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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 ２月 ９日(火曜日) 

   開 会  午前 ９時５９分 

   閉 会  午後 １時４３分 

                                         

○会議に付した事件 

１．住宅に関する計画策定について 

・委員会のまとめについて 

２．その他について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長  玉 井 昭 一 君      副 委 員 長  氏 家 裕 治 君 

委   員  大 渕 紀 夫 君      委   員  西 田 祐 子 君 

委   員  松 田 謙 吾 君      委   員  山 本 浩 平 君 

委   員  熊 谷 雅 史 君      議   長  堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のために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 

                                         

○職務のために出席した事務局職員 

事 務 局 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） 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） きょうは、住宅に関する計画策定についてという町側の説明があり

まして、それについてのまとめをしたいと。まず２月 20 日にまでに助言を提言していただきた

い、提案していただきたいという町側の要望でございますので、皆さんがこれはどうしても載せ

たいというものがありましたら、皆さんのほうから提案いただきたいと思います。先だって説明

いただいた資料に基づいて進めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

項目がありすぎで出てきませんか。あるのでしょうけれど。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。私も何軒かお話を聞く中で、また、今回の除雪の関係

もすごく影響しているかに思うのですけれど。例えば、身障者住宅、それから高齢者が多く住ん

でいらっしゃるような町営住宅だとか。それは今回の住宅マスタープランにも載せられている町

なか居住という考え方からいうと、広範囲に住宅が広がっていると、それだけ除雪の体制やなん

かもスムーズに行かないというのが現状にあるというのは、もうはっきりしていることなのです。

ですからやはり、これからは高齢化社会を迎えていくのは現実、目の前になっているわけですか

ら、町なか居住という考え方、これは決して白老大町商店街を中心とした町なか居住という形だ

けではなくて、萩野は萩野、北吉原は北吉原、竹浦は竹浦、虎杖浜は虎杖浜という形の中で、や

はりある程度中心部にそういった商店街だとかいろいろなものがあるとは限らないけれど、そう

いったところに集中させることが、これからの高齢者に優しいまちづくりにもなるのではないか

なと思いますので、そういった面ではこの町なか居住という考え方を決してペーパーだけのプラ

ンに終わらせないように、しっかりとそういった部分も踏まえて、盛り込んでいっていただくよ

うに、提案していければいいかなと思います。今回の除雪費にしましても、やはりいろいろこれ

からのまちづくりを考えたときに、いろいろなところに点在して居住先があったりすると、極端

な話、それだけ除雪費もかさみますよね。まちづくり全体のことを考えても、町なか居住という

ことは、本当にしっかり真剣に、いろいろな観点から、新たな公共事業という考え方もあるでし

ょうし、そういった民間の企業の力も借りながら、行政がしっかり取り組んでいく一つのいいプ

ランだと私は思いますので、そこにはやはり、高齢者に優しいまちづくりということも観点に盛

り込んでやっていただきたいなというところで提案していきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。今の住宅プランを見てみますと、ずっと調べてみると、と

にかく町営住宅は、半分ぐらいは対応年数を越えている。言うなれば、950 あまりのやつが、四

百二、三十が、対応年数が越える。言うなれば、四十数年たっている。そんな中で持ち家住宅も

今、9,000 あまりある持ち家住宅が、この住宅プランからいくと、平成 26 年までに 1,100 あま
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り減ってしまう。そうなれば、わずか５年で 1,100 減るというのですから、持ち家住宅が 31 年

