28 の市

町村で策定準備を始めたというところでございます。平成 26 年度までに策定をしなければ、そ

の後に行う改修などについては、地域住宅交付金というお金が全くでないような仕組みになっ

ている上、早くに策定したほうが有利な交付金を受けられるという制度でございます。ですか

ら、本当ですと時間をかけてやる必要もあるのかと思いますが、早くやったもの勝ちという仕

組みになってございますので、去年から準備を進めていましたので、何とか短期間でまとめて、

道の承認をいただいた上で、国へも報告することになっております。それがまとまれば、先ほ

ど申しました地域住宅交付金が有利に働いていくという仕組みのものでございます。 

具体的に策定にあたっての基本的な考え方を４つほど書かせていただきました。これは前の

ときにもご説明したので重複しますから簡単に説明したいと思います。町財政と整合性のある

具体的な、現実的な政策としたいと思っております。それはなぜかと言いますと、現計画は策

定後、財政が厳しいということを理由になかなか計画が実行されていない。それは問題ではな

いかということで、実は北海道から指摘をいただいています。より現実的な計画を策定するこ

とという指導をいただいております。それが一つです。 

もう一つは、将来の想定人口が平成 26 年２万 1,500 人となっておりますが、どうやら実際に

は乖離が大きくなっていく傾向にあるのではないかと。その辺も修正しながらやっていく必要

があると思っています。 

もう一つは、後ほど小林のほうから実情について、その一端を説明させていただきますが、

特に公営住宅入居者の高齢化の状況、それから収入状況などは入居者の特性を十分把握してい

なかったのではないかという反省を含めて、今回は現実的な計画にしたいと考えております。 

次、官民の住宅の需給調整を行う機能を行政として持ちたいと思っております。それは住宅

困窮者に対して公営住宅を提供するという従来の手法だけではなくて、温泉つき分譲地中心に

相当増加している民間の空き家。やっと今町内の宅建事業者さんと連携して、調査をやっと開

始する段になりました。その調査を行った上で、公営住宅の待機者、大体 60 名から 70 名毎月
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います。あと、公営住宅の収入超過者、高額所得者などに、空き住宅などを斡旋した上で移転

促進を図ることによって、公営住宅の待機者の解消を図るとともに、空き家の減少を図るよう

なことをしてみたいと考えております。空き家がふえると、現実には草刈りがされなかったり、

一部は廃屋かという状況に見られたりしています。今後大きな問題になっていく可能性もあり

ますので、住宅政策の中でうまく連動して取り組めたらと考えています。 

３番目、住生活基本法に基づく住宅水準に近づきたいということです。詳細は今ご説明しま

せんが、平成 18 年に住生活基本法という法律ができました。ここでは住宅の水準等について、

従来の公営住宅よりもより高水準な住宅、あるいは周辺環境づくりを求められているような法

律でございます。ですからそれに適合しないような公営住宅もまだありますが、すべて立派に

してしまうと、後で具体的に言いますが、住宅使用料の高騰につながります。ですから、ある

種、住宅使用料との整合を図りながら、公営住宅あるいは付属施設の改善を図りたいと思って

います。また、時代の要請もありますので、耐震性の向上ですとか、省エネ化の促進ですとか、

そういうものも、民間住宅の住環境改善も今回の計画の中では図りたいと考えております。 

４つ目です。住宅産業の振興を図りたいと思っています。リフォーム産業の業務支援制度、

借り上げ住宅制度、公営住宅の指定管理者化など、居住サービス事業などを行うことによって、

住宅関連の振興も合わせて図っていきたいと考えています。なお、札幌市などでは、12 月議会

にリフォームの促進条例などを出す予定でいるそうです。主な目的は、住宅産業の振興ばかり

ではなくて、解体を減らしてリフォームをしていくということから、地球温暖化防止策の重要

な施策として位置づけた提案をするというふうに聞いてございます。 

それでは、次のところについては小林主幹のほうに説明いただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 小林建設課主幹。 

○建設課主幹（小林繁樹君） 住宅の小林です。３の公営住宅の現状に入る前に、現在の計画

策定のスケジュールについて少しご説明したいと思います。 

 きょうお配りしました主要作業工程表、これに基づいて説明していきたいと思います。横型

の表ですが、よろしいでしょうか。 

 まず、９月からのスケジュールを簡単に説明してまいります。９月 30 日の第１回目の住宅施

策検討委員会を、これを開催いたしました。この中では白老町の公営住宅の概要、それから現

計画の点検・総括をいたしました。それと、これからの公営住宅の基本方針を示しまして、そ

れをご説明いたしました。 

 10 月に入りまして、第１回目の検討委員会の内容をもとに道のほうへ中間報告いたしており

ます。その間に、事務局としての作業としまして、公営住宅の老朽化の調査、本体を中心に物

置、外灯、柵などもすべて調査しております。それと、入居者の特性調査ですが、さまざまな

データに基づいて住宅についてすべてまとめております。関係者への聞き取り調査、10 月 13

日、旭ヶ丘団地を皮切りに、現在７団地で入居者との懇談会を実施しております。きょうも夜、

青葉団地で行いますが、あと３団地残っております。それと、商工会との意見交換ということ

で 10 月末に行っております。 
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今後ですが、民生委員など福祉関係者との意見交換も予定しております。その次に、第２回

目の検討委員会を予定しておりまして、その中では、団地別の方針、団地を改修していくのか、

建てかえていくのか、廃止するのか、その辺を検討してまいりたいと思います。それと管理戸

数など、それも検討する予定になっております。その後、その検討委員会の内容をもとに、道

との策定協議、パブリックコメント、１月を予定しておりますが、それをまとめまして第３回

検討委員会を開きまして、その中で修正審議を行い、議会でも説明をいたしまして、それを最

終案として決定したいと考えております。 

２枚目の検討委員会の名簿、お配りしておりますが、町民からは福祉関係、町内会関係、建

築関係、子育て関係、それと一般公募で入っていただいた方５名。それと、庁舎内関係課の課

長、主幹に参加していただいています。それと、支庁のほうから関係職員ということでオブザ

ーバーとして参加していただいております。 

それでは、一番最初の資料に戻りたいと思います。３番目の公営住宅の現状を説明してまい

りたいと思います。管理戸数ですが、11 団地 953 戸ございます。棟数にしまして 154 棟、身障

者用が 10 戸、老人用が 10 戸ございます。老朽化ですが、古いもので昭和 30 年に建てたものも

ございますが、平屋すべて 473 戸が耐用年数を超えております。③の 65 歳以上の高齢化率です

が、全体で 24.5％ですが、団地によりますと、西団地で 65.1％、旭ヶ丘団地で 53％、かなり

高齢化が進んでいるという数字なっております。特にその中でも、単身の方が多くて全体の半

分くらいが単身の高齢者というふうになっております。 

続きまして収入状況ですが、１分位から４分位、これが収入基準を満たす方の率ですが、

86.9％で、そのうち第１分位、収入の一番低い方ですが、これらの階層が 75.7％となっており

ます。それから収入基準を超える方５分位から８分位、これが 13.1％いらっしゃいます。 

西団地の家賃なのですが、一番低い方で 1,600 円。それから緑ケ丘団地で 2,400 円。2,000

円前後の方がいらっしゃるという現状がございます。先ほどお話ししました懇談会の中でも、

新しい団地を建設したとしても家賃が高くて移れないだろうというお話がありました。ですか

ら、現在の住宅を修繕して長く住み続けたいという声がほとんどでした。それから、お風呂の

話もあったのですが、風呂よりも屋根、壁、それから窓。これらを重点的に直していただきた

いという話が多くございました。古い団地すべて壊すということではなくて、それを活用しな

がら、規模は縮小するとは思いますが、それを修繕して長く管理していきたいというのが町の

ほうの考えとしていきたいと思います。 

次です。民間住宅の現状ですが、住宅の戸数、一般の住宅、アパート、店舗兼住宅、これも

含めまして 9,287 棟ございます。老朽化の状況ですが、新耐震基準（1981 年）前に建てられた

住宅が木造が 3,480 棟、非木造が 1,153 棟となってございます。 

それから、空き家の状況ですが、これ推測ですが 3,358 軒あるだろうというふうに推測して

おります。 

以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 
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○建設課長（星 貢君） 追加といいますか、補足だけさせていただきたいのですが、全体的

には今言ったとおり老朽化が非常に進んでいて、現計画では取り壊した上で新築という方向で

計画されておりますが、先ほども申したとおり入居者の声を聞く限り、具体的に言いますと、

先ほど言いました家賃の方たちのところへ行ったところ、今普通に建てた場合、日の出が一番

新しい団地でございます。日の出の最低家賃が２万 7,000 円くらいです。ちょっと年数がたっ

ていますから、場所によっては３万円近くになるのではないかと推測されます。そうしたとこ

ろ、2,000 円前後の方が３万円のところに移っていくというのはなかなか厳しいところでござ

います。ですから、本当の修繕というのは、家賃にほとんど反映されない形で、何とか今の住

環境を改善した上で数年住み続けたいという入居者の多くの声を充分考慮した上で、計画とし

ては先ほど言いましたように人口が減少化にありますから、若干総数は減らしていかなければ

ならないと思います。そういうものを建物の老朽化だけで壊して、新しいものを建てるという

やり方ではなくて、入居者の実情に応じて進めていきたいと思います。 

 一つだけ具体的な提案させていただいているのは、４戸長屋のうち、例えば２軒並んでいて、

２軒、２軒あいたとします。あいたとすると、両方直すのではなくて、引越し代を当然お支払

いした上ででも隣に移っていただいて、１つのほう、四戸埋まったほうはきちんと直していく。

もう１つの方は手をかけないという形で進めていきたいと思います。僕らそれを団地内住みか

えというような言い方でご説明させていただいております。ですから、手をかけないのですが、

そういう住みかえなども一部進めていただいて、お金をかけて修繕するところと、お金をかけ

ないで壊してしまうところと、そういうメリハリはつけるような形で、何とか現実にあわせて

いきたいと考えているところであります。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたけれども、質問のございます方どうぞ。 

