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平成２２年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２２年 １月２２日（金曜日） 

開  会  午前１０時０２分 

閉  会  午後 ２時１４分 

                                         

○会議に付した事件 

 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 西 田 祐 子 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     建 設 課 長    星     貢 君 

     建 設 課 主 幹    小 林 繁 樹 君 

     建 設 課 主 査    小山内   淳 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    白 綾 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１０時０２分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） それでは、町側の説明を求めます。よろしくお願いします。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） それでは、住宅マスターンプランほか３計画ご説明させていただき

ますが、その前に１月 19 日、室蘭民報、苫小牧民報に出た報道のことでお話をさせていただき

たいと思います。 

 実は、その前日 18 日に町民の方含めた検討委員会を開催いたしまして、きょう皆さんにご配

付させていただいた資料と同じものをご説明させていただきました。その中では、今後議会の

ほうへの説明、議会のほうから修正の助言・提言をいただくですとか、町民からもいただくこ

とになっております。もう一つ大きいのは、新財政改革プログラムの改定年が来年に当たるも

のですから、ことしですべてコンクリートというわけにはいかないと。現状から考えて、こう

いうことが私たち担当としては望ましいという提案ですということで、今後変更の余地ありと

いうことでご説明をさせていただいたつもりなのですが、実はそのところが表現されなくて、

決定というようなニュアンスで新聞報道されて、場合によっては誤解を受けた場面があったか

もしれません。そういうことを事前にお詫び申し上げて、今後の進め方については今申したと

おり、いろいろなところからさらにご意見いただいた上で、３月くらいまでにはまとめた上で、

道の承認をいただくという手続きと、さらにその後国への報告というのがございます。それを

３月いっぱいに終わらせて、22 年度４月からこの計画に基づいて住宅政策を実行していきたい

と考えております。その辺、ご了解いただきたいと思います。 

 それでは、住宅マスタープランほか３計画から順番に、事前に資料を配布させていただいて

おりますので、簡単に説明させていただいた上で、スライドを用意させていただきました。老

朽化の状況などについても見ていただいた後に、最終的な今後 10 年間のプログラムについて小

山内主査のほうから説明をさせていただきたいと思っております。その後に、長寿命化計画と

いう新しい計画ございます、それについては小林主幹のほうから説明をいただくことにさせて

いただきたいと思います。 

 それでは、早速住宅マスタープランのところをお開きください。１ページ目です。目的等の

ところですが、これは５年前につくった計画です。いろいろな状況変化があったものですから、

このたび改定ということにさせていただこうと思っております。計画の位置づけに関してです

が、従来なかったものでいきますと、訂正があるのですが、四角囲みのところで、基本住生活

計画（全国計画）とございますが、これは誤りでして、住生活基本計画が正しいものでござい

ます。訂正お願いいたします。実は、この前の年に、この計画自体は平成 17 年３月にできてお

りますが、その翌年に住生活基本法という法律ができました。その法律に基づいて今の計画を
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つくることになっております。従来ですと、全国の住宅に関する計画、それから北海道におい

ても住宅マスタープランが上位計画にございましたが、全計画立てた翌年から新しい計画が

国・道ともできております。ですから、これにある程度あわせるような形の計画の組み立てと

今回しております。 

 今回、２重線で囲っておりますが、この住宅マスタープランです。これについては白老町に

おける住宅政策全般の目標と基本的な方針を示すことになってございます。その下に、従来も

ありましたが、白老町公営住宅ストック総合活用計画、これは今度改定になります。これにつ

いては公営住宅を総合的に活用する計画という位置づけになってございます。 

新しい計画なのですが、白老町公営住宅等長寿命化計画とあります。これについては公営住

宅等の予防・保全・改善の実行計画となっております。ストック計画とかなり似たようなとこ

ろがございますが、ストック計画に関しては、新築も改築も解体も含めた計画となっておりま

す。その中で、改築・修繕にあたるところを具体的にお示しするのが長寿命化計画というふう

にご理解いただきたいと思います。ちょっとそれますけれども、この計画がなければ長寿命化

改善という事業の交付金を受けられないことになっておりますので、これからいろいろな改善

事業を進めていく上では、この計画が必須ということでご理解いただきたいと思います。その

上に書いています総合計画ですとか、都市計画マスタープランともある程度整合性を図りなが

ら、今回組み立てを考えさせていただきました。 

 次のページです。進め方は省略させていただきます。計画期間は来年度、22 年度から平成 31

年度までの 10 年間とさせていただきたいと思います。計画の体制ですが、住宅政策の検討委員

会、民間の方にも入っていただいて、関係課長に入っていただいた中で、私は事務局として道

のほうの助言を受けながら、検討委員会のほうにも北海道の専門の担当の方２名入っていただ

いております。それを議会のほうともいろいろな助言いただきながら案をつくって、最後２月

の末くらいになろうかと思いますが、最後の検討委員会を開いたもので町長のほうへ決定案を

委員会からお示しするという流れにしてございます。 

 ３ページです。ここのところでいくつかありますが、ご存じのように昨年 12 月末には人口が

１万 9,939 人、世帯数も 9,719 世帯となりました。ここで、人口の推移のグラフを載せさせて

いただいております。人口自体は昭和 60 年をピークに減少基調になっているということ。それ

からその下の表にも見て取れるように、15 歳未満人口、それから 15 歳から 64 歳未満、生産人

口と言われている人口は減少傾向の上、高齢化人口だけが増加していというような傾向が読み

取れるかと思います。 

 さらにその中でも、この表でいきますと左側のところ、昭和 55 年に幼年人口が 26.1％、そ

れが平成 17 年の国勢調査人口では 11.3％まで落ちているというような、これ 15％くらいの落

ち込みです。それに対して、右側のほうが高齢化の人口の割合なのですが、割合で行くと 7.8％

から 28.4％というふうになっております。少子高齢化というふうによく言いますが、白老にお

いては少子化のスピードよりも、高齢化のスピードのほうが上回っているということがここで

読み取れるかと思います。 
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次のページです。世帯数の関係なのですが、ここで特筆すべきは、少し見づらいかもしれま

せんが、住民基本台帳、上のほうのグラフになりますが、平成 16 年から 18 年にかけて、白老

が実質的に町になって以降初めて世帯数が減少基調に入ったということです。実は、その後ま

た少し伸びているような傾向がありますけれども、正式な分析を私にはできませんけれども、

個人的に思うには、後期高齢者の保険等の関係がありまして世帯分離が若干進んだのです。そ

れによって少しふえている基調に戻っていますが、今年度に関してはまた少し減少基調にあり

ます。従来ですと、人口は減っても世帯数は減らないという町村が圧倒的に多かったのですが、

白老もその１つです。世帯数自体もやや減少基調に入っていくのではないかということで今回

考えております。というのは、住宅ですから、個人個人で住むものではなくて、世帯単位で住

むものです。どちらかというと、人口も大事なのですが、世帯数の推移というのは住宅政策を

立てるには非常に重要なデータかと思い、ここに載せさせていただきました。 

さらに下の表には、少し不足なところがあるかもしれませんが、一人世帯がこういう勢いで

ふえている状況にございます。本当はきちんとつければよかったのですが、さらに 65 歳以上の

高齢の、単身者数もこの 15 年間で 2.57 倍ということで、これは国勢調査ベースです。相当の

勢いでふえています。これは後でストックのほうで詳しくご説明させていただきますが、公営

住宅の中でも、実ははこういう状況というのは顕著にあらわれております。これは建物の老朽

化とあわせて、入居者の高齢化対策というのも、今回の住宅政策においては非常に重要なデー

タになるのではないかと考えているところです。 

５ページです。住宅の概要の中でストックの状況については、耐震化基準、新耐震基準とい

うのが昭和 56 年に決まっています。それ以前の住宅がどのくらいあるかという数字を示させて

いただいております。約半分近くの住宅が新耐震基準以前の住宅ということです。これだけで

いっても、昭和 56 年からですから、もう 28 年、29 年たってございます。今後、老朽化対策と

あわせて耐震化の対策も同時に必要になってくるというのは、ここで読み取れるかと思います。 

次、公営住宅の概要なのですが、これについてはストック計画の中で詳しくご説明させてい

ただきますので、省略させていただきたいと思います。 

新築住宅の状況を６ページに記載させていただきました。新設住宅戸数は平成５年の正確な

数字、グラフには載っていませんが、306 戸あった新設住宅が平成 20 年には 50 戸と激減して

おります。中でも持ち家に関していくと、平成６年の 219 戸をピークにずっと減少が続いて、

平成 14 年には 100 戸を下回っているような状況です。こういうことから、人口減少もこういう

ところに関係してくるだろうというところもありますが、実は、住宅政策を進めていく上では、

住宅をつくる建築事業者さんですとか、設備屋さんですとか、そういうところの関連業界と連

携しながらやらなければならないと認識しておりますが、産業面でも非常に大きな影響が及ん

でいる姿がここで読み取れるかと思います。 

最後のところ、これも関係するのですが、一方民間の賃貸住宅です。私たちが数えたところ

674 戸ありまして、白老地区に集中しています。この 10 年間で 103 戸建設されています。これ

は去年までのデータですから、駅前に昨年建ったものに関しては、まだ年度ということで入っ
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ていない数字でございます。主な賃貸住宅の状況は、その隣のページに書いています。これは、

すべてを表現しているわけではございません。 

データのところでは最後です。８ページになりますが、地価の状況です。これは全般的に減

少傾向にあります。平均で、この 10 年間で地価は 26％下落しているような状況にあります。

これも住宅とは密接に関連しまして、住宅の減少が住宅用地需要の低下を招き、住宅用地の需

要低下が地価の下落につながっているというような状況になるかと思います。 

次のページ、９ページですが、関連計画、特に総合計画とマスタープランについて記載して

おりますが、その中で住宅に関することを抜粋して記載させていただいているだけですので、

省略をさせていただきたいと思います。 

次、10 ページです。住宅マスタープランの現時点での点検結果を抜粋で書かせていただきま

した。住宅・住環境における課題のところですが、人口減少が続いているというところから、

定住化の促進を掲げていましたが、まだ十分には具体化していない状況にあるという分析でご

ざいます。 

老朽化公営住宅の整備に関しても、平成 20 年、21 年に臨時交付金等がありまして、大幅に

進んだ部分がございますが、現計画には年次ごとの、１年ごとの計画がないものですから、計

画的な進捗とは言えなかったのではないかというふうに分析してございます。 

次、６章のところなのですが、想定の人口が平成 26 年で２万 1,500 人でしたが、現時点では

大幅に減少しており、今度の計画は現実的な人口想定をする必要があるのではないかというこ

と。世帯数も同じような状況で、現実的な世帯数想定をしたいということです。 

一方、住宅リフォームの支援制度を平成 20 年度末と 21 年度、２回に分けて臨時的に執行さ

せていただいておりますが、町民からは全般的に好評です。現時点でまだ終了しておりません

が、約 2,000 万円、２回に分けて町のほうで支出しております。工事金額ベースでいきますと

２億 2,000 万円を超える工事が町内の事業者によって行われているということも含めると、町

民からの評価のほかに地元住宅関連事業者にも好影響があったのではないかと考えております。 

 ８の最後のところです。事業推進に伴うライフサイクルコスト計算に基づく財政部局との調

整は、やはり今後は必要ではないかというふうに考えてございます。 

 以上のような点検結果、反省点を踏まえて課題の整理をしています。課題の整理自体が、今

後の方針につながっていくというような流れになろうかと思います。 

 11 ページのところですが、１つには人口フレームの乖離が大きかったので、現実的な推計に

したいと思っています。具体的には国立の社会保障人口問題研究所で出している人口世帯数の

推計値を参考に推計をさせていただきたいと思っております。 

 ２番目に、安全・安心な住まいづくりの面での課題は、先ほど申した高齢者がいる世帯が増

加傾向にあるということから、福祉施策との連動なしに、ただバリアフリー化だけをしていれ

ばケアができる状況には、もうないのではないかと。これは公営住宅に限らず、そういうふう

なことが課題ではないかという提起でございます。 

 もう１つは、先ほども触れましたが、新耐震基準以前に建設された住宅の対策です。それも
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とても重要な問題になるというような認識でございます。ちなみに、今回のリフォームの支援