まで 10 年すると、恐らく 2,000 単位で減るのかなと。人口も１万 7,400 と言っていますから、

二千五、六百減るわけですから、持ち家住宅も減るのだろうと思います。 

 もう１つは、今、保育所の統合、また竹中、虎中の統合も含めて、分散している温泉地帯が、

一段と高齢化がどんどんと進んでいる。こうなってくると、私は町の形成が、少なくとも、社台

から虎杖浜まで地域に分かれているのですが、急速に高齢化と合わせて中学校の統廃合を含める

と、町ががらりと変わるような気がしてならないのです。その上に萩野地区である 70 あまりの

町営住宅が、全部耐価年数を越えている。言うなれば、あと 10 年、15 年で今、町営住宅といい

ながらも、なくなってしまうのです。ですから私は、そのほかに気になっているのが、民間住宅

が 650 ぐらいこの 10 年で建ったと言っているのですけれど、すべて白老に集中している。その

民間住宅も随分空き家があると聞いている。その中でこの間大町振興のために白老に住宅を建て

るのだと。これははっきり言っています。萩野に建てるとは言っていない。そうなってくると、

町なか住宅、まち中に今、民間住宅の賃貸住宅が、白老の中に空き家がいっぱいあるわけです。

その中で白老に 32 棟建てるとこの計画ではなっているのですが、こういうことからいくと、賃

貸住宅、民間住宅の圧迫にもなるし、それから、人口が減ってきて、虎杖浜、竹浦、北吉原も含

めて、まちの形成がなされるのかなと。持ち家住宅も先ほど言ったように 2,000 戸ほど減ってい

く。どこが減るかわかりません。こういうことを考えると、私は町なか住宅ももう少しきちっと

した考え方で、持ち論萩野もそうなのですが、もうちょっときちっとした考え方に立たないと、

この人口減を見据えてやらないと、公開するような大きなことになるのではないかと思うので。

私はそう思ったから、この間もこの委員会これもう少し検討したほうがいいのではないかなと思

ったのですが。余り急いで・・・。 

 それからもう１つは、520 あまりの耐用年数が越えた住宅に家賃は平均 2,000 円から 3,000 円

ぐらいですよね。ここに今、入っている方の思いをそのまま汲み取ってお金を掛けていいのか。

本当に最低限の最低限で維持していくような考え方に立たないと、むしろ新しい住宅を建てる考

え方に立っていかないと、将来のまち並み形成をどうなのかなと。私はこの辺を一番心配します。

ですから、町なか住宅も、ただ漠然の町なか住宅でなく、そういうのも見越した、きちっとした

経営学であるのかなという思いがするのです。 

○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。今の話にも関連しながら、この間も話をしていたのですけ

れど。議運の中でもちょっと話をしたのだけれど。要するに、今、言われたのは、白老の将来像、

人口減に対する、今の視点は１つ住宅から出ていると。もう１つは、ドッキングしているのだけ

れど、切り離して、本当に白老の人口がどうなっていくのか、そしてその人口に対する対応を、

人口減に対する対応をどうするのかというあたりを、議会としてきちっと政策化しないと、私は

だめだと思っているのです。そういうものがないと、何か、１万 7,000 人になっていいのか、悪

いのかという議論でもちろんあるのだけれど、減らさないのにどうするのか。ふやすということ

がないのだとしたら、どれくらいの人口が白老にとって必要なのかというあたりを含めて、産業、
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住む所、生活形態、年齢構成、そういうことを１回分析して、きちっと政策化を町がやるのに任