 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 基本的なことだけなのですけれども、４番目の民間住宅の減少と

いうのがあります。これは現状の中の空き家状況ですけれども、3,358 軒というのは、一般の

住宅も含めアパートなどの空き家の状況もここに入っているのか。確認だけさせてください。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） これはあくまで棟で判断せざるを得なかったものですから、アパー

トの６部屋のうち１室があいているとか、実は把握してございません。これは別の形で、きょ

うも午後から町内のアパート経営している方、何人かとお会いすることになっています。その

辺については、どういう情報交換をして、私たちがどういう情報発信をしていけるかというの

は、別にさせていただきたいと思っています。この推計といいながら、軒数まで出た数字の根

拠なのですが、固定資産税でいうところの居宅、共同住宅です。それは当然税金かかっている

という範囲で把握はできますので、それがベースでございます。それと同じ地番のところに住

所を置いている方がいらっしゃるかどうかを１軒ずつつけ合わせさせていただきました。その

結果、そうでないものがこれだけの数あったということです。ですけれども、実際には、この
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中には別荘として常時使われているものもあるでしょうから、これよりは若干減っていくので

はないかと思います。今この方たちを少し絞った上で、例えば平成以降のものは除いて、古く

なったと思われるものに関して文書で、貸したり売ったりする意向はありますかという調査を、

商工会に属する宅建事業者の方と連携して、その取り組みがやっと始まるところです。ある程

度正確な数字は、年内くらいには押さえられるのではないかと考えているところです。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） これ、今の件で私も聞きたいと思ったのですが、今の説明では、ア

パートなどがある。アパートも１軒とみなしていると。そうすると戸数で分ければもっとふえ

る可能性があるわけです。そうですね。その辺は、それ以上は把握していないと。別荘も入っ

ているという話をしていたけれども、それはこれから把握するということ。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） そうです。 

○委員長（玉井昭一君） 別荘であっても税金を払っているところは入っていないわけですね。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） まず、固定資産税が課税になっている住宅系の建物です。その総数

を把握した上で、そこに住民票があるかないかを、世帯主がいるかいないかを判断して、その

分だけ引いたということでございます。ですから、この数字の中には、いわゆる別荘は入って

いる可能性は非常に高いです。建物は課税になっていて、札幌に住所があってということは、

町内に住民票をおかれていないということですから、その方たちも入っての数字です。ですか

ら、改めてそれは調査をしなければわからないことかなと考えています。 

○委員長（玉井昭一君） わかりました。ほかございませんか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） ご苦労さまです。白老町住宅政策検討委員会ということで、一般町民

の方５名加わられて、実質的にここの中でどのようなことが検討されて、今後どのような検討

をするという形なのか、１回目が開かれているようなので、できれば簡単に説明していただけ

ればありがたいなと思ったのですが。 

○委員長（玉井昭一君） 小林建設課主幹。 

○建設課主幹（小林繁樹君） ２回目以降の話でよろしいでしょうか。２回目ですが、先ほど

もお話ししましたが、事業プログラム、これからこの団地をどのように改修して、または取り

壊してこの先をどうするのかというプログラムと、団地別の方針、含まれますけれども、どの

ように戸数を減らしていくか。そういう内容です。それを検討することになっております。 

 ３回目以降ですが、ほとんど第２回目で内容的には固めたいと思っていますので、３回目で

はその修正を加えていきたいと思います。その修正というのは道との策定協議含めまして、パ

ブリックコメント含めまして進めたいと考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 補足させていただきます。この中の委員さんのほうから、次に期待
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したいと思うものは、例えば、先ほど老朽化の状況が非常に著しい団地があるとお話しさせて

いただきました。ハードとしての建物だけで、僕たちが何かをできる、解決できるところまで

至れるとは思っていません。ですから、そういう意味で民生委員さんですとか、健康福祉課長

などにも入っていただいていますから、そこと福祉施策の連動、ハードとソフトを少し連動す

るような形で、いろいろなご意見をいただいた中で進めさせてもらいたいなと考えています。

繰り返しますが、ただ建物を直してすべてバリアフリー住宅にすれば済むという話ではなくて、

単身の高齢者が非常にふえているということなどは、団地によっては僕は気にしているところ

なのです。そこでは、どういう見守りですとか、そういうサービスが公的に担保されていくの

か、そういうことを民生委員さんも含めて、どういうふうにしていくべきなのかということな

どは、次のときの議論のテーマになると考えております。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございます。今課長のほうから補足で説明があった部分な

どは、私などは漠然として感じているのは、例えば、公営住宅でそこの１棟のところを単身な

ら単身の高齢者の方々が、単に住むだけではなくて、一つの共同体というか家族のような形で

住めるような工夫もソフト面で考えていきたいというふうに理解していいのでしょうか。ソフ

ト面とハード面というのがよくわからなかったものですから。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 済みません。ちょっとわかりづらかったかもしれません。建物とし

てだけ寒さ対策を講ずるですとか、手すりをつくるですとか、そういうことだけで独居老人対

策が完結するわけではないと一つ思います。私たちの所管の中だけでは難しいと考えておりま

す。ですから、定期的にボランティアの方になるのか、行政の施策としてなるのか、別ですけ

れども、見守りですとかそういうものの仕組みも一緒に、合わせて今回考えていかなければな

らないのではないのかなと。特に、平均的にいえば 24、25％の高齢化率なのですけれども、突

出して高い高齢の団地があるということに着目したいと考えていて、むしろそれは私の能力の

範囲を超えますので、民生委員さんですとか健康福祉課のいろいろな助言をいただきながら反

映させていただきたいという意味で述べさせていただきました。 

○委員長（玉井昭一君） これ、基本的には老朽化が進んでいるので解体する時期は来ている

と。本当はこの住宅を解体しなければならないのだけれども、それに対して入っている方々の

希望を聞いて、その要望にできるだけこたえて家賃の安いところに入りたいという人たちを確

保したいという意味なのですね、簡単にいえば。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） そうです。 

○委員長（玉井昭一君） そのことを主体的にやりながら、町民へのサービスをできるだけし

たいということですね。その前提がないから話がうまくいっていないと思うのだけれども。そ

ういうことだそうですから、それに伴って質問をしていただければと思います。 
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山本委員。 

○委員（山本浩平君） ２点ほど、質問というか意見もあるのですが、先ほど星建設課長から

お話がございました、福祉の関係と連携しながらという話。実は先般、私どもの分科会、広報

広聴常任委員会の分科会ほうで、建設厚生の我々の話で、民生委員との懇談をやったのです。

その分科会の中で、民生委員との懇談の中で真っ先に出たのはその話だったのです。独居老人

等に対してのことだったのです。しかも、一番民生委員さんが問題にされていたのは、町内会

にかたくなに所属されていない独居の方もかなりいらっしゃるのです。そういう方々とどのよ

うにコンタクトを取るのかというのが、非常に難しい部分もあるらしいのです。その部分に関

しては、いろいろな方々の力も逆に借りたいというようなお話が出ていましたので、町のほう

はその辺のところもよく把握をしていただくような仕組みづくりを考えていただきたいなと感

じました。検討していただきたいと思います。 

 それと、もう１点なのですが、先ほどの説明の中で、毎月公営住宅の待機者が 60 名か 70 名

くらいいると。一方では、別荘も入っているということでございますけれども、空き家状況が

思った以上にあります。この数字の中で、すべてがすぐに入れる状態になっているかどうかも

また、微妙なところだと思うのです。それでも、もしかしたら 500 軒なり、1,000 軒くらいあ

いているところがあると思うのです。その辺の情報提供をする場というか、例えばどこかの不

動産屋さんに頼んだら、そこでコンタクトしているところは、お互いに情報を知り合えるけれ

ども、そうではないところは一般の方々はないです。そういう中で、もしできることであれば、

町でやっている仕事を斡旋するハローワーク的なのがありますね、ハローワークという名前で

はないけれどありますね。ああいうような形を、住宅の関係の建設課でやられるのか、それと

も移住定住の観点から産業経済課でやられるのかは別にして、何かそういうような仕組みづく

りをやれば、提供もできると思うのです。具体的な例を申し上げますが、私どもの従業員で一

軒家を持っていて従業員同士で貸しているのです。しかし、私どもの賃金というか、収入から

考えると、一軒家というイメージですと４万円、５万円、６万円の家賃、そのようなのによく

入っていられると思って聞いたことがあったのです。そのような値段で貸しているのと。そう

ではなくて、使わないでいたらどんどん家は古くなるから、5,000 円とか１万円とそのような

値段で、仲間同士だからそのような値段で貸している。こういう話も聞いております。ですか

ら、どこかで情報交換さえできれば、そういったこともできるのではないかと。その点どのよ

うなものでしょうかということで、今すぐ返答できませんかもしれませんがいかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 貴重なご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、先ほど商

工会と連携してと話しました。今商工会と産業経済課を中心に移住の協議会を設立するという

ことで、その中で不動産の委員会を立ち上げるということで、実は特別にという意味になりま

すが、私正式な委員ではありませんが、何度か私も参加させていただいて、実は私のほうから

今のお話させていただいているところであります。 

 そうした中で、当然決定はしておりませんし、私が決定権を持つ立場にはおりませんけれど
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も、私のほうからの提案は、これは町で直接やるべきではないと。なぜかと言いますと、不動