制度の中には、耐震化リフォームというようなものも可能ですというような制度にさせていた

だいておりますが、私たちのＰＲ不足なのか、実は１件の応募しかなかった状況にございます。

もっと、これから耐震性の強化ということについて啓蒙活動などに力を入れなければならない

という反省をしたところでございます。 

 次、老朽化する民間住宅・公営住宅なのですが、詳しい資料をきょうお持ちしておりません

が、町内の民間住宅、建築年別に見ても平成３年から８年が非常に多いのです。もちろんそれ

以前の住宅も、昭和の住宅もまだまだ相当あります。そういうことから老朽化の進展が伺える

かと思います。割合にしてみると、先ほど言った新築住宅が、平成 10 年くらいから非常に落ち

込みを見せていますから、古い住宅はそのまま残って、割合にすると新しい住宅が減っている

というような状況が見えます。ですから、その対策などとしてもリフォームの促進などは非常

に必要なことではないかと思っています。 

 もう１つは、環境配慮の時代。要するに、廃棄物を出さないという時代に入ってきましたの

で、戦後復興期における住宅不足による、建てる。建てる。というような時期から、バブルの

時期を挟んで建てる、スクラップアンドビルドの時代を経て、これからは直すということに力

点を置いた時代に入っていくのではないかという考えで、今回の計画を組み立て、考えさせて

いただいております。 

 次、４のところ、産業と連携したというところですが、これは幾つかございます。いろいろ

なアンケートを見ると、企業誘致を図るときの企業側のニーズが高いものでいきますと、医療

制度・教育制度、それから、あわせて住宅の充実ということなどが上位を占めています。そう

いうことからも、工業ばかりではなくて、農業の従事者などもこちらに見えられる場合があり

ます。そういう方たちに対して情報提供などをしていけることが必要になるかと思います。こ

れは決して行政だけでしていけることではなく、町内の不動産事業者さんですとか、民間アパ

ートを経営している方たちとも連携しながら、さらに町内の空き家などの情報も提供すること

によって、産業誘致と連動するようなことが必要ではないかということが１つです。 

 もう１つは、移住・定住との連携をするという必要があるのではないかということ。先ほど

言いましたように、住宅関連事業者と連携しての住宅施策展開が必要ではないかというような

ことを課題として掲げさせていただきました。それを踏まえて、基本目標にも同じく安全・安

心に暮らせる住宅・住環境の創造、地域活性化と定住の促進、住宅関連産業の振興と３つ掲げ

させていただきました。 

ご説明させていただきますと、住宅関連産業の振興という言葉自体は、従来、住宅計画の中

には余り見られなかった言葉なのですが、住生活基本法に基づく国・北海道の基本計画の中に

は、大きな柱として住宅関連産業の振興ということが掲げられております。そういうこととの

整合性を図る意味でも、この言葉を新しく基本目標として掲げさせていただいてございます。 

 13 ページの基本目標、基本フレームです。人口の推計に関しては、国立社会保障人口研究所

の出した数字をもとに、平成 31 年度で１万 7,400 人とさせていただいております。世帯数につ
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いても 7,250 世帯というふうにさせていただいております。住宅総数に関しては、前回は相当

複雑な計算をしていましたが、固定資産税概要調書で発表されております住宅数が、公営住宅

ですとか、自衛隊官舎なども全部含めますと１万 240 戸ございます。そういう中で、全部の住

宅数に対して、道内の１万 5,000 から２万 5,000 人くらいの規模の市町村の平均が大体８％に

なります。それに対して白老は現状 10％くらいの公的住宅の供給目標になっております。です

から、１度に 10 年間で２％下げることは難しいかと思いまして、平均８％を目標としますが、

計画期間の 10 年間の中では９％くらいの供給目標にしたいというふうに、基本フレームを考え

させていただきました。 

 一番最後です。14 ページ。それらのことを具体的に、少しだけ実現策を書かせていただいて

おります。安全・安心に暮らせる住宅のところでは、特に高齢者の増加ということに対応して、

緊急通報システムですとか声かけ、見守りシステムをさらに充実させることによって、安全・

安心な暮らしを守っていくという必要があるのではないかということです。 

 公的住宅、ここで言っている公的住宅というのは、後ほど詳しく説明させていただきたいと

思いますが、従来ですと公営住宅だけという表現だけだったのですが、今後、職員住宅ですと

か、教員住宅の空き住宅を一般住宅という名前で、公営住宅法に基づかないで、月並みに言う

と町が貸すアパートみたいな感じでお貸ししていくと。そういう住宅供給を含めると、公的住

宅というふうに表現させていただいております。そういうところの老朽化対策も非常に重要に

なっていくと思います。先ほどから言いました住宅リフォーム、耐震化支援などということも

重要になっていくだろうと思います。 

次、地域活性化と定住促進のところでは、生活利便施設が集中しているような地区に公営住

宅を建設して、あわせて市街地の活性化を図っていくということです。前に申しました、町営

一般住宅も利用促進をしていく。ここには、企業誘致で来た方に対する斡旋なども含まれると

いうふうにご理解いただきたいと思います。 

 移住に向けた住宅関連情報の提供、あるいは住宅の確保。実は、住環境の改善のために廃屋

対策なども、私どものところだけでは当然できないことなのですが、関係課とも連携しながら、

廃屋の対策も住宅政策の一環というふうに位置づけさせていただきたいと思っております。 

 住宅関連産業のところ、先ほど言ったようなまちなか居住推進のための借り上げ公営住宅制

度の導入ですとか、今後いろいろな検討が必要ですが、公営住宅の指定管理者制度の導入など

も道内では一部始まっておりますので、この研究・導入を図りたいと思っております。 

 最後、(６)に書いております、事業者連携による居住サービス事業の充実支援ということな

のですが、これも高齢化が進んだことによって、家の周りの草刈りが十分できなくなったり、

除雪が不自由になったり、買い物が困ったりという意味で、居住していく上で必要なサービス

をもう少し事業化していく。行政が福祉施策としてだけやっていくわけではなくて、事業者さ

んにも協力いただきながら展開していくというようなことも含めると、住宅関連産業の振興に

つながるのではないかというふうに考えております。 

 以上、マスタープランのご説明でございます。 
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 これ、３つの計画ごとのほうがいいですか。いろいろなご意見をいただくのは。 

○委員長（玉井昭一君） 全部説明を受けてからというふうにさせてください。 

○建設課長（星 貢君） わかりました。短めにさせていただきたいと思います。 

 ストック総合活用計画のところです。１ページです。ここで見ていただきたいのは現状なの

ですが、154 棟 953 戸の住宅を今管理しているということです。この数字は、先ほど言いまし

た同規模自治体と比較すると、１人当たりの公営住宅の管理戸数平均よりも、若干白老は多い

という傾向があるということでございます。これは全道的な傾向でございますが、公営住宅団

地自体が、安い土地を求めて大規模につくるということが一般的でしたから、どちらかという

と市街地から離れた場所に立地している傾向にあるということが全道的な傾向で、白老も同じ

ような傾向にあるかと思うところであります。 

２ページです。この団地ですが、これは間取りですとか構造で、その横を見ていただきたい

のですが、一番端のほうは浴室設置されていない住宅が５団地あるということでございます。

その隣です。最低居住水準面積未満戸数とありますが、簡単に言うと、もともと３ＬＤＫに家

族４人で住まわれていたのですが、お子さんが独立されて、なおかつどちらかが亡くなられて、

実は大きな公営住宅に１人で住まわれている方などもいますし、逆のケースで２ＤＫに子供４

人とご夫婦で住まわれているところがあったりする。そういうミスマッチが少し目立ってきて

いるということです。 

ここでも訂正いただきたいのですが、私計算を間違えまして、一番上の分析のところ、23％

が 6.4％が正しい数字でございます。申しわけございません。この一番上の表の下にコメント

があるのですが、間取りの世帯員数が適正でない住居がというところの一番最後でございます。

6.4％でございます。 

次、その下のところでございます。この表では、公営住宅の建築年別の棟数・戸数を表現さ

せいただいております。その横に耐用年数超過の棟数・戸数を団地ごとに記載させていただい

ています。トータルでいきますと、154 棟 953 戸の管理戸数のうち、もう既に 115 棟 473 戸が

耐用年数を超過している状況にございます。経過期間である今後 10 年の間には、さらに８棟

48 戸耐用年数を超過するという状況になります。さらにその後の 10 年を構想期間と呼んでお

りますが、その 10 年の中ではさらに加えて６棟 18 戸が耐用年数を超える状況にあるというこ

とです。これはあくまで主体構造部の・体の強度からいったものです。ブロックですとか、そ

ういうものです。それとは別個に、屋根ですとか外壁、給水管、バルコニー、窓、玄関ドアな

どは、当然のことながら今言った・体よりも耐用年数は短くございます。そういうものの老朽

化も部位別には進んでいるということもご報告させていただきたいと思います。さらに物置で

すとか、照明灯、ガードフェンス、駐車場の舗装などについて、これら附帯施設と呼んでいま

すが、それぞれの老朽化対策も進んでいるような状況ですから、やっていかなければならんと

考えているところでございます。 

次のページです。次のページでは、平均世帯人数などいろいろ書いていますが、私たちがこ

こで注目したいと思っていたのは、古い団地ほど 20 年以上住んでいる方たちの割合が非常に高
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いということなのです。そこでは、古くて不便もかけているものの、一定のコミュニティーが

形成されていて、余りほかのところには移りたくないという希望者が非常に多いということで

ございます。今まで述べたところは主に住宅自体の特性で、３ページに入ってからは入居者の

特性というふうに考えてございます。 

入居者の特性のその２なのですが、先ほど言いました特に古い団地、西団地、旭ケ丘団地、

萩野団地、はまなす団地などに関しては、平均年齢自体が 60 歳を超えているような状況にござ

います。今言った団地は、高齢化率も、町の平均が 32％ちょっとだと思いますが、もう 40％を

超えているような状況でございます。この中でも特に見ていただきたいなと思うのは、西団地

です。西団地は 65.1％。高齢化率がここまでいっているのです。町の平均の２倍にもなってお

ります。こういうことから、先ほど言いましたバリアフリーで、ただ手すりだけつければ何と

かなるというような状況では既にないということがここでご理解いただけるのではないかと考

えてございます。さらに気になっているのは、高齢の単身世帯がどんどんふえてきていまして、

団地全体で 197 世帯も、高齢な単身世帯がふえてきているような状況でございます。さらに、

後期高齢者の数も 206 名に達しているような状況でございます。一方、青葉団地、美園団地の

４階建てのところなどを中心にすると、12 歳未満の子供がいる世帯がまだ相当多くございます。

ですから、子育て環境などについても、同時に何らかの配慮をしていかなければならないとい

うことが、このデータから読み取れるのではないかと考えております。 

４ページです。ストック計画の点検結果なのですが、先ほどのマスタープランの点検結果と

相当重複する部分がございますので、特殊なものだけ言わせていただきたいと思います。 

公営住宅の老朽化状況だとか入居者の意向、特性、そのようなものなどをもっと配慮した中

で供給目標を立てる必要があるのではないかと。全道的な傾向ですが、入居者の特性分析みた

いなものが余り行われていないのです。建物の老朽度だけでいろいろな判断をしていた嫌いが

あります。今度の住生活基本法からいきますと、住んでいる方の実感というのを重要視するよ

うな方向ですから、私たちもそれに合わせて入居者の動向といいますか、意向もそうですが、

状況を把握することに努めたつもりでございす。 

もう１つは、先ほども言いましたが、維持管理・維持保全をしていくためには、年度ごと、

棟別の見解を明確にしていかなければ、きちんとした事業展開ができないという反省に立って、

ライフサイクルコスト計算もきちんとした上で計画を立てたいということで考えました。 

入居者懇談会の結果報告をここに載せさせていただいております。かいつまんで説明させて

いただきます。古いところほど浴室がないのですが、実は幾つか浴室の提案もしたのですが、

浴室については望むところがほとんどなかったという状況です。もう 30 年も 40 年も浴室のな

い生活をしてきたので特には望まないと。それよりも、風呂をやるのだったら、窓だとか、ド

アのすき間風を何とかしてくれという声が圧倒的でございました。 

そういう中で、縮小もしていかなければならないので、住みかえの話も団地、団地でさせて

いただいています。先ほど言いましたようにずっとここに住んでいるので、萩野から白老へ移

れと言われてもそれは困るというような意見は多くございました。そういう中なものですから、
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ここで言っているのは団地内で、多少古くても直して残すべきものは残す。壊さざるを得ない