せるのでなくて、議会が独自にいろいろな調査をして、私は１つやるべきだろうというのが一つ

です。混在しないで、別にやったらどうかと。そこが、例えば、ここではなじまないかもしれな

いけれど、議会運営委員会で私が言った政策研究会の中で、そういうテーマを取り上げて、５人

なら５人、７人なら７人の政策研究会のスタッフをつくって、そこで徹底的に議論するというよ

うなことが１つ必要ではないのかということが一つ。それからもう一つ。これを見ると、例えば

借り上げ公営住宅というところに古いところから転居をして、まず財政支援はできないという書

き方なのです。ということは、今までの公営住宅は、新しく建てた場合は、生活困窮者も今は新

しいところに移れるような仕組みになっています。ところが借り上げ公営住宅になったら、それ

はできないとこの中に書いてあるのです。この住宅検討委員会の中の文章の中にあるのだけれど、

そうなると、本当に借り上げ公営住宅、要するに、町なかにつくると言われている借り上げ公営

住宅というのは、住宅困窮者に対しての対応になり得るのかと。まちをつくるために住宅をつく

るのか、家が必要な人のために公営住宅というのはあるのかという、ここら辺がはっきりしない

とだめでないのかなという気がするのです。３万円以下の家賃はだめだというのですから。今、

2,000 円の人はどうするのですか。この書き方でいうと、そこへは入られないということなのだ

から。そしたら、2,000 円の人は対応年数がどんどん過ぎていくと。お金を掛けないで借り上げ

公営住宅しかつくらないとしたら、一体その人達はどうなるのか。対応年数が過ぎたところにず

っと耐震化工事をやって居られるというのであれば、また話は別ですが。そうしたら、減らない

のです。死んだ人の分だけ減らしていくのか。だけれどそうしたら、今度ふえてくるわけです。

高齢者がふえるのだから。本当に町なかの借り上げ公営住宅はそういう役割を果たすのかという

あたりが、もうちょっとがりっとやらないと、私はだめなような気がするのです。これに、検討

委員会の中に、そうやって書いてあるのです。そうしたら、2,000 円とか 3,000 円で入っている

人たちはどうするのですか。この中に書いてあるのは、少しずつ壊して、一番程度のいいところ

に移していくのだというのだけれど、高齢者はふえていくのだから。その対応できるのかという

ことにならないのですか、という気はすごくしています。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 山本です。ご指摘あったことはごもっともというか、そういったこと

が想定されるから、その辺も同時にいろいろと考えていかなければならないことではあるとは思

うのですけれど。私は今回のこの計画を擁護する立場というか、決してマイナスなことばかりで

はないというふうに考えているわけです。この前消費者協会との懇談会がありましたけれど、私

はちょっと身内の不幸等々がございまして、欠席だったわけなのですけれど、大町商店街の活性

化といってもなかなかこれは、対外的な状況、車社会でもある、品揃えの揃っているところが近

隣の市等々にもある、あるいは後継者不足、そういったこともありますので、大町商店街の活性

化といっても、なかなか打つ手立てというのは、本当に難しいと思うのですけれど。一つの考え

方として、町なかにそういったものをつくって、少しでも歩いて買い物に行けるような方々のた

めに近くにつくるということも、決してマイナスではないのかなというふうに思います。昔、私
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が子供の頃は、鉄道から向こう側、末広、あの辺は全部野地で、住宅なんか建っていないような

状態で、その当時はみんなこちらの鉄南ばかりだったわけです。それが今は非常に向こうに集中

している。逆に、車のさびですとか、屋根のさびですとか、そういったこと、あるいは庭だとか

を考えると、鉄南より鉄北のほうが環境的に少しいいのかなというところもあって、どんどん向

こう側に伸びているとは思うのですけれど。やはりこちらの中心部をどんどん減少するようなこ

との一つの手立てとして、こういったことをやってみるのも悪くはないのかなと思いますので、

まずは今回の借り上げ住宅の制度、これは私は注視して見ていきたいと思うし、まずやってみて

どうだったのかということを、検証するのも１つかなと。何もやらないよりは、やったほうがい

いのかなというのが１つと。もう１つは、解体でお金がかかることを想定しながらこれ、民活で

やるわけです。その部分でも非常に町の財政的な面を考えるとプラスの面もあるので、決して悪

いことばかりではないのかなというふうに思いますので、私は注目して見ていきたいなというふ

うには考えています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 私、皆さんが話していることが、この計画に対して、悪いとかいい

とかということではないと思うのです。この中でもこういうふうにしたらいいのではないかとい

う意見が、今、出ているわけですから。よしあしではなくて。もちろん素晴らしいことだと、私

も思っています。だから、この中でどういうことを提言したらいいかということを今、言ってい

るわけですから。ですから、それに対しての意見ですから、どしどし出していただきたいと思い

ます。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。私はこの計画ということに対しまして、今回のマスタープ