産を貸す、貸さないの、仮に何らかの瑕疵があったときに責任を取らなければならないのです。

それがあるから、宅建事業者さんは保険料を払って、瑕疵の責任を取らなければならない義務

を負っているのです。ですから正式な宅建事業者さんが、貸せる、貸せないの判断をきちんと

した上で、貸すとか、売るとかという行為にしなければならないというのが一つです。それを

全部、町で代替すると、その安全性の確認が十分できないほかに、本来宅建事業者が正当に得

られるべき仲介手数料をいただけないことになってしまいます。ということは、ビジネスとし

て成り立っていかない可能性が高いですから、あくまで、私たちは情報提供だとかの協力は常

にしていきたいと思っていますが、ビジネスとして宅建事業が成り立つような提案を今させて

いただいているところです。それは、この関係の移転のもありますし、移住・定住に使えると

いう両方の側面があると思いますから、ご意見いただいたとおり、今後も連携しながら進めて

まいりたいと考えております。 

 アパートの情報だけはホームページで既に出させていただいているのです。これから、特に

町内のアパート経営者の方と相談したいと思っているのは、あき状況まで私たちにいただける

のであれば、町のホームページなりを通じて、アパートのあき状況などについてお知らせして

いけるような状況を取りたいと思っています。ですから、先ほど言った戸建て住宅についても、

そういった情報をいただければ、町のほうが情報発信をして、実際の取り扱いは宅建事業者さ

んが、専門の知識を持った方がやっていくというような連携が取れるようにしていければいい

と考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今住宅政策の検討委員会を立ち上げたということなのです

が、基本的な部分で何点かお尋ねしたいのです。一つは、白老町の公営住宅 953 戸というのは、

ほかの町村から比べて割合として多いのか少ないのか。なぜそのようなことを聞くかというと、

かなり前の建設常任委員会か何かで私も聞いているのですけれども、要するに公営住宅が必要

だという数を、町として、住宅政策として、公営住宅で確保するものというのはどれくらいが

いいのか、基準も何もなく多ければいいのかもしれないし、それはわからない。だけど、全体

的に見たときにどうなのか。もちろん、人口推計等いろいろなことがありますから、そういう

ことも考慮しなければいけないと思うのだけれども、そういう点で白老の公営住宅というのは

多いのか少ないのかということがまず第１点。 

 これを、今の話を総合すると、少なくても人口と比例させて減らすという考えかどうかは別

にして、この管理戸数よりは減らしたいというふうに私は受けとめたのです。当然、今まで意

見が出ているように、この前のときにも意見が出たように、費用対効果の関係もございます。

もちろん費用対効果だけで全部追ってしまうと、高くなって容器は満たされないということに

なります。ですから、私はそういうことを言うのではなくて、本当に住宅として必要な人たち

はどれくらいいるのかということをきちんと把握するという、このことが必要なのです。その

中で、この１分位から４分位までの中の人たちの家賃がもっともっと適正な、上げるというこ
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とも下げるということも含めてです。適正なところに住みかえてもらうということは、私は必

要だと思うのです。そういうものがきちんとなっているかどうかということ。それから、逆に

いうと５分位から８分位、特に高額所得者の方で、入っている方は出ていただくということが、

これ、公営住宅法の精神からいったら当たり前のことなのです。なぜかといったら 60 件も 70

件も待っているわけだから、当然なのです。 

 ですから、そういうことをきちんとやりながら、人口と高齢化率に合わせた住宅政策という

のは必要だと思うのです。そういう理論的な構築をきちんとしていかないと、起きてくる現象

面だけで多いとか少ないとか、ああやったほうがいいとか、こうやったほうがいいとかという

のではなくて、先ほど言われた４軒で２戸ずつあいているとしたら、１軒潰すために移っても

らうと考えるわけです。それは理論的に将来方向、どれくらいの将来方向かわからないけれど

も、きちんと見越した中で、この住宅政策検討委員会の中での議論がないと、起こってくる具

体的な部分だけでの議論になってしまう。そこを町としてどのように考えているかあたりを、

きちんと持っている必要が僕はあるのではないかと思うのです。そこら辺が、基本的な考え方

の部分で、例えば、前の住宅マスタープランは、駅裏の旧グラウンドに７階建ての公営住宅を

建てるという案です。それは結果的にはなしになるのかどうか。そういうこともきちんとして

出していかなければ、どこでどういうふうに残して、どういうふうにするのか。例えば、公営

住宅を民間に土地付きで売り払っているところもある。そういうところも含めて、住宅政策が

どういう方向を目指すのかというあたりが、どれくらい議論されて町としてどれくらいの方向

を持っているかあたりをもう少し聞きたいのですが。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 全部お答えきれるかどうかわからないのですが、まず、人口だとか

世帯数、もしくはその自治体に存在する建物。住宅の数と比較して何パーセントが適切かとい

う数字は、法律的には実はございません。 

 全道平均、今正確な数字を持ってきておりませんが、大体 11％程度だったかと思います。白

老を見ていただけば、ここの中の数字でも、私が押さえている住宅棟数は 9,287 です。それに

対して公営住宅です。これには分母で公営住宅が足されます。もう少し低い数字になっている

のかと思われます。一方、これも正確な数字ではないのですが、産炭地などについては、空知

などについては、もともとの炭住などを自治体で引き取っている関係から、夕張などは公営住

宅比率が 50％を超えるような状況になったりしています。それが、実は古くなって解体できな

いというところが、夕張などで非常に問題になっております。そういうことから都市が縮小し

ていく社会化において、人口が減少していく社会化において、白老においても人口に応じた形

で減少させざるを得ないだろうなと思っています。 

ですから、あくまで目安は８から 12％くらいを目安にやっていくことになるのではないかと

思います。ただそれは、数字からいったらそのようなことになるだろうと思いますが、先ほど

言った所得層だとか、高齢化の状況だとか踏まえた中でしか、移転促進ということはなかなか

難しいのではないだろうかと。将来目標としてはそういった数字はきちんと持ちたいと思いま
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すが、現実的に考えたときにそのスピードで移転促進がなされるかどうかというのは、なかな

か難しいところではないかと考えているところです。 

 家賃の関係ですが、現行法でいく限り、実は私たちが勝手に家賃を決めることができない仕

組みでございます。かなり細々したところまで、規律密度が強く法律で定められていますので、

それにのっとる形でしか計算ができることになってございません。このくらいでよかったでし

ょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。基本的な考え方はわかりました。そうなると、今の状況で

常時 60 から 70 人、もちろんこれがどうしても必要な要求かどうかというのは別にして、これ

くらいのものが減っていかない。公営住宅に入居したいという数が減らないという現実。民間

に空き家があったり、公営住宅が今言ったような状況になっているにもかかわらず、ここが減

っていかないというのはどうしてかというのはわかりますか。60 から７0 人の待機者が減らな

いという意味です。なぜ減らないのかという意味です。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 明確にはわからないかもしれませんが、まず、自分たちが望んでい

る家賃で入れる建物が、実は十分にはないという側面が一つと。それに関する、先ほど山本委

員のほうからも出ましたが、そういった情報提供が充分にされてこなかったという両面がある

のではないかと思います。これに関しては先ほど言い忘れたのですが、きょう現在で 61 人待機

者いますけれども、そのうちの 40 名弱が、実は日の出を希望されているのです。日の出は大体

最低家賃で２万 7,000 円から 8,000 円くらいです。ですから３万円台の人が多いのです。一方、

駅前にできた新しいアパートなどですと、やはり５万 5,000 円とか 6 万円とかになってしまう

のです。ですから、若いご夫婦などは限度としてはやはり３万円くらいとお考えになって、そ

こを待っているのではないかと考えられます。とすれば、今対策としては、すぐにでもできそ

うなことと思われるのが、議会でもご指摘いただいて、何とか現況調査まで終えて積算をして

いるところですが、教員住宅も何軒か貸せるのではないかということで、私も立ち会った上で

現地調査、やっと今終わったところです。これから補修費の積算などを担当者にしてもらって

いるところです。 

 ですから、そういったものなども、一部は使っていけるのではないかと考えていますし、こ

れもまだ皆さんに具体的なご相談をできないでいますが、雇用促進住宅などの買い取りに関す

る協議も続けております。あそこは 60 戸ありますが、既に 20 戸以下しか入っておりません。

まだ金銭面で十分折り合いがつける状況にありませんが、何とかそういったものを取得できた

暁には、公営住宅としてではなく、町有一般住宅という言い方を内部ではさせていただいてお

りますが、教員住宅だとかも合わせて、公営住宅基準ではない、町が経営するアパートという

イメージですか、そういうものを用意することによって、ある一定の家賃で入っていただける

ような対応を考えていきたいと考えております。それが、取得した上で、公営住宅並みの家賃

で入れようと思うと財政的にも難しいことが起こりますし、ちょうど日の出だとかという家賃
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をめどにシミュレーションをしている最中でございます。そういう対策があるのではないかと

考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） これでやめますけれども、私も今その話をしようと思っていたのです

が、それは、ある意味でいうと 953 戸プラスアルファの部分になりますね。教員住宅や職員住

宅や雇用促進住宅というのはそういう形になるのです。 

 ですから、そういう住宅の数が全体となれば、先ほど言ったパーセントは、逆には公営住宅

ではないけれども、その分上がるということになりますね。そういうものが、人口比との関係

で、今の聞いた話でいえば 40 戸弱が３万円くらいの住宅に入りたいというから、そこの部分は

いいのです。それはいいと思います。それ以下の部分がどうなるかということになるでしょう、

今度は。そこの住宅は、逆に言うと、皆さんが先ほどから出されている意見は、そこの住宅を

心配しているのです。要するに単身者だとか高齢者で収入が少ない人の住宅政策をどうするか

という部分と、２つの側面に分かれています。今後３万円くらいのものでもいいから入りたい

という若い人たちが多いというのならいいのです。雇用促進住宅を利用するのはいいと思うの

です。それ以外の部分は、そこは対応になっていかないのです。だから、間違いなく 35 年まで

は 48％くらいまでの高齢化率になるのはデータでははっきりしているわけです。だからそうい

うところを見越した形での住宅政策が必要ではないかと一番最初に言ったのです。もちろんそ

れは若い人たちを誘導するということで必要だという部分もあるから、そこの折り合いをどこ

でつけていくのか。だから私は、すごく、僕の考えとして公営住宅の数は余りふやさないほう

がいい。公の住宅はふやさないほうがいいと私は思っているのです。だけど、高齢者の住宅は

確保してほしいと相矛盾した考えかもしれないけれども、そういう政策を考えないと、白老町

の行き先の住宅政策というのはなかなか大変ではないかと。人口が減るということは家がまだ

まだ余ってくるから。若い人たちが３万円くらいで一戸建てを借りられれば、そのほうがいい

に決まっているのだから。だから、そういうことを見越して住宅政策が必要ではないかと。将

来をきちんと見越した形でつくるべきだというのはそういう根拠なのです。これでやめますけ

れども、もし簡単なコメントがあれば。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ただいまのご質問、ご意見でございますけれども、単純に言