ものは壊していくと。そういう中で、団地内の住みかえのお話をさせていただいて、基本的に

は合意というか、協力していただけるというお話を、この中ではさせていただいております。 

見ていただいてもわかるよう、一番多いのが窓なのです。その次、屋根、壁となりますが、

気になったのは竹っ子団地などで結露が、当初から非常にひどいという状況です。これは虎杖

浜団地にも見えるところなのですが、特に竹っ子がひどいものですから、何らかの対策を講じ

なければならないということで、これを計画の中にどうしても盛り込みたいと考えております。

虎杖浜に関しては、竹浦ほどひどくはないということもありまして、事業というよりは個別の

修繕で対応していくような方向で考えてございます。 

かいつまんでなのですが、入居者懇談会の結果は以上のとおりでございます。 

最後のところになりますが、こういうことを踏まえて、公営住宅のストック活用の基本方針

なのですが、９ページの一番下に４つ書いております。現計画と大きな変化はありません。当

然、基本的な方向ですから、大きく変化はしないのですが、少しだけ変更したところがありま

す。それは先ほどから言っている公営住宅の管理運営をしていく上では、入居者の特性、入居

者の意向などを十分くみ取った上で管理運営に努めたいということ。入居者特性という言葉を

追加させていただいております。 

もう１つが(３)のところの、従来だと公営住宅の提供なのですが、先ほど言った理由で公的

住宅の提供ということで変えさせていただいております。これ以外は変更ございません。 

10 ページの基本フレームは先ほど申した通りです。何もマスタープランと変えておりません

ので、省略させていただきます。 

こういう結果を踏まえて、現状の老朽化ですとかを踏まえて、団地別の判定をここに示した

ような流れで実施させていただきました。１次判定結果などを次のページ以降に、14 ページ以

降に書かせていただいております。そうしたものを踏まえて、団地別の整理管理計画をそれぞ

れの団地ごとの現況を踏まえて方針を出させていただいております。それを最後取りまとめた

ものが、この長い表、少し後についているかと思います。この表にまとめさせていただいてお

りますので、これに至るまでの現状のスライドと、計画プログラムの説明を小山内主査のほう

から説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 小山内主査。 

○建設課主査（小山内 淳君） 私のほうから、公営住宅の現状と称しまして、写真で見る公

営住宅、スライドで現在の公営住宅の状況を説明させていただきます。それぞれ部位別に写真

をまとめてあります。プロジェクタースクリーンのほうを見ていただきたいと思います。 

 まず、屋根の状況からです。緑ケ丘団地の屋根の老朽化の状況として、軒先部分については

さびついていまして、既に鉄板がボロボロになっているような状況です。大体、全団地とも屋

根のさびが見られます。緑ケ丘団地は、昭和 57 年から昭和 62 年にかけて屋根の張りかえを１

回行っておりますが、軒先部分もしくは平面部分に対してさびが見られる状況にあります。 

 次が、こちら萩野旭ケ丘団地の屋根の状況です。外壁も塗装がはがれてひどいものですけれ



 11 

ども、写真ではなかなかわかりづらい部分もありますが、大体軒先部分はさびてボロボロにな

っている状況です。場所によっては平面部分にさびが見られるのと、後ろのほう、今３という

数字の棟が載っていると思うのですが、その後ろ側、見づらいのですが銀色に見えている部分

で、塗装がもう全部剥がれていまして、屋根自身が銀色に光っている状況のところもあります。 

 こちらが竹っ子団地です。竹っ子団地、平成２年から平成５年に建設しておりますが、これ

下から取った部分なのですが、屋根が少し黒くなっているのがおわかりかと思うのですが、こ

ちらがさびついてきている状況にあります。 

 屋根は以上でして、次、こちらから各団地の外壁の状況です。先ほども旭ケ丘団地のほうが

ひどかったのですが、こちら西団地の外壁の状況です。こちらは８号棟になりますが、この写

真以外の住棟についてもほぼ同じような状況で、塗装はほとんど剥がれているような状況で、

ブロックの素地が見えています。下の部分は雨垂れによる関係から、大体コケもしくはカビが

生えているような状況にあります。 

 こちらが緑ケ丘団地の外壁の状況です。先ほどの西団地と同じようにほとんど塗装ははがれ

てきている状況で、同じく雨垂れによって下のほうはコケもしくはカビが生えている状況です。 

 こちらは美園団地の北としています。美園団地の北というのは現在の平屋、もしくは２階建

ての建っている部分を指しております。こちらの外壁の状況なのですが、左側の写真では塗装

の被膜が剥がれていると。ほとんど塗装自身の防水性能は失われていまして、汚れがついてい

る状況にあります。 

 こちらが、先ほどもありました旭ケ丘団地の外壁の状況です。ほとんどが塗装はがれていま

して、ブロックの素地が見えているような状況です。割とましなところでも、塗装自身の防水

性能はなく、下のほうに関しては、今まで見てきたところと同じように、コケとかカビが生え

ている状況で、まっ黒くなっております。 

 こちら、竹っ子団地の外壁の部分になります。平成になってから建った団地なのですが、こ

ちらのほうも今まで見たようにコケが外壁一面に生えていまして、もともと灰色っぽい色にな

っておりますが、遠目に見ると緑っぽく見える部分もあります。一部には、附帯というか、安

全性には問題はないのですが、右下の部分の写真になりますが、見た目にはモルタルが一部は

がれてきているところもあります。 

 ここからが建具、窓の部分の各団地の状況です。左側の写真は、窓ガラスが外れて自分で張

ったと思われるのですが、ベニヤを張って風をしのいでいる部分です。右側の写真です。こち

らのほうはコンクリートの部分、すき間があいて風が入ってきている状況の写真です。上のほ

うの写真になりますが、入居者の方、大体皆さん冬になると寒いものですから、ビニールを張

って過ごされているところがほとんどです。それのビニール、長年使っていたせいか、ビニー

ルがはがれているようになっております。 

 こちらのほうもそうなのですが、緑ケ丘団地もそうですが、大体、ガラスを押さえているの

が押し縁といいまして木でできているものでガラスを押さえているのですが、こちらが長年の

劣化によってだんだんと押し縁の木がやせてきております。ほとんど窓がとまっていない。と
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める働きをしていないものや、ひどいところはその押し縁自体がないというところもあります。

当然窓ガラス自体、窓の枠にぴったりのサイズで入っているわけではありません。若干小さめ

になっておりますので、押し縁がないとか木がやせてきている部分は、すき間風が当然入って

くるような状況になっております。こちらの左側の写真のほうは、もう窓の枠が腐ってボロボ

ロになっておりまして、くぎとかもとめられるような状況にありません。右下のほうも同じよ

うに腐って穴があいている状況です。右上のほうの写真は、大体どこの建具も同じなのですが、

もとは塗装しておりました。何らかの色がついていたと思うのですが、今では木そのもの。そ

れも大体老朽化によって木自身の新しい色ではなくて、黒ずんでいる色が全般に見られます。

こちらが先ほど説明した押し縁のないところの写真です。左側のほうは何でとまっているかと

いうと、押し縁をとめていたくぎ２本、少し茶色いのが見えるかと思うのですが、それで窓ガ

ラスをとめているような状況です。 

右側の写真は窓枠と・体、コンクリートの間のすき間があいているという写真です。こちら

緑ケ丘団地の写真ですが、右側の写真、窓の部分の桟、框が外れております。これも私たちで

は直しようがなく、取りかえる以外は方法がないくらいまで木がくぎとかも効かない状況にな

っております。当然、このように桟のほう外れてきますと、入居者の方はあけ閉めできるよう

な状態ではありません。 

 ここから旭ケ丘団地の窓の写真になります。左側の写真は結露して、最近撮った写真なので

すが、結露して全面霜が張っている状況です。右側は、居間から出るベランダの部分ですが、

こちらの押し縁がないという状況の写真をつけております。 

 ここからが竹っ子団地の建具の状況です。先ほど星課長のほうから説明がありましたとおり、

竹っ子団地だけなのですが、結露がひどいということで、竹っ子団地自身、平成の建物なので

すが、中は木の建具を使っております。こちらは小さい窓なのですが、左側の写真は結露によ

って木も腐って黒くなっております。右側の写真も同じような形です。次の写真を見ていただ

くと、これが竹っ子団地の建具の結露状況です。これ決して冬場に撮った写真ではなくて、10

月の初めに撮った写真なのですが、10 月の初めであっても真冬のように、このように結露して

いる状況です。これによって中の建具、木関係、黒くなって腐っている状況です。左側の写真

を見ていただきたいのですが、黒くなっているくらいだとまだいいのですが、建具の桟の部分、

若干白くなっているのですが、白くなっているのが全部カビになります。このようにカビが生

えていると、当然中の建具ですので、住まわれている入居者の方の環境的にもよくありません。

こちらの結露の写真になります。同じような形で黒くなっていたり、カビが生えていたりして

おります。これも竹っ子団地内部の建具写真です。 

ここからそれぞれの玄関の状況です。美園団地は今年度におきまして、玄関悪いところ全戸

におきまして直していますので写真はありませんが、西団地などは修繕でひどくなった部分に

ついては取りかえていっておりますが、それ以外の部分はひどい状況にあります。一番左の部

分は、大体下のほうから腐ってきますので、そこの部分に板を張っているという状況の写真で

あります。右側は、ある程度状況的にはいいのですが、既に玄関の下のほう、雨垂れによって
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黒くなってきて腐りが見えてきている部分です。右下の部分が、表面材がこのように剥がれて

くる部分も見受けられます。 

 次が緑ケ丘団地の玄関の部分です。左側の写真が、右側の青い戸が勝手口になります。左側

の奥のほうの写真が通常の玄関になります。こちらも下のほうが腐ってくるので、下のほうに

板を張って応急処置をしている状況です。右側の写真は雨だれによって下の部分が腐ってきて、

もしくは表面材がはがれてきている状況の写真になります。 

こちらが萩野旭ケ丘団地の玄関の状況です。旭ケ丘団地も、今までの西、緑ケ丘と同じよう

に木の玄関ドアになります。こちらも下のほう、すべて腐ってきておりまして、ひどいところ

によっては穴があいてきていると。穴があいてくるとネズミが入ってきたりする関係もありま

すので、衛生的にも悪いです。 

今まで建物本体のほうを見ていただいたのですが、ここからは建物、住まわれているところ

の住棟です。それ以外の物置とか照明器具、さくなどの附帯施設の老朽化の状況です。西団地

のほう、建てた当時から、昭和 30 年代になりますが、建てた当時からの物置、もしくはその後

建てかえている物置があります。左上の写真が、多分後からもう１回建てたと思われる物置に

なります。右下の写真が、当初から建っている物置かと思われます。当初から建っている物置

は当然ボロボロなのですが、その後１回建てていると思われる物置についても、左上のほうは

壁がボロボロになりまして、応急処置的にブルーシートで囲って使ってもらっている状況です。

左側のほうの物置は、もう完全に手をつけられないような状況になってきて、建てかえるしか

方法がないのですが、予算の状況もありまして建てかえていないという部分の写真になります。

右上のほう、スチールの物置になります。特に色を塗っているわけではないのですが、全面さ

びです。もともとスチールの物置なので、ドアも当然鉄製だったのですが、鉄もこれだけさび

ておりますので、あかないという入居者の方からの苦情のもとに、無理やり木でドアをつけて

おります。その木のドアも雨風での老朽化によって、だんだんとあけ閉めが困難になっている

状況です。次が、同じく西団地の物置の部分になります。左側の写真は当初から建っている物

置です。今まで見た写真の中では若干いいように見えますが、結構左側に傾いている状況です。

右側の写真はスチールの物置です。こちらも右上のほうは、最近ドアがあかないという苦情の

もとに、無理やり木のドアをつけておりますが、周りは穴だらけの状況です。右下のほうは換

気口らしいものがついているのですが、そのパネルごと落ちたためにガムテープで張ってくっ

つけている状況です。今見た中で、西団地の物置、建っている部分がありますが、実は物置も

手をつけられなくて、なくしているところもあります。その部分は写真はつけておりません。 

次に、緑ケ丘団地の物置の状況です。基本的に緑ケ丘団地は全部建てかえているようで、そ

れもスチール。鉄製の物置と木造のプレハブの物置です。この２通りで建てております。スチ

ールの物置のほうは大体さびついておりまして、だんだんドアもあかなくなってきており、応

急的に木のドアで改修していっている写真が左側のほうになります。右側のほうが木質のパネ

ルで建てた物置なのですが、それも完全に外壁の塗装がはがれてきておりまして、どうしても

木製なので、下のほうが外壁がはがれてきてボロボロになっている状況です。それを、とりあ
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えず直したというのが右上の写真になります。穴のあいている部分は木でふさいで、何とか建

たせているような状況の写真です。 

こちらが美園団地の北側、平屋部分の附帯施設の写真になります。左側の写真、結構低いさ

くが美園団地の平屋のほう全部に回っております。このような写真のように、さくがボロボロ

ではありますがくっついているのはまだいいほうで、ほとんどが真ん中に見えます支柱だけ、

もうさびついて茶色くなっておりますが、支柱だけが並んでいるような状況になっております。

右側が物置の写真になります。木製の建具の部分についてはこのようにボロボロになっている

のと、右下のほうは、やはり雨垂れの関係から、下のほうの壁がボロボロになって穴があいて

いる状況の写真です。 

次が、こちら美園南というのがありますが、こちらは美園の４階建てとその南側にある２階

建ての部分を南と称しております。物置を平成のときに建てかえを行っておりますが、ドア関

係は木でやっております。やはり、平成の初めころにやっておりますので、大体 15 年から 20

年くらいたってきております。そうなるとやはり、木のドアなのでこのように表面材がはがれ

たり、もしくは下のほうが腐ってきたりしているのが見受けられます。中には外壁も結構穴が

あいておりまして、補修箇所があちこち見られる状況にあります。こちらは美園団地の４階建

ての南側にある、２階建てのところにありますフェンスになります。大体はさびついておりま

して、このようにさくがついている部分もあるのですが、一番右側のほうは下のほうのさくが

完全に端のほうがさびていまして、落ちている状況です。 

こちら美園団地の駐車場のところに照明灯が建っております。左側の写真がわかりづらいか

もしれませんが、左側に大きく傾いている状況です。傾いているだけならまだしも、右側の写

真のようにポールがさびついて、穴があいていつ倒れるかわからない状態の照明灯もあります。 

 次が、旭ケ丘団地の附帯施設の老朽化の状況です。左側の真ん中あたりに茶色くなっている

物が見えるかと思いますが、こちら照明灯です。照明灯と言いながらも照明器具は腐ってない

のです。ポール自身もさびついてボロボロなので、いつ倒れるかわからない状況にあります。 

 旭ケ丘団地の物置は、毎年２棟４戸ずつくらいで建てかえています。建てかえた中でも、当

初はスチールの物置に建てかえた部分がありまして、その部分についてはある程度サビが見ら

れてきて、右下の写真については、下のほうに穴があきそうな状況の写真となっております。 

 こちら竹っ子団地の部分になります。ここ１カ所だけなのですが、竹っ子団地は、外側住棟

に組み込まれた物置がついております。大して何でもないように見えるのですが、それぞれの

物置の間にアルミのカバーをしております。下のほうを見ていただくと、本当は下までぴった

りくっついているはずなのですが、使用者の関係もあるのですが、漬物のたれの関係でアルミ

がさびて腐って下のほうはなくなっている状況にあります。 

こちら美園団地の４階建ての中の状況です。最近は階段室内部のほうもひどいということで

改修を行ってきておりますが、手をつけていないところは、大体右下の写真のように郵便受け

についてはさびて茶色くなっております。右上の写真、一応手すりですが、手すりももう表面

の塗装ははがれておりまして、塗装時の鉄が見えてきて、それも茶色くなって、手すりなので
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すがとても手で触りたくないような状況の写真です。左側の写真が階段です。一見何でもない