ランの２ページのところで、計画体制というところで、白老町住宅政策検討委員会というところ

で、北海道とか、事務局とか、いろいろ、住民と関係課長と入って、そこで検討委員会でいろい

ろ計画を決定すると。それを、町議会が報告を受けるという形になっているのです。ところが、

実際に２回ほどなされた政策検討委員会の議事録を見ましたら、ほとんど一般の方というのです

か、何も発言していらっしゃらないのです。これは正直申し上げまして、私はこの検討委員会自

体が、果たして住民のニーズとか、あらゆる観点から、この内容を検討されているのかどうなの

か、この議事録を読んだ限りでは、把握できなかったものですから、そういうことを考えた場合、

先ほど大渕委員とか松田委員が言ってらっしゃったように、やはり議会としても、これはきちっ

と、そこに意見を申し述べられるような何か方法を取ったほうがいいのではないかなと。なんと

なくですけれど。実際にほかの町村では、この住宅マスタープランとか、総合計画とか、こうい

うものに議会として議決事項にするとか、いろいろなことをやっているところもありますし、今

回説明を受けた内容なんか見ましても、白老町として随分長い間この住宅マスタープランという

のですか、ストック総合活用計画とか、こういうものを手を入れてこなかった結果が、今日正直

言って、担当課のほうもどこから手をつけいていい状態かわからないぐらいまで行ってしまった

のではないかなと。ですからやはり、大渕委員とか松田委員がおっしゃっているように、もっと

議会のほうで提言できる、そういうようなものが必要ではないかなと思っております。これが委

員会のほうでできるようにするか、しないか、これから皆さんのお考えだと思うのですけれど、
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それは、そう感じております。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今回の住宅マスタープランもろもろ、担当課非常に努力されて、今ま

でかつてない進行表もつくって、我々に示していただいたということについては、非常に経緯を

評したいと。ただ、財政的な部分のところでやはり、前回も指摘というか、質疑があったのだけ

れど、新財政改革プログラム、これに沿って一応影響のないようにということの担当課は言って

いるけれど、この計画を進めるにあたってのかかる予算ですね、これがしっかり担保されている

のかというところにすごく疑問を感じています。これは皆さんの意見も尊重したいとは思います

けれど、私としては、なるべくこれは町側に担当課が一生懸命やっている部分のところも評価し

つつ、やはり財政的に担保をきちっとすべきということは、委員会としては言うべきかなという

ふうに思っています。 

 それともう１点。やはり、官から民へという考え方が、非常にこのマスタープランの中でも強

い部分があるのです。維持管理の部分のところも、主査、主任からいろいろスライドだとか、状

況を聞きましたけれど、先ほど松田委員もおっしゃったように、低家賃で入って、いずれはなく

なるようにしていくという考え方はわかるのだけれど、いっぱいお金を掛けていいのかという部

分もあるし、いろいろなところの対応というか、入られている方の、「お風呂ないからお風呂ど

うですか」と言ったら、「お風呂より壁を直して」だとか、「屋根を直して」という意見がありま

したということ。あれも聞いていて、非常にきめ細かい対応をしているなと。ただそれを、逆に、

民間のほうに維持管理もお願いできるようなシステムが、このマスタープランの中でできないの

かと。それを考えていただきたいなと、私は一つの提言として言いたいなと思っています。以上

です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。 

 今までお話を聞いておりますと、議会である程度の考え方を示すべきではないかという意見が、

お三方から出ております。その辺をどういうふうに進めるべきかと。ただこれを、意見だけ言っ

たのでは済まないような気がするのですが、この辺についてはどうですか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） まずそこに入る前に、今、熊谷委員が言われた、この計画に伴う

財政的な予算の担保ということだったのですけれど、その辺もっと具体的に教えていただきたい

なと思うのですけれど。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私が聞き及んでいる中身の絡みでは、確かに国からの長期計画住宅資