うと今の 953 戸プラス新たに町有住宅がプラスアルファになるというのは一時あります。スタ

ートのときは。でも、充足率というのはやはり全体を把握していきますから、公営住宅を今あ

る 953 戸がずっといいかという考えには立っていません。それは今計画の見直しをするという

ことですから、最終段階はそういう内容の計画にしようと思っています。今まだ中間の段階で

すから、いろいろ皆さんからご意見もらった中でまとめていきたいというふうに思っているの

ですけれども、単に住宅をどんどんふやすということではないということはご理解、１点いた

だきたいと思います。 

 確かに、若い人である程度収入のある人たちは、家賃が高くても入れるという部分、これは
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本当におっしゃるとおりだと思います。一方で、そのような高いところには入れないという方々

は、最初に話しましたように、何とかリフォームと言いましょうか、最低限やらなければなら

ない部分は整備してそこに住んでいられるような環境にしていきたいと。それは、全部の公営

住宅、老朽化した先ほどの 473 戸全部やるかといったらそうはできません。これは数を減らし

ていかなければいけないので、そこはそれぞれの団地の特性を生かして、計画の中に盛り込ん

でいかなければならないというふうに考えています。 

 先ほどの雇用促進住宅も、ちょっと話がありましたけれども、一方では収入超過の人が、入

っている人が移ってもらうという手もありますから、少しでも公営住宅はあけて、単身者、住

宅困窮者という方を入れていくというふうに今回の計画のほうは見直ししていきたいというふ

うに考えております。まだまだ審議会でその辺の議論を深めていませんので、その点も充分深

めていきたいと考えています。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 大体考え方わかりました。住宅に関する計画のところで、３番目に出

ていた長寿化延命計画、これ今策定中である。見通しとして、これをもし道が認可されて使え

るということになれば、いろいろな形のお金が出てくるということなのだろうかということが

まず１点。 

 今言ったように、アンケート調査を取ったら風呂は要らないと。今いる住環境を修繕してく

れという意見があった。そういうのに使うのですか。そういう手だても策定をしたことによっ

て交付金が来る。それに使うという中身になるのか。それを教えてほしいです。それだけです。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） この制度ができる前、去年まで、耐用年数を経過した住宅ほど、補

助だとか交付金の対象外だったものですから、町の単独費で全部賄うしかなかったのです。や

っと、全国的にそういう建物がふえてきているという認識のもと、こういう計画を立てた場合

に限り、今まで手をつけられなかった住宅のリフォームに助成制度が適用されるという制度で

ございます。と言って、少しだけ直すだとかという話では全然なくて、条件は結構厳しいので

す。この修繕をやることによって、最低 10 年間はこの建物自体が長持ちするという証明をしな

ければならないのです。実はどういうことかと言いますと、この平屋の多くは、一例だけ上げ

ます。屋根でいうとかつての長尺の鉄板でふいています。それがガルバリウムという、最近だ

と大体ガルバリウムで見ても余りわからないかもしれません。それは耐久性があるのです。そ

ういうものでやりかえると。長尺鉄板を長尺鉄板でやり直しても、実は長寿命化改善というこ

とには該当しないです。違うものでやる。例えば、木製サッシにしても耐久性の長いもの、従

来よりも、そのままかえるよりも少し割高になります。割高になるものの、10 年間長持ちする

という証明ができれば、従来手をかけられなかったところに何とか計画を立てられるという意

味合いになります。非常にありがたい制度だと思って取り組んでいるところでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 今ガルバリウムと言ったけれども、これは屋根自体が 10 年持つので

すか。 
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岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） これ、一般住宅でも既にガルバリウム鋼板使っていますが、

これは 10 年持つというものです。塗装そのものもかなりよくなっているのですが、非常にさび

にくいということで、今ほとんどの新築住宅はガルバリウム鋼板を使ってございます。外壁も

一部住宅でも出ていますので、これの使用も多くなってきているという状況であります。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今住宅マスタープランなのですが、この中で、先ほども大渕委員のほ

うからありましたが、若い人たちとか働く人たち、例えば白老町に勤めるとか、やはりそうい

う方々の中で、公営住宅に住みたくてもなかなか住めないというようなお話をよく聞くのです。

私などもよく耳にするのですが、結局、勤め始めて間もない人は当然お給料が安いですし、ど

こかの会社から白老町へ何らかの事情で家族とともに引っ越してきたいなどというときも、当

然収入が非常に低いわけです。ところが、今の状況でいったら、常に待ちというのが全部同じ

基準なのはどうなのか、やはり、白老町これからどんどん高齢化していくから、高齢者のため

の住宅ということも必要なのでしょうけれども、その一方で、白老町、公営住宅に入りたいけ

れども入れないし、一般住宅なら高すぎるからということで、結構苫小牧方面に引っ越してい

っている方々がかなり多いと思うのです。そこの中で白老町としては、その辺をどのように考

えられているのか、住宅政策の中でどうなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 現状としては、おっしゃるとおりの現状になっていると感じており

ます。対策も抜本的にすぐにというのはなかなか難しいと思いますが、公営住宅の縛りという

のはいろいろ条件があって、若い単身者は入れないという仕組みであったり、収入が一定以上

あれば入れないという仕組みですから、そこだけで完結させようというのはそもそも難しいの

かと思っています。 

 それで、先ほど申したとおり、町有一般住宅、買い取りでそういうものが用意できれば、あ

る程度民間のアパートよりは若干安くて、公営住宅より高めになりますが、そういうようなと

ころを若い人たちに、後ほど説明したいと思っていましたが、提供していける仕組みをつくっ

ていくことはできるのではないかと。次に少しだけお話しさせていただこうと思った借り上げ

公営住宅というのが、実はそういいところで使いでがあるのではないかと考えて、提案させて

いただいているところでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、できる限り、今の課長の説明の後半にありましたが、なるべく

早くやってほしいなと。白老町の人口推計 2025 年には高齢化率が 48％を超えると言っていま

すが、現実には 11 月の３、４日あたりに、白老町の人口は２万人を切っているわけです。やは

り、人口が減ってきているから住宅も減らすという考え方もありますが、現実的にこれだけ高

齢化率が急速に進む中で、やはり働く人たちも住めるまちというのも一緒に考えていかないと、
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白老のまち自体がやっていかれないのではないか。それが住宅計画、大事な基本ではないかと

私は感じているのですが、ぜひ参考意見としてお願い申し上げたいと思います。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０１分 

                                         

再開 午前１１時１０分 

○委員長（玉井昭一君） 委員会を再開いたします。 

先ほどの質問に引き続き、質問のあります方。 

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。１点だけ。策定にあたっての基本的な考え方の中に、

平成 26 年の人口推定を２万 1,500 人という形の中で組んでいたと。実際との乖離が大きくなっ

ているということが一つの問題提起として上げられています、僕もそのとおりだと思うのです。

それを考えると、例えば、僕はこれから住宅だとか、現存するアパート、ここのあき率という

のがどんどんふえてくるような気がするのです。少子高齢化にストップがかからないうちは、

そういったものが、これからの５年、10 年先の白老町の中には大きな課題として出てくるよう

な気がするのです。人口が減っていく、でも民間アパートだとか、一戸建ての家も含めてそう

いったものが、人口は減るのだけれども、そういったものが現存として残ってくるものだから、

そこのあき率がだんだんふえてくるような気がする。これとの、例えば公営住宅の必要性だと

かそういったものとの考え方の整理。 

 今実際、アパートあたり５万 7,000 円だとか、５万円台のところもあれば、３万 5,000 円、

４万円台のところもある。果たしてそれを維持している人たちは、人も減っていくのにその値

段でずっと維持していけるかといったら、していけないときも出てくると思うのです。そうい

ったところの、不動産業者にそれを全部委託して任せておけばいいという問題ではなくて、そ

ういったものを時代時代に応じて、埋めていかなければどうしようもなくなってくるのだろう

し、それは経営される方々の考え方もあるのかもしれないけれども、いずれにしてもそういっ

た住宅事情というのはだんだん余ってくるような気がするのです。そういったところとの公営

住宅の必要性だとかという考え方を、どういうふうに持っていったらいいと思っているのか、

その辺の話を聞かせていただきたい。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 大まかには、ここの②で書かせていただいた官民住宅の受給調整を

行いたいという、一言でいえばそういうことになります。時代の認識としては、氏家委員がお

っしゃったようなことと全く同じような認識でおります。しかし、現時点で、先ほど言ったよ

うに、これから民営住宅のあき状況ですとか、アパートのあき具合だとかの調査はスタートし

たばかりなものですから。でも着目の仕方としては、そことの関連を強めなければならないと

いう意識ではおります。ですから、その結果において、誘導策を別に講じていく必要があるの
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ではないかと考えています。 