ように思われるのですが、階段の先に鉄製の滑りどめがついております。写真で上から２段目

の部分です。若干端切れが左側のほうに残っております。実はこれ全面についているものなの

ですが、それが外れてないような状況です。 

こちら竹っ子団地の内部の状況です。竹っ子団地については結露がひどいということの内部

の状況を入居者の方に撮らせていただいた写真です。内装もこのように結露によって、いくら

窓のところにタオルを置いても下のほうに結露水が垂れてきますので、内装が全部はがれてき

て、もしくは色あせてきている状況です。上のほうも結露によって、右側の写真が建具の上の

ほうなのですが、こちらも染みついている状況の写真です。 

以上が各団地の写真で見る老朽化の状況になります。こちらの状況を踏まえて、24 ページと

25 ページになります、Ａ３ものにストックの改修計画を立てさせていただいております。 

○委員長（玉井昭一君） 小山内主査、ちょっと時間がかかりそうなので休憩します。 

休憩 午前１１時０６分 

                                         

再開 午前１１時１４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。 

小山内主査、続けてお願いします。 

○建設課主査（小山内 淳君） ストック計画 24 ページ、25 ページの改修計画の説明をさせ

ていただきます。先ほど見てもらいましたスライドのとおり、ほとんどがすぐにでも手をつけ

たいようなところなのですが、平均的にやっていくというような形の計画にしております。 

 社台団地のほうは前計画から引き続いて用途廃止、解体するということで 23 年度に予定して

おります。 

日の出団地のほうは地デジの対応がまだされておりませんので、地デジ改修を 22 年度に予

定しております。 

青葉団地のほうも同じように地デジ改修。あと、消防法の改正によって火災報知機の設置が

義務づけられておりますので、火災報知機の設置を平成 22 年度に予定しております。そのほか、

今回の住民懇談会の中でわかったことなのですが、青葉団地の浴室の内窓が、木製の窓がつい

ておりまして、建設時から 20 年くらいたちますので、浴室の湿気の高いところで木の窓をつけ

ているということでボロボロの状況にあります。それの改修を 23 年度に計画しております。 

西団地、緑ケ丘団地、こちらのほうは用途廃止を予定しておりまして、その中でも、長年ど

うしても使わざるを得ないような建物については改修を考えております。主に外部建具と外壁

塗装と物置、こちらのほうを西団地で予定しておりまして、緑ヶ丘団地は今言った項目プラス

屋根の張りかえも予定しております。 

美園団地の北側の平屋部分、もしくは２階の建物の部分です。こちらは地デジの対応されて

おりませんので、22 年度に地デジの改修と平屋のほうが外壁の塗装を考えております。 

中に、括弧して（長寿命）とか、（修繕）だとか、（安全性確保）、（居住性確保）と括弧書き
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されている部分がありますけれども、こちらのほうは、地域住宅交付金の対象にならないと考

えている改修事業です。（長寿命）とか、（居住性確保）とか、（修繕）と書かれた以外の部分に

ついては、地域住宅交付金の対象事業として考えている改修になります。 

続きまして、美園団地の南側の４階建てと、その南側にある２階建ての部分です。こちらは

地デジ対応されておりませんので、22 年度に地デジ改修を予定しております。４階建てのほう、

外部の改修が今年度をもちまして 10 棟全部終わります。中の給水のほうは、赤水が実際入居者

の方から苦情が寄せられている状況から、給水の改修を 28 年度から計画的に組んでおります。 

次のページ、萩野から西の団地になります。まず萩野団地です。こちらは前計画から引き続

いて用途廃止ということで、入居者の方もまだおられますので、平成 24 年に解体を予定してお

ります。旭ケ丘団地についても用途廃止ということで考えておりまして、その中でも同じよう

に長く使う建物については建具の改修と屋根の張りかえ、外壁の塗装を考えております。 

はまなす団地、北吉原にあります身がい者用の住宅なのですが、こちらの現状を把握したと

ころ、平成 16 年に屋根を張りかえておりまして、外壁も、若干高波等の影響により、海と平行

になっている住棟があるのですが、こちらはモルタルの剥離程度なので修繕で対応して、今回

の計画、改修事業には盛り込んでおりません。最終的には平成 41 年に解体を予定しております。 

次に、竹っ子団地になります。先ほどのスライドのとおり、結露がひどい状況にあります。

あと、地デジ対応もしておりませんので、地デジ改修を 22 年度に予定しておりまして、23 年

度から順次換気改修、内装修繕を予定しております。こちらのほうが結露対策になります。23

年度から 25 年度までです。その後、26 年以降屋根の張りかえと外壁の塗装を考えております。 

次が、現在ある最後の団地なのですが、虎杖浜団地です。平成 22 年に地デジ改修を予定して

おりまして、虎杖浜のほうも浴室の内窓が木でできておりますので、24 年度に改修を予定して

おります。そのほか、計画期間の中では内部の建具もそろそろガタがきておりますので、それ

の改修も考えております。 

次に、新しい団地として予定しておりますのが、平成 23 年度から借り上げということで、最

初に上の段が建設戸数になりまして、下の段が管理戸数になっております。前の年に建てて翌

年から管理ということで、10 年間の計画期間の中では 40 戸建設しますが、管理戸数としては

31 年に建設を予定しておりますので、翌年からの管理ということで平成 32 年に 40 戸、計画期

間の中では 32 戸の管理戸数として考えております。トータル、下の段ですが、公営住宅合計と

いうことで平成 22 年度では、先ほど説明ありましたとおり 953 戸の管理戸数が、平成 31 年で

は 846 戸を予定しております。 

用途廃止、解体する戸数ですが、こちらは 139 戸を予定しております。 

一番最後の下の段になりますが、町営一般住宅ということで、先ほどの公的住宅の、公営住

宅以外の部分になりますが、こちらが平成 22 年の管理戸数を 70 戸、内訳としては雇用促進住

宅の 60 戸と、企業誘致促進住宅の８戸と、あと教職員住宅かもしくは職員住宅の２戸を改修し

て一般住宅化するということで、それの２戸を足して 70 戸となっております。その後、教職員

住宅か職員住宅を改修して２戸ずつ、平成 27 年と平成 29 年に予定しておりまして、平成 31
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年にはトータル 74 戸を予定しておりまして、公営住宅と合わせまして 920 戸の管理戸数を平成

31 年に考えております。 

以上が改修事業の計画の説明になります。 

次、ストック計画の最後の説明になりますが、26 ページ計画の推進に向けてということで、

事前に資料をお渡ししておりますので、抜粋して説明させていただきたいと思います。 

計画の進行管理、民間との連携というのは、現在、今年度におきまして民間との連携という

のは、民間アパートの関係の空き室情報は載せておりません。このような住宅があります、ア

パートがありますというのは、現在、町のホームページでも紹介しておりますが、そこから１

歩踏み込んだ空き室という、どこがあいているかという情報を今現在作業を進めておるところ

でもあります。 

最後の財政基盤の確立ということで、今回の計画、すべてライフサイクルコストを各団地計

算しておりまして、それをもとにして計画的にそれぞれの改修事業を平滑的に配分しておりま

す。これによりまして、資金調達関係、これからの財政協議とかが必要になると思われます。 

以上がストック活用計画の説明になります。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 進行管理のところなのですが、このたびデータベース化、１棟ごと、

先ほど見ていただいたような写真も全部撮っております。附帯施設も全部、１棟ごと全部デー

タベースとしてつくっております。さらに、過去調べ得る限りなのですが、どういう工事をど

の棟に行ったかということを、全部同じものに打ち込みの作業を、今しているところです。で

すから、現状はほぼ押さえられる状況になりましたし、現実に見てきた僕たちだけではなく、

ペーパーとか写真で、今後全部見られるような状態になります。 

今後一番重要になりますのは、私たちがどれほど定期点検に出向けるかというところが重要

になるかと思います。今はあくまで、何年もつのかというのは、耐用年数ですとか、今見た状

況での判断でございます。しかし、場合によっては僕らが想像している以上に進むケースなど

もありますから、定期点検パトロールに、これからはしっかり力を入れてやっていかなければ

ならないと感じておりますし、せっかくつくったデータベースですから、その更新こそが進行

管理を進める上では非常に重要なことだと思っているところです。 

あと、小さいところなのですが、財政基盤の関係でいけば、住宅使用料も昨年担当の者が非

常に頑張って一定額を確保しております。それにはいろいろな仕組みを考えてやっていますの

で、住宅使用料の確保ということも非常に重要なことになるかと思います。 

 さらに、道からの支援、国からの支援を受けるために、今ご説明したことが中心になるので

すが、ご理解いただきたいのは、今までと違って解体費用が相当かかってくることになるので

す。ただ解体しようと思っても、実は地域住宅交付金が該当にならないケースが非常に強いの

です。そのためには、何か新しい建物を建てるですとか、長寿命化改善という、改善事業をや

るとか、そういうものと抱き合わせ、セットでなければ、単独で解体だけしようと思うと町の

持ち出し 100％でやらなければならないことも予想されますので、そういった組み合わせが非
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常に重要になるのです。ですから、その組み合わせを考慮した結果、このようなことが望まし

いのではないかと。 

 これが、町の持ち出しが一番少なくなるパターンだというふうに、私たち考えて提案をして

いるところです。しかし、それの財源がどこまで確保できるかというのは、来年度本格的に新

財政プログラムの改定がございますので、そのときにしかコンクリートにはならないだろうと

思います。ただ、この計画自体は今年つくらなければならない計画ですから、財政協議は当然

していますが、100％コンクリートにはならない中での計画だということは、時期的な面でその

ようなことにしかならないということをご理解いただきたいなと思っております。 

補足、以上です。 

○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、私のほうから長寿命化計画のほうをご説明させてい

ただきます。資料３となっているものです。この計画につきましては、地域住宅交付金を受け

るために義務づけられている計画となっております。 

１番から説明していきますが、公営住宅ストックの状況ということでいろいろと説明してき

ておりますので、この部分については省略させていただきます。 

２の長寿命化計画の目的というところですか、計画策定の背景ですが、昭和 30、40 年代に大

量に供給されたストック、これが更新時期を迎えております。耐用年数を超えた住戸が、先ほ

ど説明しておりますが約半数の 473 戸となっております。それで、厳しい財政状況によって当

面建てかえが困難な状況にもあります。計画的な改修・改善によって長寿命化計画を図るもの

とし、点検の強化、早期の改修によって更新コストの削減を目指すと。それで、中長期的な維

持管理計画の策定が求められているということが背景にございます。その目的ですが、安全で

快適な住まいを長期的にわたって確保する。このことによって、長寿命化による更新コストの

削減、また事業量の把握をすること。これが目的となっております。 

３番、長寿命化に関する基本方針ですが、２つございます。１つ目は、ストックの状態の把

握、それから日常的な維持管理の方針として、公営住宅の整備・管理データを住棟ごとに整理

する。これは、今年度すべての住棟、それから附帯施設。これらの写真を撮るなどして状況を

確認しております。 

次に、定期的な点検を実施する。今年度点検を行いましたが、次期点検時期を５年後の平成

26 年度に予定しております。次に住棟ごとの修繕履歴データを整備するとしております。 

２つ目の長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針としてですが、予防保全的

な維持管理、それから耐久性の向上を図る改善を実施します。このことによって公営住宅の長

寿命化を図るとしています。それから、耐久性向上の改修工事・予防保全的な維持管理を実施

し、修繕周期の延長などによってライフサイクルコストの縮減を図ると。公住としての役目を

終えるまでの経費を抑えていくことといたします。計画期間は平成 22 年度から平成 31 年度ま

での 10 年間といたします。なお、この期間であっても、状況の変化によっては適宜計画の見直

しを行ってまいりたいと思います。 
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次、５番の長寿命化を図るべき公営住宅ということで、先ほどストック計画で説明しました