 大胆なことを言わせていただきますと、ヨーロッパなどでは 10 年以上前からスローガンとし

ては、石から人へという住宅政策に転換になっております。向こうは石づくりの建物が多いの

です。ですから石づくりの公営住宅を低所得者に、住宅困窮者に提供するというのは、改めて

家賃補助というのに全部切りかえるような政策がヨーロッパでは実は主流となっています。当

然、今おっしゃったように、世界的な傾向として人口減少というのはありますから、そういう

ことを踏まえて、ヨーロッパでは既にそういう対策を講じているような状態でございます。で

すから、一部日本も、これは私たちのレベルではなく、国家的にもそのようなことを検討して

いく時代には入っているのではないかと思います。 

 この後にお話しさせていただきたい借り上げ住宅制度というのは、実は住宅の提供自体は民

間がすると。実質的に、取り方によっては家賃の補助を行政がしていくという考え方の制度で

もあります。ですから、現行法の中で、ヨーロッパで言われている石から人へという住宅支援

策を実現する唯一の、日本で認められている制度が借り上げ公営住宅制度だと思っています。

そういうところも合わせながら、あき住宅、あきアパートの質です。そういうものとうまく連

動できるようなことは、当然重要に考えていかなければいけないことだと考えています。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） そういったものも含めて、雇用促進住宅もこれから町がどうしよ

うとしているのか、そういったものも全部関連して考えていかないと。なかなか大きな買い物

をしなければいけないだとか、いろいろなことが出てきます。それが町有の一般住宅として町

民に貸し出すというやり方もあるのかもしれないけれども、現存する借り上げの公営住宅制度

みたいなものがもっともっと充実していくということになれば、改めてそういったものを町が

買うだとかそういったものをしなくてもやっていけそうな気がするのです。頭の中で空想なの

ですが。そういった、これからの将来的な展望みたいなものもしっかり頭の中に入れて計画し

ていかないと、５年後、10 年後町有住宅はある、でも民間住宅がいっぱい余っているのだと。

余っているのだけれども、結局は経営が成り立たなかったり、それが経営の成り立たないよう

なアパート経営みたいな形になってしまうと、現存の家賃が正規なのかどうなのか、それは別

にしておいて、そういったパート経営の人たちのアパート経営が成り立たなくなるようなやり

方で、町営住宅がどんどんどんどん発展していくというやり方もおかしいかなと思ったりする

ものだから、１点だけ聞かせていただいたのです。もし考え方があったらお聞かせください。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） おっしゃるとおりだと思いますので、そういう調整もしながらバラ

ンスを考えたいと思います。将来的にはおっしゃるとおりだと思います。ですけれども短期的

には、では来年からということになると、少しずつそれに近づいていくという方法しかないの

かと考えているところです。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。なければ次の説明に入りたいと思います。 
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星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） それでは、きょうの一番の主眼だったと思われます、ライフサイク

ルコストとは何かということを簡単にご説明させていただいた上で、先ほどから議論にも上り

ました、借り上げ公営住宅制度を今検討しています。その検討をするのに実はライフサイクル

コスト計算書を実際に用いて、今検討を始めているところです。ですから、ライフサイクルコ

ストの簡単なご説明の後に、このようになっていますというふうにご説明させていただきたい

と思います。ここにも書いていますが、詳細についてはまだ未決定です。ですから、この内容

についての是非については今回ご容赦いただきたいと思っております。 

それでは、簡単にご説明させていただきます。ライフサイクルコストとは、建造物などの費

用を企画・設計・建設・使用・修繕・解体までを建物の生涯と定義して、その全期間に要する

費用を言います。和訳して生涯費用などと言われることもあります。もともとは不動産・建築

用語でありましたが、最近では道路、河川などの土木施設にも適用されている上に、さらに近

年では行政が創設するさまざまな制度、これは例えば、パソコンシステム導入などというのも

そうです。あるいは行政評価制度などもそうです。その制度の企画立案・運用・改善・廃止ま

でを含めてそれに要する時間コストですとか、維持コストですとか、人件費などを検証する際

に重要な資料というふうに言われている時代に入りました。繰り返しますが、行政においては

行政施策の費用対効果を推しはかる上では重要な基礎になる、もしくは資料になるというふう

に言われておりますし、民間においてはもっと進んでいまして、経営意思決定の常識、これな

しにはいろいろな決定はしないと言われているものでございます。 

 今後、行政施策を企画実施する際には、ライフサイクルコストの低減ということが大きな課

題になってくるかと思います。その例ですが、狭義には設置コストは多少高くても、耐用年数

が長い年数のものを選ぶですとか、エネルギー効率のよいものを選ぶですとか、耐久性が高い

ものを選ぶだとかという工夫を行っていくことも、これから重要になっていきます。また、維

持管理に要する労力を少なくするということや、管理しやすい設計とするなどの改善工夫もこ

れから必要になっていくかと思います。維持管理に要する労力を少なくする。例えばどういう

ことかと言いますと、かつていろいろな給配水管だとかが地下などにあって、非常に狭い所で、

体格のいい人だと入りづらいようなものになっていました。今は、そこに少し余裕幅を持たせ、

当然コストはかかります。ですけれども、後々の修繕する人が入りやすいような工夫をしてい

くだとかということも、狭義の意味ではライフサイクルコストの縮減につながっていくと言わ

れています。ですから僕ら、技術的な部分でもこういうところも少し意識しながら事業の中身

を決めていかなければならないというふうに考えているところです。 

 次、課題提起というような書き方をしました。これは私の反省を含めて書かせていただきま

した。今まで建設コストの議論は氷山の一角ではなかっただろうかという提起です。ここに書

いてあるのは見苦しいかもしれませんが、一応氷山のつもりで書いています。水面より上にあ

るのが建設費、役場の中では違うセクションで公債費、借金の関係です。公債費までは役場と

しては議論してきたと思います。しかし、それの中に、例えば修繕費だとか大規模な改修費で
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すとか、職員などが要する管理費、それから人件費、場合によっては施設の保険料、それから

入居者が負担する場合も行政が負担する場合も両方の場合がありますが、光熱水費もずっと例

年かかってきます。さらに、人件費の中にここでは含めているつもりですが、企画設計費もば

かにならないのです。職員がやったにしても委託するにしてもです。そのほかに解体費なども

非常に大きなウエートを占めるケースがあります。 

 実は、住宅の家賃決定にあたってということを参考に言わせてもらいますと、建設費、公債

費については当然考えられています。修繕費も大規模改修費も管理費の一部も含まれています。

ですけれども、そのほかのものは家賃計算の中に入っていません。大きなものは解体費、家賃

で回収する仕組みになっていないということなのです。もう少し言うと、物置などについても

外にあるケースがあります、そこについては家賃回収する仕組みになっていません。駐車場も

なっていません。周りにあるような外灯も実はなっていないのです。ですから、家賃回収をす

ることを前提にしていない公営住宅の付属施設も実はたくさんあるということの認識もしなが

ら、長期的なコストを考えなければならないというふうに考えています。 

 それで、おさらいをかねて表を見てください。これは実物でも何でもなくて、Ａ４、１枚に

収まるようにわかりやすくと言いますか、本当に簡潔につくったものです。想定は、木造の２

階建ての住宅、耐用年数は 30 年になります。建築後 15 年たって残りがどういう計算になるの

かということを書かせてもらいました。収入として期待できるのは住宅使用料、それから地域

住宅交付金、それから起債。これくらいしかないです。一方支出は、経常の修繕費、破損した

と苦情があったときの対応修繕ですとか、退去したときに修繕していますからその修繕費です。

あとは管理費、これは需用費だとか管理の人の人件費などがこれに該当します。あとはちょっ

と大規模な改修費です。先ほど申した長寿命化改善、修繕ですとか、それはどういうことかと

言うと、屋根とか壁とか配管類もいずれやらなければならないという意味合いになります。最

後に解体費、起債償還費があります。それがそれぞれ、これでいくと 16 年目から 30 年目まで、

30 年目で解体するという建前で書いています。そうしたときにどういうバランスをするか、こ

れたまたま一番最終、収支ゼロ円になっています。これはどういうことかと言いますと、普通

でいうとバランスシートでいうところのバランスが取れているというふうに考えていただきた

いと思います。ただ、ここで収支のバランスが取れればいいかというと、そういう問題ではな

いです。というのは、各年度ごとに縦の計を見ていただきたいのですが、16 年目のときには若

干ですけれどもプラスのお金があります。それからずっとプラスが続くのですが、大規模な修

繕をやらなければならない年、これ 20 年です。そのときに現金支出だとか、またお金を借りた

りしなければならないのです。お金を借りないでやろうとすれば、16 年、17 年からずっと続く

一番下の収支差引、Ａ引くＢとあります。このお金を貯め込んでいくようなことを考えていか

なければ、常にお金がないので修繕が先送りになると。本当に自分の反省を含めて言うと、今

まで入居者からお預かりした金額で修繕をしなければならないにもかかわらず、ほかに財政的

な支出をしたために、入居者の方に還元する修繕が遅れてきたというようなことが事実あった

かと思います。ですから、今後はそういう収支も含めて長い目で見たときに、どういう資金調
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達をしなければならないのかだとか、いつ何が支出として必要なのかだとか、そういうことを

考えながら私たちは今ある公営住宅の維持管理もしなければと思っていますし、これから新築

する際にも、長期的に見たときにどうなるのかというようなことを考えていかなければならな

いなというふうに考えております。それが、実はこの表でございます。 

 まとめて言いますと、先ほど言ったようにライフサイクルコスト、いろいろな設置物の超耐

久性などを意識しながら、低減策は工夫していくということが、僕らにとっては必要かと思い

ます。あるいは、その必要なときどきの資金調達方法はどのように行っていくのかということ

も、財政のほうも含めてこれから検討していかなければならないと思っています。ただ、この

議論が始まったときに、よく陥りがちな問題が、では全部の費用を入居者から回収するのかと

いう議論になってしまうのです。極論だと思います。これはあくまで、公営住宅も道路も公園

も、すべて公共施設です。公共施設である限り、総費用を使用料、手数料で全部回収するとい

うことにはならないはずです。ですけれども、どこまで回収するのかという議論が必要なので

はないかと思います。それが、公営住宅法では解体費は入居者からの負担では賄わないという

取り決めになっているというふうに、つながっているというふうにご理解いただきたいと思っ

ております。ただ、今後、公営住宅法によらない一般住宅を取得するだとか、改築するだとか

というときには、その辺の議論は慎重にしていかなければ、一般住宅を提供したがために大き

な借金を後々背負ってしまうということもあり得ます。ですから、そこは慎重にしなければな

らないと感じているところです。 

 応用編の、この表の説明をしたいと思います。これは借り上げ公営住宅という制度を、今検

討している資料として、やっとつくりかけているものというふうにご理解ください。借り上げ

公営住宅制度、簡単な資料をつけました。きょうはこの制度の説明がメインではありませんの

で、はしょって説明させていただきます。借り上げ公営住宅制度というのは、平成８年の公営

住宅法の改正によって創設された制度です。どのような流れになるかというと、町が借り上げ

公営住宅を募集することからスタートします。僕は町内事業者に限定したいと思っています。

町内の事業者から、設計書つきで応募があります。それを審査の上、町が決定します。これは

一定の整備水準に基づいて民間が建設する公営住宅ということになります。借り上げるという

ことになると、原則的には町が 20 年間に限り公営住宅として借上げることになります。ですか

ら、入居の年齢とか、家族構成とかの制限は、公営住宅と同じ制限が加わるというふうにご理

解いただきたいと思います。契約期間が経過してしまった場合には、原則的には事業者が普通

の民間アパートとして貸し付けていく形になろうと思います。事業者の利点と言われているの

は、町が責任を持って入居者の募集、日常の管理、住宅使用料の徴収とかという事務はすべて

町がやりますので、20 年間に限り入退去に関するさまざまな手間は事業者さんには全くかかり

ませんということが一つです。 

 わずかの額ですが、民間アパート建設では受けられない補助金を受けることが可能です。そ

れは２階建ての住宅を想定したときは、おおむね建設費の 10％程度が共用部分になります。共

通の玄関ですとかそういうものに該当します。それは大体建設費の 10％くらいが一番多いパタ
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ーンです。その場合、事業者さんは 10％の３分の２だけ補助を受けられる仕組みになっていま

す。ですから少額です。簡単にいうと１億円のアパートを建設しようとしたときに、660 万円

くらい支援の制度があるという理解をしてください。 

 もう一つは、現在の町直営建設方式では、今の町の財政を、起債も高額には借りられないと

いうことを考慮すると、当面公営住宅の新築は見込めないと私は考えています。しかし、町の

初期投資額が大幅に従来の方式の 10 分の１以下です。減りますから公営住宅新築の可能性は、

総体的には生まれてくるのではないかと思っております。町もしくは町民の利点としては、繰

り返しになりますが、町としての初期投資額が非常に少ないということです。これは後でこの

表の中で説明をいたします。公営住宅の遍在という言葉が正しいかどうかわかりませんが、こ

れは全国的に大規模な公営住宅をつくることになります。そうした場合、安い土地が大量に必

要になりますから、どちらかというと郊外に公営住宅ができるというのが全国的に見られてい

る傾向です。これがこの５年くらいの間、青森、富山から始まったコンパクトシティのモデル

実験以降は、まちなかに公営住宅をという動きが少し生まれてきているかと思います。 

 借り上げ公住は、僕のイメージでは４戸建て以上であればいいなと思っていますから、小規

模な住宅を小規模な地域につくることが可能になりますから、場合によっては郊外ではなくて

まちなかにつくることができる非常に使い勝手のいい制度ではないかと考えています。そうい

うことから、今言ったことも関係しますけれども、対象地域を特定することにより市街地活性

化の有効な政策になるのではないかと。具体的には、今検討させていただいているのは、中心

市街地の背後地につくることによって商店街の振興にもなり得るのではないかと考えています。 

建設事業者さんと、ことし一緒にいた芽室町なども、芽室町の駅から役場にかけてあたりの

周辺限定で、平成 13 年度から借り上げ公営住宅制度の運用を始めているところであります。こ

れについては、さらに説明しますが、収支推計の精査、協議は建設事業者さんと一緒にこれか

らもやっていかなければならないと思っています。まだ１回しかやっていないのです。今、建

設事業者さんのほうで建設費の設計などを改めてしていただいています。それと町が設計して

いる工事金額とのすり合わせをした上で、あとは修繕の区分をどこまでどちらがやるのかとい

うことは、素案としては大体できて、両方で共有しているのですが、金が合わない場合、民間

が余りにももうけが少なかったり、行政が余りにももうけが少なかった場合には、少し調整を

しましょうということにさせていただいていますし、これから商業者なども含めて対象地域の

確定などについても、まだ作業が残っているところでございます。 

 少し長くなりますが、最後、この表です。これは、このとおりです。これの想定はあくまで

一定の想定を共通しなければ計算できませんので、構造は木造です。耐用年数 30 年と想定して

います。２階建て８戸のアパートです。２ＬＤＫが４戸、３ＬＤＫが４戸、総面積 629.74 平方

メートル、敷地面 1,320 平方メートルを想定したシミュレーションを１回させていただいてい

ます。住宅使用料についてはそれぞれ差がありますが、７万円から８万円の計算上の家賃にな

ります。そのほか、駐車場についてもつくることになっていますので、とりあえず８戸なので

８台にしました。もう少し多いほうがいいかもしれません。月額 2,000 円の駐車料金をいただ
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こうということです。10 年ごとには従来の公営住宅の方針とは違いますが、屋根、壁ですとか、

必要に応じて配管類なども大規模な改修をしていった場合ということを想定して、この計算を

させていただきました。ここで見ていただきたいのは、1 つ目は１年目です。建設年１年目の

１番下です。これは、直営方式というのは今まで行政がやってきたやり方です。下が借り上げ

方式です。その差し引きをしたところです。１年目に関して、建設年とその翌年、償還の１年

目に関しては 3,300 万円か 2,800 万円くらい、実は直営方式のほうがお金が必要になります。

そうはいうものの、10 年のところで見ると、既に借り上げ方式より直営方式のほうが若干です

が金銭的には有利に働くことになります。さらにそれが20年目になったときには600万円ほど、

町直営でやったほうが財政的には有利なことになります。さらにそれが 30 年になったときには、

相当大きく直営方式のほうが有利に働くということがいえることになります。ただ、これはい

ろいろな想定をしていますから、このとおりになるかどうかは別にして、修繕するのを 10 年お

きにしていますが、これを７年にしたときにどうなるのか。15 年にしたときはどうなるのかと

いうのは別に、さらにシミュレーションが必要になってくるかと思います。ここではおおむね、

土地の購入費から始まって建設費、経常の修繕費、計画修繕費、大規模改修費ですね。管理の

事務費、損害保険料、火災保険料ですね。そういうものなど、あるいは解体費もすべて含めて

支出する金額と年次をここでは明示したつもりなのです。それに対して総収入は、地域住宅交

付金起債、それから家賃、家賃低廉化住宅交付金というお金です。駐車場収入だとか、そうい

うものが収入として得られると。それぞれ直営の場合と借り上げの場合、収入支出若干違いま

すが、シミュレーションをとりあえず 30 年間だけやってみましたという推計式がこれになりま

す。これがいわば、先ほどご説明したライフサイクルコスト計算書によるどちらが有利かとい

う比較材料にしているという意味でございます。 

 ちょっと早口でしたが、概要としてはそのような使い方になりますので、何か聞いていただ

ければご説明させていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、町側の説明が終わったようですが、質問ある方はどうぞ。 

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今の説明の中で、一番下の部分、財政負担累計比較というところ、

ここの中で、直接建設方式、財政負担累計額から借り上げ方式の財政負担累計額、これを引い

たものが 30 年後で 1,286 万 1,000 円という形になっています。ということは、直接方式でやる

よりは、借り上げ方式でやったほうが負担がこれだけかかるということなのですね。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 借り上げ方式のほうが、町の財政負担は大きいということでござい

ます。ただ、説明不足だったかと思いますが、今の時点でやろうとしたとき、先ほど初期投資

の話をしたかと思いますが、これを建てようとしたら約 5,000 万円ほど町は起債を借りるか現

金を持ち出さなければならないです。初年度。それが、今の財政状況においては 5,000 万円の

起債を借りるということは難しい状況ではないかという認識でございます。ですから、将来的

に直接のほうが財政的には有利だということは言えると思いますが、今こういう財政状況下で
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公営住宅を運営していこうと思うと、この方法しかないのではないかという提案でございます

し、もう一つ、先ほど 20 年の契約と私言いました。30 年までシミュレーションしていますが、

実は 20 年のところまでしか町の財政は責任を持たないと。もっと言うと、この後もっともっと

老朽化が進みます。今の公営住宅においても、耐用年数 30 年のものが先ほど言ったように 40

年、50 年ずっと使っているような状況なのです。多分、30 年では壊すことはないだろうと思い

ます。解体はもうちょっと遅れぎみになって、30 年目とか、25 年目に何がかかってくるかとい

うと、また大規模な改修費を町が背負うことになるのです。最終的に老朽化して、だんだん人

気の落ちてくるような住宅を町の責任で管理し続けなければならないというのが直営方式の実

態だと思うのです。そうであるならば、人口がこの先どうなっていくのかわかりづらい中では、

これは全く町の勝手かもしれませんが、人口の増減に割と柔軟に対応できるという意味で、町

の持ち物にしないということはないでしょうかという提案でもございます。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。考え方としてはよく理解できる。ただ、ここで言っている