が、その中でストック活用指標によって１次から３次まで判定を行いましたが、その結果を示

したものです。現在、公営住宅管理の戸数が 953 戸となっておりますが、この 10 年間で借り上

げ公営住宅 32 戸予定しております。また、用途廃止予定の戸数ですが 139 戸を予定しておりま

して、管理戸数を 10 年後に 846 戸としたいと考えております。 

次、６番の公営住宅等における建てかえ事業の実施方針ということですが、読んでいきます。 

厳しい財政状況により当面公営住宅の新築建てかえが難しいことから、町の初期投資額が少

なくて済み、将来的な管理戸数に柔軟に対応ができる。それから、解体・計画修繕の将来的負

担がなくて、まちなか居住を推進することも可能な借り上げ公営住宅の整備を民間活力を活用

して進めることといたします。 

現在、耐用年数を超えた住棟につきましても、引き続き活用するものは計画的に修繕し、現

地調査や耐力度調査を実施して安全性の確保を行っていきます。維持管理の難しいものにつき

ましては廃止いたします。全体的な管理戸数につきましても減少させていく考えでございます。 

次、４ページ、７番です。計画期間内に実施する修繕・改善事業の実施方針ということで、

この期間内に実施する修繕・改善事業の内容を５つに分けております。先ほど小山内主査のほ

うから説明がありましたが、その内容に５つございます。一般修繕・入退去修繕などの修繕対

応、それからストック改善事業として以下の４つが考えられますが、個別改善事業として載せ

ております。１つ目が住居性向上型、２つ目が福祉対応型、それから安全性確保型、それと最

後に長寿命化型となっております。このうち福祉対応型につきましては、この計画期間内では

予定しておりません。実際にどういう内容かと言いますと、修繕対応としましては、定期点検、

それから経常修繕などを予定しております。次の居住性向上型、これにつきましては天井の断

熱、それから児童遊園の整備、すべり台だとかベンチなどを想定しております。福祉型は飛ば

しまして、安全性確保型、これにつきましては、防犯灯の設置を考えております。長寿命化型

ですが、屋根・外壁・給排水管の耐久性向上を予定しております。これにつきましては平成 21

年度から始まった改善事業ということで、長寿命化に関してはそれまでは単費で行わなければ

ならなかった事業でございました。 

②の住棟単位の修繕。改善事業等一覧ですが、これはスットク総合活用計画の、先ほどＡ３

の表がありましたが、あのプログラムで示した事業を示したものでございます。 

ⅰ）、修繕・改善に係る事業予定一覧ということで、住棟部分の事業予定ですが、５ページを

見ていただきたいのですが、これは主に日の出団地の事業になりますが、１棟から６棟まで 72

戸ございますが、平成 22 年に地デジ対応を行います。 

６ページ、これは青葉団地Ａ棟からＧ棟まで７棟 56 戸ございますが、平成 22 年に地デジ対

応、それから火災報知機の設置、それと 23 年に浴室の内窓を予定していますが、建具の改修と

いうことで、括弧書きでそれぞれ改善事業の項目を示してあります。ほかの団地につきまして

も、10 年間でこのように改善していきたいというふうに考えております。 

ⅱ）、建てかえに係る事業予定一覧ということで、14 ページ。建てかえ予定はないのですが、
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借り上げ公住ということで載せております。40 戸建てるという計画にしております。 

ⅲ）、共同施設部分に係る事業予定一覧ということで、15 ページ。これは青葉、竹っ子で平

成 27 年にすべり台の設置を予定しています。 

最後になりますが、16 ページ。８の長寿命化のための維持管理による効果ということですが、

効果を３つほど考えております。対症療法型の維持管理から、適切な時期に予防保全型修繕、

それから耐久性の向上等図る修繕を実施することで公営住宅の長寿命化が図られ、コスト縮減

につなげられると考えています。 

２つ目、定期点検により現状を把握し、適切な修繕、改修を実施することで公営住宅の安全

を確保することができると考えています。 

それから、３つ目になりますが、建設年度、立地等を踏まえ、重要度に応じた維持管理を実

施することで、限られた予算の中で効率的な維持管理を実施することができると。この３つを

考えております。 

解体時期が近いとか、そのことによってもう少し我慢してもらうだとか、そういうことをし

て解体費を少しでも削れないかというふうに考えています。 

以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 一言だけ、１カ所だけ補足させていただきたいと思います。 

４ページのところです。福祉対応型というところです。今回の事業計画の中には入れており

ません。理由は、やらないという意味ではなくて、様式ご覧になったとおり、どこの棟のどこ

を、たとえば手すりをつけるとかという計画を組まなければならないのですが、実は、入って

いる方によっては必要な方もいらっしゃいますし、若い方で邪魔だという方もいらっしゃるの

です。そういうことから、どの棟のどこにいつやるというのはなかなか明示しづらいものでご

ざいます。ですから、やらないというのは、計画上やらないという意味でございまして、必要

に応じて約 2,000 万円ちょっと経常修繕費というのがございます。ですから、その需要を見て、

経常修繕費の中で対応はするつもりでございますので、計画上何もないということで、絶対に

やらない。という意味ではなくてご理解いただけたらと思います。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 以上で説明が終わりました。 

皆さんの質問を受けたいと思います。質問のある方どうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田裕子君） どうもご苦労さまでした。先ほどのところ、資料３のところの２ペー

ジ、入居者の収入状況というところで、第７分位と第８分位が結構いらっしゃるのです。この

方々は、普通言われている収入基準を超えていらっしゃる方と理解してよろしいのでしょうか。

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） そのとおりでございます。 
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○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田裕子君） どこの分位から収入を超えているのかということ。実際にこの第７分

位、第８分位とかなりいらっしゃいます。両方合わせると 58 名。そうすると、借り上げ住宅を

すると言っていますが、６分位、７分位と８分位を足したら借り上げ分よりも超えてしまうよ

うな方に退去していただいたら、その分あくのではないかと単純に考えられるのですけれども、

その辺をどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 一応、標準を４分位以下、５分位を超える方を一般的には収入超過

者と呼ぶのですが、１年限りではなく、２年連続超えた場合とかと、若干条件がつきます。第

８分位に関してだけ言うと、それをさらに高額所得者と法律上そう呼びます。これも連続して

という条件がつきます。これは、入る時点では当然第４分位以下の収入でなければ入居できな

いのですが、その後給料が上がったりして、年収が上がってこういう分位になっている人でご

ざいます。ですから、こういう人たちに出ていただいてと言っても、法律上は収入超過者に関

しては、出るように努めるというような規定があるだけですから、強制的には何もできません。

高額所得者に関しては、法律上ですが、明け渡しを求めることが、実は私たちできるのですが、

強制的に出て行けと。明け渡しというのはそういう意味ですから、町民ですから、立ち退けと

いうのはなかなか難しいと考えております。 

ですから、そういうときにこういうアパートがありますですとか、今度こういうものができ

ますとか。そいう情報提供をこういう方たちを対象にさせていただいて、極力収入に見合った

ところに移っていただくということは考えなければならないと思いますが、現時点で強制的に、

訴訟を起こしてまでというところまでは考えておりません。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 今の件に関連するのですが、公営住宅に入りたい人がたくさんいる

のです。いるのに、そういうことであれば、やはり不公平ではないのか。それを強制的にやら

ないと言っても、ある程度は勧誘しないとまずいのではないかと思いますがどうですか。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 今の時点で、高額所得者は４名いらっしゃいます。ですから、そう

大きな数ではないのかと思いますし、いろいろな感情的な問題などもありますので、私たちと

しては働きかけはさせていただきたいと思っていますし、ただ、強制的なところまでは現時点

では考えてはいないということでございます。 

 なおかつ、そういう方たちに対して、先ほど小山内からも説明があったように、美園の４階

建てがわかりやすいと思いますが、最低家賃だと１万円ちょっとくらいの家賃の方が多い中で、

実は５万円も支払っている方が現実にいらっしゃるのです。そういうことは、いろいろなご都

合もあるでしょうが、民間のアパートを斡旋しても、収入面だけから言うと行くことは可能だ

という方もいらっしゃいますし、場合によっては一軒家を借りるだけのお金を、もしかしたら

あるかもしれません。それはいろいろな事情があるでしょうから、一概には言えないかもしれ
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ませんが、そういう情報を集めて、そういう意味から民間アパートの空き室情報も、私たちで

補足して情報提供しようと準備しているところなのです。そういうところも、ただ出て行って

くださいではなくて、こういうところがありますという情報を渡しながらあけていただいて、

そこに待っている方が入っていけるような仕組みを少しずつ考えていきたいと考えております。 

○委員長（玉井昭一君） よろしいですか。 

西田委員。 

○委員（西田裕子君） なるべく早急にしていただきたいと思うのです。実は私の町内会の人

も公営住宅に入りたいとずっとお願いしていたのですが、なかなか入れなくて、高齢のご夫婦

なのですが、最終的に今月 20 日に、一戸建てか何かを借りて引っ越しすると準備をしている間

に、疲れてしまって急に亡くなってしまいました。 

本当に入りたい人たち、高齢者の人たちのために、できればそのような高額所得者の人とか、

収入超過の人たちに、厳しいかもしれないけれど、やはり出ていただいて、本当に住宅に困っ

ている方に、率先して入っていただけるような。 

私、今回本当にかわいそうだと。引っ越しをしている最中に亡くなってしまったのだから。

それも最終的には公営住宅に当たらなくて、家賃の安いところへという形だと思うのですけれ

ども、そういうことも含めてぜひお願いしたいと思いました。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 今ご意見賜りました。現状をお伝えさせていただきますと、きょう

現在で待機者 58 名です。そのうちの約６割、35、６名は、実は日の出団地、青葉団地、どちら

かというと新しめの団地を希望されている上、公営住宅に入られていて、そちらに移りたいと

いう方も中にはいらっしゃるのです。公営住宅に、団地ごとに言うと待機者が全くいない団地

もあるほか、この何年かはなかったはずなのですが、たとえば緑ケ丘だとか、常時何戸かあき

が出てきている状況になってきております。総数でいくと 58 人と多いのですが、かなりそれが、

一部の団地に集中しているという状況でございます。ですから、そういうことを含めると、民

間アパートよりは若干安いのですが、町有の一般住宅を設けて、それなりの家賃にした上で、

もちろんこれ民間アパートとの競合を避けなければならないという面はありますが、そういう

ところを確保しながら移っていただくということが一つと。 

 今、いろいろなところからご批判いただいている中のものの一つに、入居があくまで申し込

み順番なのです。今この委員会の中で入居選考基準の検討委員会も、この会議と同時に進めさ

せていただいています。その中では、障がい者の方ですとか、法律で定まっている以外の条件

です。それで少し優先順位を定めた中で、本当の意味で困窮している方はどのような人なのか

ということを、民生委員さんなどにも入っていただいた中で議論いただいているのです。 

 そういう基準を早くつくって、それに沿った形で私たちも入居の順番を決めていけるような

形をとりたいと思っています。もちろん、もう２年以上待っている方がいらっしゃいますから、

そういう方たちを完全に無視するということは考えていません。そういう方たちにも何らかの

特典があるというふうな仕組みにしなければ、逆に不公平もあると思いますので、つくり込み
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なかなか難しいのですが、何とかそれを委員さんの方と相談させていただいていますので、そ

ういう問題を少しでも解決できるような方向に向けては検討させていただいているということ

でご理解いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） この計画を立てるにあたりまして、非常に現場をよくよく歩いて、そ

して実際住んでいる方たちの声を聞いて、この計画にいろいろと網羅させるというような、そ

のような努力が非常に高く見られますので、まずもって建設課の皆様方には敬意を表したいな

と。この計画に当たっての作業の工程を見て非常に感銘を致しているところでございます。 

 特に、私たち住んでいない人間にしてみたら、風呂のないところは絶対風呂は必要だと思う

のが当然だと思うのです。しかしながら、実際に声を聞くと、風呂よりも先に最低限度の玄関

ドアだとか、結露の部分、あるいは窓枠があかないだとか、そういうところを直してもらいた

いと。そういった声を直接聞いている。これはすばらしいと思うのでありますけれども、１点

質問したいのは、維持・改善に係る事業計画、資料３のこの部分を見ますと、平成 22 年度に行

う予定はほとんど地デジ対応になっています。地デジ対応そのものは、国からの補助金がほと

んどでしょうか。それとも、町の持ち出しがほとんどなのかというのが１点。 

 それと、先ほど画像で見せていただいたものを見ますと、まず先にそういうところに手をつ

けなければいけないのかなと感じたわけです。言い方を変えれば、非常にスラム的な、それに

近いようなというふうにも見受けられるのです。そういうところ、白老町の住宅の中からは、

１日も早く改善、改修しなければならないというふうに考えるのですけれども、平成 22 年の修

繕・改善事業の中で、その部分についてすぐに行う予定になっているのか。その点について。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 地デジの補助の関係ですが、先ほどから何度か言葉が出たかと思う