のは、一つは、家賃の計算が上も下も両方同じだけれども、家賃の計算が公営住宅法に基づく

家賃の計算ですね。ということは、政策家賃を導入した場合は、その分は下の借り上げ方式の

場合は、当然町がその分を負わなければならないということになりますよね。負わないでやっ

てくれると言ってくれれば一番いいけれども、絶対もうからないわけだからそうならないはず

なのです。私が言いたいのは、考え方としては極めて合理的だし、これを受けてくれれば町と

しては 20 年で切ったほうがいいと思います。これは町が勝手にやっていることだけれども、切

ってくれても業者側も、家も土地も残るわけだから、この後は余り手を加えないで 35 年使って

もらえばもうかるかもしれないから、それはそういう可能性はあると思います。 

 ただ、一つここで出てくると思われるのは、公営住宅法に基づく計算で家賃を計算すれば、

かなり土地も全部入ったら高くならないかと。ここの問題はどう考えますか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） おっしゃるとおり、公営住宅法に基づく基準でやっても、私たちが

計算するのと民間が計算するのとでは、実は同じ基準でやっても相当差が出てくると思います。

それで、実は建設協会にお願いして、基準は同じにして町内の建設事業者さんがやったときに

は幾らになるかという積算を、これと同じベースで積算をしていただいておるところです。で

すから、比較はしづらくなると思います。けれども、実際には建設事業者さんがこれでやれる。

と言った金額で、これを置きかえることになると思います。私たちは。 

 それで、それほど大きな差は出ないのではないかということで、１回目の打ち合わせはして

いるところです。仮に差が出たら、先ほど言ったのですが、ここの中に入っている、どうして

も合わないということになったら、固定資産税の免除をするのか、しないのかという議論をす

るですとか、実は町によってはそういうところもあるのです。固定資産税、本来はかかります。

ですけれども、全部の町が固定資産税を付加しているわけではなくて、政策的にお願いすると
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いう観点で、税金はそもそも免除しているというところもあるのです。ですから、その議論は

する必要があるのかもしれません。もちろんそういう提起はさせていただいていますし、先ほ

ど言いました改善の時期を、あるいはグレードをどのようにするかというようなことなどで価

格は相当動きます。両方にメリットがあるということになれば、この運用が始まっていくので

はないかと思います。少なくても言えるのは、今の町内のアパート、新しいものでさえ平均入

居率は 75％程度と聞いています。ですから、逆に言うと 25％歩留まり悪いわけです。その分を

全部町が保証するということです。計算上の家賃です。入居者からいただく住宅使用料ではな

くて、計算上の家賃を 100％保証するということなのです。 

 ですから、民間事業者は少なくても幾つかの町へ行って、直接民間事業者さんがやっている

ところの民間業者さんの社長さんたちにいろいろお聞きしています。その中では、大体 16、7

年ではペイできると。それも解体費含めてペイできるというふうに踏んでいるようです。うち

の建設事業社７社さん全部、その町までは一緒に行って、別々に分かれて僕らは行政の言い分

を聞いてきます。民間の事業者さんは民間の事業者さんに聞いてきています。戻ってから一緒

に勉強会をやって、やっとこの辺まできたというようなところでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今言った、建物の単価が下がるとそれだけ家賃が下がるということに

なりますね。まずそれが一つ。 

それから、固定資産税。それから、あるかないかは別にして、町有地に建てれば、町有地の

土地代金については政策的にダウンさせることはできますね。要するに、もともとの計算にそ

れを入れなければいいわけだから、家賃計算のときに。そういうことは可能か。例えば、今の

公営住宅を壊して建てるとしたら、土地は町の土地なのだから、その町の土地に建てて土地代

をもらわなければ、家賃を下げることができる。そういうことを全部計算して家賃についてク

リアできたとする。例えば政策家賃にやや近くなったと。今うちは、公営住宅は土地の計算は

全くされていないのでしょう。そして家賃を決めていますね。それは政策家賃ということで、

確か決めていると思うのだけれども、土地代金は入っているのですか。そういうふうにして下

げることはできると思うのです。そういうことを考えたとき、もう一つ出てくる矛盾は、要す

るに業者の側でやると、非常に悪い言い方をすれば、すごく安く建てればクリアできることに

なるのです。要するに町が建てるのと違って、建物自体のグレードを下げれば安くなります。

そこの部分で、居住者との関係では、今まだやっているところがないからそういう経験はない

かもしれないけれども、そういう矛盾が出たときの解決方法というのは、組織的に何かあるの

でしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） あくまで、公営住宅の基準に基づいた設計書を私たちが審査します。

ですから、制限が加わっていますから、安くしようと思って民間アパートを建てるのとは全く

違う行為になります。事前にチェックはされることになりますので、それは、例えば断熱材の

ミリメートル数をどうするとか、そういうのは全部公営住宅の基準のとおりでなければ採択に
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なりません。ですから、建物のグレードが落ちるということにはならないかと思います。それ

でもなおかつ、町が設計する金額よりは、民間が設計するほうが１割程度は安くなるだろうと

聞いています。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。ただ、そこはかなりきちんとしなければだめな部分だ

ね。逆に言うと、同じ設計基準で町がやったほうが 10％高くなる根拠とは何ですか。そこをす

べての建物にそういう形で、公民館を建てるにもすべてのものにそういうふうにしたら、町が

つくる設計基準と同じものを建てても民間のほうが安くできるというのであれば、そういう形

にしたほうが、町は財政的に潤うわけだから、そこら辺の矛盾が出ないのかどうかというあた

りだけは、今あれば言ってもらって構わないけれど、僕はそういうことはよく研究したほうが

いいのではないかと思うのだけれども。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） それは、現時点でもいろいろな公共工事で、国もしくは道が定めた

単価に基づいて積算せざるを得ない立場にいるかと思います。それをいろいろな営業努力も含

めて、この値の金額でできますということで入札行為を行った上で、落札価格は決まっていく

わけです。多分、それと何も変わらない仕組みなのではないかというふうに思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もっとわかりやすく言えば、例えば管理費を落とす。それから、そこ

で働いている人の人件費を積算単価ではこれだけれど、そこを落とす。もっと簡単に優しく言

えば、退職金共済制度、建体共などは、民間が主力である場合は、これは義務はないけれども、

公共の場合は義務があります、これは絶対掛け金を収納すればわかってしまうわけだから。そ

ういうのを、逆に言えば民間だということで事務化されないから、切れがその分単価は安くな

りますね。事務化されていないのだから、やっても違反ではないのだから。そういう意味と思

ってもいいのですか。今言ったことは。安くなると・・・。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） そういう意味では全然ないのです。これは僕たちがいろいろな建設

の単価とかを、その時点時点で決められます。でも、実際民間で建てるときは、同じ材料でも、

建材でも安く仕入れられるルートを持っていたりするわけです。定価でない金額で、でも僕た

ちはその金額を全部調べて積算しているわけではありませんし、積算しろと言われているわけ

ではないのです。ですから、そこで現実の乖離は当然起こってくるだろうと思います。ですか

ら、そういう違いというふうに私は理解しています。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 単純なことで一つ質問させてください。これは、あくまでも、今建設

関係の業者さんたちと新たにシミュレーションするとなっていますけれども、借り上げ公営住

宅をもし建てさせるということになったときには、白老町民が保有している町内のあいている
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土地を利用して建てるという考え方ですね。そのときにいろいろな縛りとか、例えば業者さん

が地方の業者さんだとか、土地が白老町民のものではなくて札幌の人のものだとかと、その辺

わからないのでお伺いします。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 最終的に、先ほど申したとおり、建設協会、商工会、実は建て主に

当たると思われる人たちとも協議は進めたいと思っていますが、対象地域に関しては、僕らが

今提案しているのは、あくまで役場から駅までの間くらい。つまり公共交通機関がきちんとあ

って、お年寄りでも住みやすい生活環境にある。もしくは銀行が近い。役場があるというよな

あたり周辺というイメージで考えています。ですから、森野に建っても、飛生に建ってもいい

というふうには、極端に言えば考えていないのです。あくまで、地域限定の制度というふうに

考えています。 

 今提案させていただこうと思っているのは、町内の事業者限定というふうに考えていきたい

と思っています。その中には、町有地もございますから、町有地に関してはいろいろな議論は

あるかと思います。単純に買い取っていただいてということが今まで主力だったかと思います

が、買い取るばかりではなくて、長期の定期借地契約を結ぶということなども選択肢に入れな

がら、なるべくたくさん早く建てていただけるような道は探っていきた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） いいですか。 

山本委員。 

○委員（山本浩平君） 町内の建設協会に加盟している業者と相談しながらやっているという

ことなのですが、おおむね歓迎されているのかどうなのかということが一つ。このことについ

て建設協会自体歓迎しているかどうかということが一つ。 

 それと、もう一つが、銀行だとかそういうところがあるところでこの商店街の背後地という

話ですけれども、こちら側の背後地はもう踏み切りというか線路がある。字白老だけで考える

と、鉄北に住まわれている方々のほうが相当多いわけです。我々議員も、非常に鉄北に多いし、

鉄北は確かに銀行はないけれども、大きなスーパーもあればツルハドラッグだとかもあって、

意外と便利なところは鉄北にもあります。なぜ、そういうところは対象として考えていないの

かというのが一点です。大町商店街だけを考えている理由をお尋ねしたいというところです。 

 それともう一点なのですが、先ほど、例えば 75％、25％はまだ民間のアパートは埋まってい

ないというお話の中で、家賃関係は町が計算上の家賃は保証するということありましたけれど

も、仮に 80％埋まっていても、町の公営住宅でもあり得るのですが、家賃滞納の方々いますね。

そういった方々にはどのような方策を考えられているか。 

三点、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 地区です。地区に関してはいろいろなお考えがあると思います。ど

こでもいいとなると、いろいろな意味での人口集中をさせるという意味での効果が薄れると思
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いますから、どこか一定の地域限定にしたいと思っていますし、道内で取り組まれている小規

模な町村などでは、やはり旧市街地と言ったらいいでしょうか。まち中というのはそういう意

味でとらえています。まち中居住というのはよくあって、まち中というのはどこでもまち中と

取れる面もありますけれども、少なくても国土交通省で言っている時点でのまち中というのは

あくまで市街地、中心市街地のことを想定していますから、それにのっとった形で提案させて

いただいているというのが一つです。 

 町内の事業者さんは、既に２回いろいろなところへ調査へ行った上で、勉強会も何回かやっ

ている。僕なりの感触では相当前向きにとらえていただいていることだと思っています。 

 滞納対策は、頑張るしかないなという一言です。これはあくまで役場です。ちょっとだけ言

いますと、家賃は役場がもらいます。回収します。駐車場だけは、多くのところがそうなので

すが、駐車場は直接やってくださいと。というのは、必ず使うとは限らないものですから、駐

車場料金だけはオーナーさんが直接回収をしてくださいということになっています。法的に検

討している一つが、滞納が続いても裁判とかを起こさない限り、明け渡し訴訟を起こさない限

り、退去をしていただけないというのが公営住宅法の定めになっていますが、今これから道の

ほうとも詰めたいと思っているのは、定期借家契約を結ぶことによって、その手続が緩和され

るのかされないのか、そのあたりは検討を今しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 私もちょっと、今の山本委員の件に関連するのだけれども、住宅を

建てるとか借りるとか、そういう意見を私も結構聞いています。今一番人気があるのは東町な

のです。なぜかというと、高齢者にやさしいというのは、付近に病院があって、大きな店、交

番があると。そういうような点から安心・安全という面だと思うのだけれども、私は感覚的に

東町が一番人気があるなと。個人的な話だけれどもそう思っております。ですから、これはや

はり、町民がどのようなところを希望しているのか、役場の方針も基本的には町民主体ですの

で、町民がどのようなところを希望しているのかアンケートでも取るとか、そういうようなこ

とも含めて決定すべきではないかと私は思うのですが、どうですかこの辺は。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 済みません。考えていませんでした。というのは、これはあくまで

産業政策的なものも含めて地区決定はされていくべきではないかということで、もともとの話

をすると、私が商工会にいたときに勉強会を商工会内部でやった上で、実は建築のためという

よりは商店街、あき店舗対策の解決策の一つとしてというのが一番最初の提案でございました。 

 ですから、その流れで民間の事業者さんも建築業者さんだけではないのです。そのときは、

建築事業者さんというよりは、萩野・白老両振興会の希望もあって、そういうことを考えてい

かなければいけないよね。というところからスタートしたものであります。多分、町民に聞い

ても結論出ないと思います。というのは、全地区からここに公営住宅をということが見えてい

る感じがするものですから、おっしゃることは大事だと思いますが、むしろ産業政策的な面も

含めて、決定はしていくべきではないかなと。そのために町内会の代表の方ですとか、民生委
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員さんですとか、逆に町民を代表する皆さんのご意見だとかを参考にさせていただきながら決

定していくというふうに考えたいと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。 

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。課長、今のその言い方というのは、住宅マスタープラ

ンの中のパブリックコメント、住民からいろいろ意見を聞いていますね。住宅をどういったと

ころに求めたいだとか、そういったパブリックコメントを取っているでしょう。役場でやって

いるでしょう。役場の近くがいいだとか、駅周辺がいい、病院の近くがいいという意見を取っ

ているのではないですか。何かでパブリックコメントを取っていると僕は思っていたのですが。 

○建設課長（星 貢君） パブリックコメントは間違いなく取っています。 

○副委員長（氏家裕治君） それと、中心市街地の空洞化だとかそういったものを防ぐために、

いろいろなものが連動して、今回こういった計画が進んでいると僕は思っているのだけれども。

委員長が言ったことは、それを何か違うような意味でとらえているのではないですか。今の答

え方は。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） これから改めて、どの地域がふさわしいですかということを、町民

に求めるということは、まず一つは借り上げ公営住宅制度がどういうものかということを皆さ

んに理解いただいて、町民の皆さんすべてに理解いただいて、その上でお聞きすることになっ

てしまうのです。膨大な時間がかかると私は思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） そういうことを言っているのではなくて、まち中居住に関しての

パブリックコメントみたいなものを、僕は取っていると、確か何かの資料で見ているから、前

回の一般質問でも僕はそういう話し方をしていると思っているのです。だから、そういったも

のを踏まえて、今回例えば地域限定した形の中での住宅建設、借り上げ住宅、そういったもの

に発展してきていると僕は思っているから、新たに取る必要はないと僕は思います。でも、そ

ういったものが前提にあるのですということを言うべきではないのかと僕は思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 済みません。勉強不足で、今氏家副委員長がおっしゃったような場

所だとかまで限定して、アンケートなりパブリックコメント出ているという事実まで今の時点

で確認していませんので、改めて古い資料を確認させていただいた中で、また検討させていた

だきたいと思います。申しわけありません。 

○委員長（玉井昭一君） 今氏家副委員長からも出たけれども、私が先ほど言ったのは、こう

いう話も出たから言うのだけれども、やはり行政がこれがいいよ。というのが絶対間違いない

ということにはならないのです。あくまでも、町政は町民主体です。僕先ほど言ったことなの

です。ここで今こういうふうにさせてもらいたいというのではなくて、このことを検討してみ

たいと思うというのならわかるのです。だけど、最初からずっとこういう計画でやってきてい
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るから、振興会とか商工会の関係でやってきているからこうするのだというのなら、これでは

納得いかないのです。上のほうはどう言っているかわからないけれども、あるいはどんなこと

を言っていようとも、根本的に町民が住みやすいまちにするにはどうするかが基本でしょう。

だから、そこら辺のことを考えていただかないということになれば、これはまたおかしな話に

なると思う。 

星建設課長 

○建設課長（星 貢君） 趣旨がわからないで言ったわけではないのです。言い方悪かったの

かもしれないのですが、改めてアンケートを取るだとか、全員の意見を聴くという手法がなか

なか難しいのではないか、そのためにいろいろな入居者との懇談会ですとか、関係団体の聞き

取り調査、懇談会をしている中で、これはお話しさせていただいているお話なので、相当広範

な町民の方のご意見は伺っているということを前提に私は考えているのです。なおかつ、町民

の代表の皆様のご意見もお伺いさせていただいた上で、実は今私が思っている、想像している

ところではなくて、こちらのほうがいいのではないかということであれば、それはそれできち

んとした議論をしていく必要は当然あると思います。ただ、私ちょっと取り違えたのは、直接

町民の方のご意見を集約していくというのは、技術的にもなかなか難しいのではないかという

ことで言わせていただきました。ちょっと誤解ありまして申しわけありません。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 単純なことを伺いますが、わかりました。基本的には商店街の空洞化

というのがベースにありますね、この話は。どうも伺っているとベースあると思うのです。そ

の部分において、やはりこの大町商店街の背後地あたりを設定しないと補助金が出るのか出な

いのか。この辺一点伺いたいということ。 

 それともう一点、今想定している背後地といっても、例えば大町商店街の海側の背後地とい

っても、すぐ背後地はそれほど広い土地はあいているところはないような気がするのです。ど

の辺のあたりを想定されているのか具体的に想定されているような箇所があれば、せっかくで

すから。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 明確に何メートルということではないのですけれども、ある道路で

考えていきたいと。町の都合なども含めると、空き地ということで考えると東町になりますが、

郵便局の前に少し空き地があったりします。ああいうところくらいまでが一番遠い限界かなと。

要するに、バスに乗ったり駅に行ったりするのが、歩いて行けるくらいのというくらいのイメ

ージなのです。決してお年寄りだけを想定しているわけではなくて、車の移動だけではなくて、

歩いて行ける範囲というのはどのくらいのエリアなのだろう。役場へ歩いて来るにはどのくら

いのエリアなのだろうというようなことを考えながら案は考えさせていただいて、これから先

ほど言ったように、エリアについても協議はしていかなければならないと思っているのです。

その中では、民生委員の方にも当然お知らせした上で、意見をいただきたいと思いますし、決

定というわけではなくて、そのくらいのイメージです。今のところ。補助金はどのエリアであ
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っても関係ない地区です。例えば、函館だと商店街というよりは人口減が著しい旧西部地区に

限定をしているのです。先ほども申したとおり芽室地区だと駅前の商店街の衰退が著しいので、

その地域周辺に限定しての制度であったりしています。 

 小さいところだと借り上げ式ではないのですけれども、上川町なども、実は古い遠い公営住

宅を廃止して、駅前に公営住宅の建設を終わったところです。そういうように全体的に公営住

宅を、本当のまち中にという流れの中で考えたいなとは思って発想したものです。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。いずれにしても、白老の場合は虎杖浜から社台まであるわ

けだから、理論的な根拠をきちんとつくると。そこはやっていただいたほうがいいと思うので

す。どなたかもおっしゃったように、商店街の空洞化を防ぐために公営住宅で人口を誘導する

のなら誘導するで構わないから、その理論的な根拠をきちんとつくると。ただそれだけ。空洞

化しているからここに公営住宅をつくって人を集めるのだというのでは、そういい理論ではな

くて、きちんとした理論立てをきちんとしないと。私は、社台から虎杖浜までの状況の中では、

例えば萩野の旭団地もあるわけだから、古い団地といったら。萩野の公営住宅だって４戸か何

戸かあるわけだから、そういうものをきちんと。それから身障者の住宅も萩野のへんぴなとこ

ろにあるわけだから、だからそういうものから出た意見でも全部クリアできるだけの理論的な

根拠をきちんとつくっていくべきだと。今の段階ではもちろん初めだから、それで構わないと

思うのだけれども、そういうものをきちんとやってほしいなという気がすごくするので、そこ

ら辺だけは理論立てきちんとしてほしいというふうに思います。そうすれば大体いいのではな

いでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） なければ、以上で本委員会を終了したいと思いますけれどもよろし

いですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 以上で建設厚生常任委員会は終了いたします。 

（午後 ０時１４分） 