のですが、地域住宅交付金という制度で、今とりあえず事前申請といいますか、手を挙げさせ

ていただいています。それを活用してやる予定ですから、採択になった場合 45％の支援をいた

だけるという制度でございます。 

 もう１つは、老朽化対策で、これだけ見ていただいて、なぜ 22 年度に入っていないのだとい

うことでございますが、これは予算と同時並行で進んでいます。計画がまだできていない中で、

予算査定が始まるところですから、実は入れきれていないというのが現状でございます。とい

うことは、新年度予算には難しいということなのですが、ご存じのとおり新しい臨時交付金の

お話が進んでおります。ホームページですとか、新聞などにも出たと思いますので、そういう

ものが今後あると思われますので、その事業を活用した中では、先ほど言ったひどいところか

ら手をつけていきたいと考えてございます。 

 これは、臨時交付金が確定的なわけではないですから、新年度予算に盛り込むことも、今の

時点ではできません。多分、去年と同じような扱いであれば、補正というような形でこのよう

なものなどが出れば、私どもの立場ではぜひやらせていただきたいということで、庁内的には

させていただきたいと思っているところです。 
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 なお、20 年度、21 年度を合わせると、屋根・壁・給水管、全部ではないにしても、主に 17

棟。既に、僕たちにしてみれば、本当はある程度、このようなところはこういう時期に必要だ

ということは、おととしの 12 月くらいから頭の中にはあったのです。ある程度形にはしていま

した。その中から、昨年 17 棟。私たちにしてみれば、計画ができていないから、前倒しという

のも変な話ですが、私たちの案からいけば、前倒しの事業はやっていただいています。ほとん

どが２回にわたる臨時交付金の事業でした。国のほうでもそういうお話が進んでいますので、

そういう中で少し前倒ししてでもやらせていただきたいと感じているところでございます。 

今ご質問にはありませんでしたが、現実的なことを言うと、雇用促進住宅の買い取りなので

すが、これについても地域住宅交付金の投入の可能性があります。そのようなことで、道のほ

うには提案をさせていただいているところですが、この時期になって、３月までには契約をま

とめるというようなことは、正直、相当難しくなってきておりますが、現時点では本部のほう、

横浜にあるのですが、そちらのほうと私のほうで協議はさせていただいている最中です。いろ

いろな面で、金額的な面、制度的な面でなかなか折り合いがつかない状態でございますが、粘

り強く交渉はさせていただきたいなと考えているところでございます。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本幸平君） わかりました。１日も早く手をつけなければならないこと。やらなけ

ればならないわけですから、いろいろ予算の査定だとか、いわゆる事業仕分けをやるような部

署の方々に時間をつくっていただいて、実際に目で見てもらう。そして、何をやらなければな

らないかという優先順位を確認していただくくらいのことをぜひともやっていただいて、着手

していただきたいとこのように思います。 

 もう１点質問があるのですが、借り上げ住宅の関係です。具体的に何年に何をやるかという

ほどの計画にはまだなっていないと思うのです。長いスパンになっていると思うのです。いつ

から着手して、場所はまちなかということで、前回のときに、郵便局の向かいあたりの土地だ

とかそういうような場所を想定されているというのがありましたけれども、実際にいつから何

戸目標に建てるというところまではまだいっていませんか。その辺、差し支えのないところで。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 内部的に、財政も含めて、当然財政出動が伴うものですから、年次

までの合意は得られておりません。ただ、私たちとしては、先ほど言いました地域住宅交付金

の関係で、道に手を挙げなければならない関係もありまして、もう既に手を挙げさせていただ

いています。それは、とり方によっては見切り発車ととられるかもしれませんが、一番最短で

45％のお金を得るためには、手だけはとりあえず挙げさせていただかなければならないことに

なっています。そういう意味でいくと、最短ということですから、23 年には利用させていただ

きたいということで、道庁のほうには話はさせていただいております。しかし、これをやる手

続きとして、いろいろな手続きを経なければなりません。プロポーザル方式でいくのかどうで

すとか、大きな話ですから、もちろん制度の認定自体も議会の皆さんにも当然ご理解いただい
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てスタートすることになりますが、実際動きだしてからどこにどういうものをどのくらいつく

っていくかということも含めてご相談しなければならないことだと思います。 

 まずは、今は制度をつくって、必要な時期にやれる体制までつくるということが、今回の計

画でできることかと考えています。もちろん具体的なところで、お金の面含めて、建設事業者

さんとも何回か勉強会をやって、実は、町で思っている建設費と、民間ができるという建設費

には、思った以上に差があったりするのです。シミュレーションなどをしても、それによって

大きく開きが出たりしている状況です。ですから、もうちょっとそのシミュレーションの詰め

も精度を高めなければならないなという時期でございますが、おおむねのところへいくと、行

政にも直営方式よりは有利に働くという方向は見えていますし、民間もこれによってある程度

の収益を得ながら事業ができそうだということで聞いています。 

 ですから、今後その辺をもう少し詰めていくようなことは必要かと思いますが、制度として、

この計画に乗らなければ、この後できないということになりますので、必要な時期にカードを

切れる体制まではいかせていただきたいと考えているところでございます。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 午後からということにしたいと思います。 

その前に、資料がもしあればと思ったものですから今言うのですが、公営住宅の家賃という

のは収入によってだからいろいろ格差があるのだろうけれども、全部が全部出すわけにはいか

ないだろうけれども、平均した金額とういうのは出せないのだろうか。そういうのは出ていな

いのだろうか。民間では出ているからいいのだけれども、公営住宅のがないと比較のしようが

ないのです。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） お昼からでよければ、資料はつくってございます。今あるものは１

棟ごと。１戸ごとというのは個人情報も含めますと難しいかと思いますが、団地ごとで最低額

と最高額ですとか、そういうものは既につくっておりますので、それでよければ、午後すぐお

持ちいたしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） それともう一つ。これ計画でいくと、相当たる約８億円強かかる予

定なのだけれども、工事をやった時点でまだまだ出てくると思う。柱が腐っていたという場合

があるわけだから、出てくるだろうけれども、先ほど山本委員が言っていたように、８億円強

かかるお金の、先ほど約 45％見てもらうという話をしていたけれども、これは全体でいくとお

よそどれくらいになるのかという、町の負担がどれくらいで、補助金がどれくらいあるという

データもあると思うのだけれども、そういうのは。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 大体のものは全部あります。それはライフサイクルコスト計算書の、

私たちで言うところの総括表で、一つ一つとなるととてもお見せできるものではなく、巨大な

表になってしまいます。それの総括したものはある程度はじいております。その中には、今言

った支出ばかりではなく、家賃収入なども当然ありますから。 
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ちなみに１つだけ言わせていただきますと、今時点で住宅使用料収入だけで毎年１億円以上

のお金の入金があるのです。ですから、その分については修繕費に回していく財源としては非

常に大きなものになってございます。 

 今後かかる分もありますけれども、実は今日の出団地が起債の償還額というのが非常に大き

くなってございますので、そのピークが平成 22 年度になってございます。それ以降は少し償還

が減っていくような形になっていきますので、そういうことを含めたシミュレーションの数字

は、午後からお出ししたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 一応そのようなことで、ほかに資料的なことで、もしあれば言って

いただければと思います。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０５分 

                                         

再開 午後 １時０５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。 

星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） ２つ宿題がありましたので、家賃の状況を私のほうから説明させて

いただいた後に、ライフサイクルコストの総括を小林から説明させていただきたいと思います。 

 まず、家賃の状況なのですが、お渡ししたとおりのデータになって、第４分位を標準としな

がらも、右端のほうにあるとおり日の出でいくと１万 6,000 円から３万 1,200 円。これはそれ

ぞれ建築年によっても若干違うものですから、こういう格差が生まれているものでございます。

それぞれあるのですが、特に西団地だと 1,600 円から１万 2,000 円。萩野団地だと 1,300 円か

ら 1,900 円など安いと思われる数字も入っております。一方、書いてあるとおり５万円だとか、

４万円だとかというところもございまして、そういうところだと場合によっては民間のアパー

トにも入れそうな家賃の方もいるというのが現状でございます。 

 着目していただきたいのは、第１分位、８つに分けた場合の一番最低のほうの低額所得者と

いうことになるのですが、団地によって違いはあるものの、萩野旭ケ丘ですと 92％ですとか、

萩野はまなすだと 100％の方が一番下の第１分位にあたるということです。この状況は、昨年

からみても第１位分位が若干ふえているような状況にあります。今後この率が大きく変わって

いくことは余りないのではないかと。つまり低額所得者層が公営住宅に多く住まわれるという

状況は余り変わっていかないのではないかということを前提に計画を考えさせていただいてお

ります。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 小林主幹。 

○建設課主幹（小林繁樹君） 続きまして、町営住宅の収支ということで説明させていただき

ます。お手元の、横に長い表になりますが、41 年度までを示しております。 
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総支出額、この中で小文字の１ですが、起債償還額、これは建設・修繕、それに要したとき

の起債の金額を示しています。 

２です。管理期間内の総支出額、これは管理運営費、中身ですが、管理事務費、それと火災

保険料、美園団地の借地料が含まれています。それで、先ほど起債のところ説明しましたが、

この額には平成 21 年度分の事業費の関係については含まれておりません。急遽つくったもので

すからまだ入っておりません。それと計画修繕費、これは住棟の分の支出です。単位 1,000 円

です。次に計画修繕費の附帯施設、地デジのアンテナの分ですとか、すべり台だとかそういう

附帯施設の分です。それから経常修繕費、これは一般修繕、入退居の修繕、そういうものとな

っております。あと解体時の総支出額ですが、これにつきましては、解体費と移転補償費が含

まれております。 

次に、収入のほうに入りますが、期間内の総収入額、これについては住宅使用料、駐車場使

用料、地域住宅交付金、含まれた金額です。その下に地域住宅交付金とありますが、これは総

収入額の一部ということで、交付金の部分だけの数字を載せてあります。 

次に、解体時の総収入額、これは、地域住宅交付金が入る分を上げております。解体する際、

提案事業ということで交付金が入りますので、上の地域住宅交付金とは別に上げております。

地域住宅交付金が解体のときにも入ってくるのです。上の地域住宅交付金とは別に上げていま

すので、ちょっと紛らわしいですけれども。 

それぞれ総支出額、総収入額となりますので、ＢからＡを引いた金額がその年度のプラスで

あれば蓄え、マイナスになれば一般財源からの支出ということになります。 

単年度につきましては、ここ５、６年、27 年度までは赤になりますが、それ以降は黒字にな

るという結果になっております。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 途中から黒字に転じていく一番大きな理由は、先ほどもちょっとだ

け触れさせていただきましたが、平成８年から 18 年の間に建てた日の出団地の起債の償還が一

番多い支出となってございますが、そのピークが来年でございます。それから徐々に下がって

いくということになります。もちろんその間に終わってしまうものもありますので、少し楽に

なっていく時期がこれから９年後くらいに訪れるということでございますが、その間に工事も

やりますので、中には起債を借りてやらなければならない事業、修繕にしてもこれからも出て

きます。その分の起債償還額は、またこれに加えて積算はしております。ですから、今の時点

で私たちが想像し得る支出・収入はここに全部網羅させていただいているところでございます。 

 借り上げ公営住宅の関係だけは、すべての積算が詳細に終わっていませんので、ここには載

せきれておりません。純粋に出ていく金として考えられるのは、想定される家賃と工事金額か

ら割り出される本来の家賃と、所得によって住宅使用料決まりますから、そのギャップ分が当

然出ます。通常でいけば６万円、７万円の家賃のところ、最低所得層の人が入ってきた場合３

万円くらいになると想定されます。ですからその差額が約４万円ございます。そのうちの２分

の１は、ここに書いていない補助金ですけれども、国からもらうことは制度的にはございます。
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ですから２万円ずつくらい常に払っていくような計算になります。その金額と、町がそれを直

営でやって起債償還していく額との比較、どちらが得かというような計算になるかと思います。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。 

皆さん、質問を受けたいと思います。質問ございませんか。 

熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。小山内主査の説明した資料の中で、長い紙ありましたね。

町有一般住宅、２枚目の資料の１番下、70 戸と言われました。その中の 60 戸については雇用

促進住宅のからみと聞きましたし、２つについては教職員と職員住宅を対応したいという話で

した。８戸については末広に建っている工業団地内の企業が管理しているのですね。貸してい

るのですか。その辺のところもひっくるめていろいろ条件がついていましたね。工業団地内の

企業に勤めている方が入ると。これは一般的な入居者の対応にもしていくという考え方なので

すか。それだけ。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 最後のところでいけば違っていて、それは依然として企業誘致のた

めに確保してある住宅ということになるのですが、一方、財産管理上どういう位置づけが望ま

しいかということになると、私どものほうでこういうものについて条例を、できれば３月議会

に上程させていただきたいと思っております。というのは、多くの人が入るものですから、料

金も明示したうえで、入居の基準なども明示した上で、公営住宅とは違う基準で入居していた

だく住宅として位置づけております。そういう意味でいくと使い勝手は若干違うものの、一般

住宅、町有の住宅というような、財産上の位置づけが望ましいということで、ここに載せさせ

ていただきますが、事実上の管理は今までどおりというようなことに予定しております。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほかございませんか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１つは、今回の３つの計画というのは非常に具体的な形で

出ているということについては、私はわかりやすいし評価ができるなというふうには思ってい

ます。 

将来にわたる財源措置の部分で、このストック計画のプログラムでいうと 10 年間で４億１

千万円くらいの支出を見ているのだけれど、これは先ほども出ていたけれど、もちろん借り上

げのほうは入っていないということを含めて、財政改革プログラムとの整合性は、この範囲で

きちんととるという理解でいいのですか。こういうことを改革プログラムの中に盛り込むと。

そうすれば、解体も含めたライフサイクルコストが、この公営住宅の部分だけでいえば財政改

革プログラムに盛り込まれると。そういう理解でいいですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 残念ながら、現時点では、来年度に予定されている計画ですから、

今そのとおりになるとは、私の立場では申せません。ただ、私たち公営住宅を預かる者として
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は、このようなものになりますということをきちんとお示しした上で、最大限それを取り入れ

ていただくように、財政プログラムを検討していただくということを願うばかりでございます。 

 １つだけ違いは、前回のプログラムの検討をいただく時点では、こういう個別具体的な金額

提示をすることができませんでした。ですから、かなり大ざっぱな、10 年でこのくらいという

感じの中で、財政のプログラムは決定された経緯がございます。 

 ですから、今回は私ども現課の立場としては、きちんとした検討をいただけるような資料を

なるべく精度高く提供したいというつもりでつくっております。 

もう１つは、どうしても今年度つくらなければならない計画だったものですから、このよう

にはつくっていただいています。ですから来年度、財政プログラムの改定のときには、この計

画ごと若干変わっていくことはあり得るというふうに理解いただければと思います。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこはわかりました。なぜそういうことを聞くかというと、１つは総

合計画が 23 年に見直しされますよね。それとの整合性の関係も出てくる。これは 10 年計画で

すから。当然、財政改革プログラムに 28 年度まで。これ 31 年までだから、そういうものがい

ろいろな計画の中で出てくる。そこで、財政改革プログラムを本当に生かし、総合計画を生か

すとしたらどうなるかというと、これがベースになるのであれば、ほかのものといったら公民

館であり、いきいき４・６であり、というところの収入は全部そこに充てるかどうかは別だけ

れども、そういう細かいことではなくて、ライフサイクルコストがきちんと出て、それがきち

んと目安になって、財政改革プログラムや、この次の５次の総合計画の中にそういうものがき

ちんと織り込まれていくことによって、計画自体がものすごく具体的になるのです。なるので

はないかと僕は思うのです。 

 これで一番いいのは、これが 31 年のときに４億 1,000 万円が５億 1,000 万円になったからだ

めだとか、３億 9,000 万円になったからいいとか、そのようなことを僕は言っているのではな

いのです。そういう、自治体がきちんと長期展望に立って自分のまちを見られる。財産も見ら

れるというふうになることが、僕は望ましいと思っているのです。そういうことが財政改革プ

ログラムや総合計画の中でどれだけ位置づけられるかということが、このことだけではなくて

僕はすごく大切なことだと思って見ているものだから、そういうことからいえば、総合計画と

の関係はどういうことになりますか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 計画の相互関係でいけば、大渕委員がおっしゃったとおりだと私も

認識しております。例えばですが、これは公営住宅だけしか示しておりません。町内の公共建

築物においては、今おっしゃった公民館も当然ございます。福祉関係の施設、それから教育関

係の施設、多様にございます。残念ながら、私のところの所管のものはこのほかないのです。

ですけれども、その点は非常に重要なものだと認識しております。ですから、議会の席でもお

答えしたことがあるかと思いますが、公共建築物の保全計画をつくらなくてはならないという
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認識ではおります。ただ、これについては、管理者がそれぞれ私のところの所管ではございま

せんので、そういう話は、中では私のほうからさせていただいていますし、仮にやるとなれば、

建築の技師以外に公共建築物の見立てですとか、積算ですとか、全くできる状態にありません

から、やるとなれば私のほうでぜひやらせていただきたいというふうに、私は考えております。 

 それを提供できて、その上で、財政のプログラムですとか、総合計画の議論の現実的な資料

にしていただければ一番いいなというふうに私も感じております。ですけれども、今全体の中

で、全部の施設管理者がやるというふうな決断をしているか、まだ、私今の時点では確認して

おりません。やるとすれば、私のところでしかできないという認識ではおります。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 当然、このマスタープランは町民の皆さんが入った検討委員会でやら

れています。それと同じことを議会でやっても仕方がないわけでして、議会のやる役割という

のは、それが白老町全体にとってどうなっているのかとか、今の計画との関係でどうなるのか。

私は、そういうことがあると思うから今聞いたのだけれども。 

もう１つは、この住宅マスタープランというのは、ほとんどの市町村でつくっているのだと

思うのだけれども、他市町村との関係では、今まで白老町がつくっていたようなマスタープラ

ンなのか、こういう形でのマスタープランなのかというのは、データを取って調べたことはあ

りますか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 今回計画するにあたって、全部の町を調べているわけではありませ

んが、近隣ですとか、幾つかのところのマスタープランなどを取り寄せて、少し事前勉強をさ

せていただきました。それぞれ計画年次がばらばらなものですから、うちはたまたま５年目と

いうことで、中間見直しをするにはふさわしい年だったということでやらせていただいていま

すが、それに合致する町村が決して多いわけではございません。 

 ただ、修繕のところだけでいきますと、先ほど小林のほうから説明させていただいたとおり、

修繕をやるために地域住宅交付金というのは非常に大きな財源です。その前提として長寿命化

計画を立てなければもらえないという仕組みですから、長寿命化計画に関しては、ことし道内

でも３分の１近くは既に着手したかと思います。これから３年くらいの間には、全町村でこう

いう見直しが行われるだろうと思っています。長寿命化計画に関しては、かなり棟別の具体的

な計画になろうかと思いますが、それをお金も全部含めてやるライフサイクル計算書をつけて

いるようなまちは、今の時点で私はまだ見つけておりません。ただ、いろいろ聞いたところだ

と、大きなまちは当然そういうことも含めてやっているようには聞いたこともありますが、現

物を見たことはございません。ですけれども、今後、今議員がおっしゃったように、お金も含

めて検討資料としては非常に重要なものだと思いますので、そういう流れは続いていくのでは

ないかと感じているところです。 

以上です。 



 31 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。僕はこの計画書というのは、今までとは全く違った形の計

画書のように見ているのです。私のまったく個人的な意見だけれども。 

 ただ、事前にいただいたのだけれども、うちで読んでも理解できない部分もあるのです。結

果的には説明を聞かないとわからない部分があるのです。理解できない部分があるから、少し

とんちんかんことに僕の質問がなっているのかもしれないのだけれども、計画書というのは、

こういう計画でなければだめだと思っているのです。それは、先ほど山本委員も言われたよう

に、現場をきちんと見ているというのは、ある意味、100％などとは言いませんけれども、そう

いうものが非常に反映しているように僕も感じたのです。それから、数字できちんと示されて

いる。先ほど言ったように、間違っているとか合っているとか、正しいとか正しくないとかそ

ういうことではないのです。こういうふうに数字できちんとあらわして将来見通しを持てるか

どうかというそこらあたりが、計画書にとっては極めて大切だと。今までの計画書というのは

極めて抽象的で、わかりづらくて、議員だとか町民が読んでも、何が書いてあるのかよくわか

らないというのが圧倒的だったような気がするのです。ほかの計画書も含めて。ですから、そ

ういうところでいえば、僕はこの計画書についていえば、非常に評価できる部分があるなと思

っているというのは、そういうことで言っているのです。 

 そこで、なぜ先ほど、他の市町村がこのような形でやっているのかと聞いたかというと、公

営住宅ひとつとっても、前回のときも出た。前にも言ったけれど、いいとか悪いとかは別です。 

例えば、ニセコなら古い住宅をこのように改修してやっています。このような範囲でできます

よというようなものがたくさんあります。法律でしばられてやれることとやれないことが。そ

ういうことというのは、この計画をつくるときかなり調査されたのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） ニセコのケースだと、狭い２戸建てのものを壁をぶち抜いて、・体

だけを残してやるということは、当然検討はさせていただきました。ですけれども、その結果

だけを言いますと、うちにはなじまないだろう。というのは、先ほども言いましたように、耐

用年数が 40 年を超過しているものがかなりあります。そもそも耐用年数が超過しているわけで

すから、そこに大掛かりな手を加えたところで、耐用年数が２倍になるわけでもありません。

長い目で考えたときには、財政的な面を含めると、そう有意義には働かないだろうという判断

のもとに、２戸１軒の検討については打ち切りました。やらないという結論にして、その代わ

り個別の修繕を強めて、意向も把握しながらやっていこうという方向を出したところです。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） これでやめますが、１つ。同じようにニセコ以外で、公営住宅を２戸

建てのものをそのままにして、区画整理して売っていると。土地つきで全部売って、公営住宅

をなくすというようなことをやっているところもあります。僕が聞きたいのは、そういう他市

町村の状況をきちんと、いろいろな例を聞いて、政策的な比較をしてここまでいったというふ
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うに、全部ではないけれども努力をされたかどうかということが１点。 

 もう１つは、耐用年数が過ぎても住んでいる人たちの要望によって残すというのが、この間

からずっと、一般質問でも出ていました。そういうことがかなり反映されているなというふう

には思うのです。それは、今言った耐用年数が過ぎているにもかかわらず、そういう形でやっ

ていくということは、安全上は大丈夫なのか。それから国の基準などからいえばそういうこと

はクリアできるのかどうか。そこら辺あたりはどうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 耐用年数が過ぎているものをある程度手を加えてやろうとする場合、

さらに今後 30 年とか使う予定はありません。せいぜい 10 年から 20 年の間もてばいいかどうか

の、もちろん安全性の確認はコンクリートだとか、あるいはブロックを抜いて強度の調査は当

然した上でやる予定ではございます。 

 ですけれども、このことを議会の正式な席で言っていいかどうかわかりませんが、今入居し

ている方の年齢を個人個人全部押さえさせていただいています。そういう古いところほど、先

ほど言ったように高齢化率が高い状況でございます。言いづらいことですが、今 80 歳を過ぎた

方も相当いらっしゃいます。今後 20 年以上存命の可能性というのは非常に低いのではないかと

考えております。本当に失礼な言い方ですが。そうしたときに、そういうところのうち、４戸

長屋がほとんどですから、４戸長屋のうち、もし単身の高齢者が亡くなられてあいたときには、

そこは入居停止の措置を講じながら、４戸長屋のうち３戸あいたという状態になったら、１戸

の方にお願いをして団地内で住みかえていただいて、あいたところは取り壊す措置を講じて、

移っていただくところに関しては 10 年から 20 年の間もつような措置を講じた上で、そこに住

みかえていただく。そこは保全をしていくというような方針を立てさせていただいております。 

 ほかのまちの情報、どれほど十分に研究できたかわかりませんが、個人的なところでいきま

すと、北海道都市計画学会に住宅の関係の学者さんですとか、長らくそれに携わっている自治

体職員の方が参加しております。そういう人たちからもいろいろな地域の、例えば夕張などの

情報をいただいた上で、今回いろいろな勉強を事前にさせていただいた上で考えさせていただ

いております。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。 

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。僕もこれは常任委員会の所管でとる前に、住宅マスタ

ープランの見直しにあたっての討論は一般質問のほうでさせていただいています。 

 今までの住宅マスタープランというのは、前にも話しましたが、あくまで概念的なもの、例

えば道でつくり上げたものの部分を、僕もこういう言い方をしたら失礼になるかもしれないけ

れども、いいとこ取りでもってつくったマスタープラン。理想論と言うのか、そういったもの

で終わっていたような気がします。 

 ただ、今回この見直しにあたっては、今の白老町の実態をしっかり調査し、それも自分たち
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の足で、出向いてその実情をしっかり調査した上での、今回のこの計画書になっていると。そ

して、これから 20 年、30 年後の住宅事情もしっかり頭に入れながら、大渕委員が言われたよ

うに数値的な部分でしっかり打ち出してきているというところに、これからの白老町のまちが

どうなっていくのかというのが少し見えてくるような、そうした実行性の伴ったマスタープラ

ンになっていく。それが一番望ましいのだろうなと。 

 細かいところを見ると、まだまだいろいろなところが、不明確なところがありますけれども、

借り上げ住宅についてもそうだし、そういったものが、そういった方針に向けてしっかりと着

実なものにしていく。実効性のあるものにしていくということが大事なことなのだろうと思い

ますので、私のほうからは、今回こういった形の中でマスタープランが実行可能なものにして

いくべき計画に少しずつなりつつあるのだと、そういった経過を見せてもらいながら、１月で

すから、あと２カ月間くらいですか。その中で、もう少し煮詰まったものが出てくるのだろう

と思いますので、それに期待して、また数回こういった調査を行うと思いますが、その中での

説明を受けていきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） ありがとうございます。今後の私どもの日程のことをお話しさせて

いただきたいと思います。 

今町民向けに、皆さんにお示ししたものと同じものをパブリックコメントということで、町

民からの意見を募集しています。時間の関係で今月いっぱいということになっていますが、そ

れでいろいろなご意見をいただいたものを最大限取り入れるような修正をしたいと思っており

ます。その上で、検討委員会を最後は２月の末にやるということにさせていただいております。

というのは、最終的には国にまで報告しなければならないことになるので、それを年度内にと

いうことになっていますので、３月の上旬からは、道庁のほうと本格的な協議、承認をいただ

くために最終案を持ち込んで、検討していただくことになっております。それにも多少時間が

かかると思います。それが終わった上で、道のほうから国へ進達して最終的に計画ができると

いうことになります。ですから、手続き的なところが３月はかかってしまうなという状況なも

のですから、２月中には素案をまとめて検討委員会にはお諮りして、検討委員会から町長に答

申されて、それが道庁へ行くという流れにしたいと思います。 

 そういうことで、誠に勝手なお願いなのですが、できるのであれば、いろいろな助言・提案

を２月 20 日くらいまでにいただけるとありがたいなと思います。というのは、協議会に諮る資

料も１日くらいの間だと、私ども修正案を書いたりする時間、なかなか確保できないものです

から、できれば１週間程度時間をいただいて、委員会のほうからいろいろな提言をいただいた

ものを極力反映するような時間をいただければと考えているところです。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。 

 松田委員。 
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○委員（松田謙吾君） 松田です。今皆さんお話しされたとおり、この住宅マスタープランは

今までにないすばらしいものだと思うし、先ほど話を聞いていると、ボロボロ、黒い、ネズミ

が入る、傷んでいる、さびている。これだけ傷んでいる住宅が、このマスタープランで 10 年間

で直るのかなというのが、私は先ほどから思っておりました。ちょっと難しいのではないかと。

絵にかいたもちにならないように。 

 私は、例えば美園団地の住宅が、今これにあるように金額が出ているのですが、今あのよう

になった住宅全体が、白老のボロボロになった大きな原因は、結局住宅使用料を適切に投入し

ないからなのです。私もちょうど 40 年前に家を建てたのですが、坪５万円でした。15 坪だっ

たら 75 万円で建てているはずです。であれば、5,000 円ずつ家賃をもらえば、40 年で 200 数十

万円入るのです。一戸建て 70 万円くらいで建てているはずなのです。残りのお金は、本当は適

正にそれを住宅改善・修理に充てていれば、もっともっといい住宅になっているのです。ここ

のところが今まで一番の問題だったのです。 

 それはそれとして、すばらしい今の住宅係の方々が、みんなが言ったとおり、全くすばらし

い計画です。絵にかいたもちにならないようにしてほしいなとこれだけ思います。 

たまたま、きのう電話がきたのです。美園団地かな。ここで 17 年から 18 年借りているので

す。この人は入っているのだけど、借りているのだけれども、空になっているというのです。

その家賃は入っているのかどうか。名前もきちんと言ってきました。知っているでしょう、こ

の話は。こういう家が幾らもあるようなのです。この町内会でもう１つあるのです。この人も

借りて１回も入っていないそうです。荷物が入っていて、この人は出るとき隣の人に、「おれも

う来ないから、好きなものあなたたちにあげる。バイバイ」と出て行ったそうです。このまま

なのです。こういう家が随分あるようなのです。この二軒だけは、この人の町内会だから、き

のうです、電話がきたのは。 

そういう住宅が野放しにされているというのは、そういうのはたくさんあるのだろうか。そ

ういうのをきちんと。役場には何度も言っているそうです。でも居場所が分からないと。こう

いうものが 18 年も投げっ放しにしているそうです。だから、このような住宅が結構あるようだ

けれども、このようなものは整備をきちんとしなければだめです。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 順番が少し前後しますけれども、借りていて不在の方というほうか

らお話しさせてもらいたいと思います。これについては、私が来た２年前の春の時点では、13、

４件あったかと思います。やはり、今委員がおっしゃったとおり、なかなか対応に苦慮したこ

とは事実でございます。言いわけになるかもしれませんが、この約２年で４件、やっと対応で

きまして、現時点で不在者のところ９件となってございます。今言われた方についても、やっ

と連絡先も私ども押さえて対応はさせていただいているのですが、入院されていたり、いろい

ろな事情でなかなかお会いできない。電話番号までは何とかたどり着けても、１回電話したき

り、今度来ると言ったきりお会いできないだとかというところが、実はまだ９件ございます。

それは、全部リストをつくって、定期的に、私も含めて歩いたりさせていただいていますので、



 35 

少しずつですが解消は図っていきたいと考えていますので、そこでご理解いただけたらと思い

ます。一応は、全部押さえているつもりでございますし、今回、入居者懇談会の中でも、そう

いうご指摘もいただきました。逆にそういう方から住所を教えていただいたりした件も、１件

だけですがございましたので、そういうふうな対応もして、何とか不在者解消に向けて努力し

たいと考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 あと２点です。少しご説明が足りなかったところがあろうかと思いますが、実は、ストック

計画の 23 ページに修繕費の試算というのを入れてございます。これは、出入りがすごくあるの

ですが、今後このくらいの確保をしたいということで提案させていただいています。ですから、

この計画に文字として載らないものであっても、先ほど申したひどいところなども、この経常

修繕費の中で私たちも言われたら当然対応しますし、パトロールの中で見つけたときには、そ

ういう修繕もさせていただきたいと考えております。ですから、ここの計画書に出た長いもの

ばかりではなく、経常修繕の中でも相当いろいろなものが対応していけるのではないかと考え

ています。入居者懇談会の折にも、私のうちを見てくれとか、俺のうちを見てくれという人は

おりました。私も、このメンバーで一緒に行って、現地から事業者さんに来ていただいて修繕

したものも相当な数あります。そういう対応をこれからもしていきたいと思いますので、その

辺もご理解いただきたいと思います。 

 前にも松田委員のほうから言われていた、使用料は修繕費なのだから、それを適正に利用し

ていく必要があるのではないか。というのは、全く私も同感でございます。言葉としては弱い

のかもしれませんが、松田委員がおっしゃったことが記憶に残っていましたので、少しだけ表

現させていただいたのが、同じく 26 ページでございます。26 ページの財政基盤の確立のとこ

ろの３行目、一番最後のところです。「住宅使用料の使用目的に沿った充当・運用などに努めま

す。」というような表現をさせていただきました。これは、担当者にとっては最大限の抵抗の表

現くらいのなのです。というのは、財政当局ともいろいろ議論しなければなりません。この言

葉が実は残ってしまっても困る問題ですが、気持ちは十分わかったつもりでこういう表現にさ

せていただいていまして、使用料は預かったお金という認識でおります。それを適切に修繕な

りに充てていただくように、財政当局にも私のほうからも働きかけを強くしていきたいと思っ

ておりますので、その辺もご理解いただければと思います。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） よくわかりました。それで、公営住宅入居者の家賃状況とあります。

これに分位という言葉を使っています。分位と言ったら牛の肉のことだよ。何か言葉使いが変

だと思って聞いていたのです。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 駐車場のことです。あれはどこでも全部あるのですか。どういうふう

になっているのですか。みんなはわかっているのか、僕はわからないのです。どこがどうなっ

て、この公住には駐車場はいらないよ。ここはいるよ。いるけどお金はもらうよ。というのは
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いいけれど、そこら辺どのような決まりになっているのですか、公営住宅法では。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 大ざっぱに言いますと、古い公営住宅には、明確な意味での駐車場

というのは存在していません。たまたまとめられるスペースがあったり、畑で使っているよう

なところに車をとめたりというのはありますが、新しいところに関して言いますと、日の出で

すとか、青葉、竹っ子などには駐車スペースはあります。 

それに基づいて正式な舗装をしたところにだけ、従来は料金を月 1,500 円いただいておりま

した。そのほかのところは、美園の４階などについても駐車スペースはありましたが、砂利の

ままでして、穴があいたりしますので、私たちで結構なお金をかけて砂利を入れたりはしてい

たのです。それでもやはり、冬になると滑るだとか、いろいろな苦情があったり、駐車場が少

ないために、ご存じだと思いますが、美園の４階建て周辺、すごく不法な駐車で除雪も困って

いるような状態もありました。そういうことをあわせて、昨年入居者懇談会というのを、駐車

場対象に２晩ほど開かせていただいて、簡易舗装させていただいて、月額 500 円いただきたい

ということで、役員の方との懇談を入れると４回ほど、皆さんと懇談させていただいて、21 年

度から、５月に工事をさせていただいて６月から 500 円いただいております。 

そのときに、美園に関して言うと北側の分、平屋の分も２期に分けて今後、駐車場整備を行

って、主たる目的は違法駐車の排除ということになりますけれども、その得た収入で、先ほど

言いました附帯施設、駐車場ばかりではなくて、駐車場に附帯しているようなガードレールで

すとか、照明灯などの修繕にも使わせていただきたいということでお話をさせていただいて、

今の時点では、美園地区だけそういうお話はついています。 

今後は、ほかのところでもあいているスペースなどもありますから、駐車場がいいのか、場

合によっては物置が足りないという方が多いのか、家庭菜園にしたいのか、それはわかりませ

んから、入居者ともいろいろ相談した上で、周辺の町有地の有効活用を図りながら、一部有償

で貸しつけて収入を得ていくような努力をして、補修財源していきたいというふうには考えて

おります。 

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。そうすると、竹っ子とか青葉とか、そこは 1,500 円も

らっているということですね。車持っている人は全部から。駐車場がないところは、車庫証明

などは、全然関係ない話ですが、どうするのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 小林主幹。 

○主幹（小林繁樹君） 車庫証明につきましては、一軒につき 400 円手数料代ということでい

ただいています。 

○委員（大渕紀夫君） それは取れるのですね。土地があるのですね。 

○主幹（小林繁樹君） その分につきましては確保しております。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 
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○建設課長（星 貢君） 土地はあるのです。あるから許可も出していますが、そこを整備す

ることによって、先ほど申したように多少の収入を得ていく努力をこれからしていきたいと考

えでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 美園団地は、あの車ちょっとひどすぎる。お金取るというのはよくわ

からないけれど、合意が得られるのなら、お金もらってもいいから整備してあげて、やはりあ

れだけ車がとまっているというのは異常としか思えないです。道路に。４階建てと２階建ての

間すごい。片側１車線しかないのに。 

そこのお宅にも、僕個人的に行ったけれども、施設のところも何か駐車場みたいになってい

るのです。そういうのはきちんと指導したほうがいいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 今おっしゃったところはまさしく、きょうここへ来る前、９時過ぎ

から苦情がありまして、私現地に行っていろいろお願いをして、それで出席やっと間に合った

ところでございました。これからも、ひどいときには注意もしていきたいと思っています。 

現時点では、古くに建てたところですから、車が一家に１台平均の時代の設計になっている

かと思います。ですから、美園の４階でさえ、全部に該当する駐車場は設けられていないくら

いなのです。少し足りないくらいなのです。技師によくよく現地を見てもらったところ、スペ

ースをうまく使って、今は少なくても一家に１台くらいのスペースプラスお客様用ということ

で、無料のスペースを少しだけ設けるようなことはやっとできたと思います。 

ただ、雇用促進住宅と平屋の横に、今あいている町有地がございますので、確かに遠いとい

いう苦情はございましたが、そこに駐車スペースを設けてセカンドカーの駐車場スペースと、

平屋の駐車スペースは確保したいと思っていまして、今度の予算提案をさせていただきたいと

思っているところでございます。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） 何せ予算もない折り、なかなか古い住宅を守るということは大変な

ことだと思います。ただ、先ほど来からもおっしゃられていますが、安全・安心という観点か

ら、事故が起きてからでは遅いので、お金あるなしにかかわらず、事故が起きそうな部分につ

いては早急に対処すると。入っている人たちに苦情を言われてからでは、間に合わないという

ときもあると思います。ですから、でき得る限りそういう状況をよく管理しながら進めていた

だきたいとこのように考えます。 

それでは、ないようですので、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５７分 

                                         

再開 午後 １時５８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。 
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星建設課長のほうから、２月 20 日ころまでにまとめてくださいということなのです。その

ことがあるものですから、先だって、松田委員のほうから建設業の実態について調査をしよう

ということだったのですが、ある程度調査しましたら 99％が会計課の範疇にありまして、それ

は私どもの管轄外なのです。総務文教常任委員会のほうの管轄でありましてで、うちではでき

ないのです。 

それで、これから新たに１つ選ぶか、それから例えばきょう受けけたことをもう１回継続し

て、もう１日話し合うか、あるいはこれをこのまままとめるか。その辺３通りくらいあるので

すが、どういうふうにしたらいいかということの相談なのですが。 

あくまでも、この前言っていた建設業の実態についてということについては、これは管轄外

ですのでできないのです。残念ながら。この前僕も、建設課に附帯ということで聞こうという

話をしていたのですが、それも基本的にだめなのです。どうすれば一番いいかということを相

談したいのです。 

今これの説明を受けたまとめについては、ここで今まとめてもいいのですけれども、今まと

めるか、９日、10 日のどちらかでまとめて、９日、10 日の 1 日に短縮して、この結果で出すか。

新たに１つとるというのも難しいかな。どうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０２分 

                                         

再開 午後 ２時１２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。 

今後の日程についてですが、白老町住宅政策検討委員会という会がございますので、その会

から議事録をいただいて、それを各委員に配布していただくと。その議事録を主体にしつつ、

２月９日に常任委員会を開いて、建設課側からも来ていただいて、再度質疑の時間を設けて進

めるということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） なおかつ、公営住宅に入っている方々のところに、でき得る限り議

員が訪問していただいて、現況を聞いていただくということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） そういうことで進めたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは、以上で建設厚生常任委員会は終了いたします。 

（午後 ２時１４分） 