金だとか、いろいろなものを使えますと。それから、今、居住されている方の家賃も修繕費とし

て、お預かりしているという感覚でやります、やりたいですと言っているのだけれど、結局家賃

で入っているものがすべからくこのマスタープランの計画に使われるかどうかというのは、私は

疑問だなと思ったのです。担当課はそうしたいとは言っているけれど。だから、新財政プログラ

ムの中で、修繕費は予算として持っているのだけれど、ただ、新たな計画のところで、運用して

いくお金が財政改革プログラムの住宅費というか、それと整合性をもって、ちゃんと担保してい
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けるのかなと。それに不安を感じたという話なのです。だからそれをきちっとしなさいと。計画

通り、担当課が言っているように、きちっとしてやりなさいということを、議会としては言うべ

きではないかということなのです。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） まずこの計画というのは、あくまでも住宅に絞った計画ですよね。

白老町の将来像、まちづくり全体を考えた中で、議会がもし提案をしようとするとすれば、確か

にそれは、私、大事なことだと思います。大事なことだと思いますけれど、それは議会の１つの

提言として上げていくべきだと私は思いますけれど。それにもし時間をかけたときに、今、熊谷

委員が言われた、地域住宅交付金のこの取り扱い、これがどうなるのか。もしこれが受けられな

いということになると、本当に財政改革プログラムに大きな影響もくると私は思うのです。それ

も承知の上で議会が取り組むのだとすれば、それだけの覚悟をして、この住宅マスタープランの

住宅長寿命化計画、これ自体も見直していかなければいけない形になってくるのではないかなと、

私は思うのだけれど。その辺を皆さんがどう考えるかということだと私は思うのです。ですから、

白老町の将来像、大事なことです。高齢化社会になっていく、皆さんが言われたことはそこに１

つ集約されていくから。白老だけではなくて、萩野、北吉原、竹浦、虎杖浜全体の町並みも変わ

ってくるだろうと。そういう考え方も、そのとおりだと思います。その中で、これを時間があれ

ば政策研究会なんかで取り組んで、本当にしっかりしたまちづくりから、１つの模型みたいなも

のをつくりながら、ここは産業地域だとか、ここは高齢者地域だとか、ここは若い人たちの層だ

とか、学校周辺だとかというのは、できるかもしれないけれど、なかなか。今の長寿命化計画と、

この住宅マスタープラン、そして住宅ストック総合計画、こういったものを連動していったとき

に、地域交付金というのが、この計画の中ではすごくネックになっている。私は、そういう感じ

がするのだけれど。議会として、そういったものも含めて検討するということになると、相当な

覚悟がいるのではないかと私自身思うのです。その辺についての意見を、皆さんからちょっとお

聞きしたいなと思いますけれど。 

○委員長（玉井昭一君） 今、氏家副委員長からそういう提案が出ましたけれど、まさにその

とおりだと私も思っております。それをここでどういうふうにするかということになれば、時間

がいるかなと思うけれど。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけれど、今回のこのプランというのは、この間も言ったよう

に、私は分析はかなりよくされていると思っています。ただ、１回か２回のこの常任委員会、本

当にこれから何年間も自前の公営住宅を建てなくていいのか、借り上げ公営住宅だけでいいのか、

そういうことを議会がほとんど、皆さんは深い議論をしていると思っているかもしれないけれど、

私から見たら、深い議論がない中で、今まで営々として白老町がつくってきた公営住宅のこのも

のを、あと何十年間も借り上げ公営住宅だけで行くなんてことを、今ぐらいの議論で決めていい

のかなと。松田委員が言っているのは、そういうことだと思うのです。私は、このことは大変な

ことです。ですから、間違ったというわけにはいかないわけです。そのとき議会がどれだけ深い

議論をしたの。いやいや２回たまたま説明を受けて、借り上げ公営住宅、これはいいものだなと
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決めたのだよと。そんなことで議会の責任なんか私は取れないと思うのです。だから、今、氏家

副委員長が言った、お金に間に合う、間に合わないという話は確かにあるのです。それに合わせ

てやるのか。そこのところはクリアするけれど、ここのところは置くのか、そういうことが技術

的にできないのかどうか、面倒くさいことで長くやろうとか、たくさんやろうとか思っているの

ではないのです。だけれど、議会として責任を持つ、責任を負うということは、私はそういうこ

とが議論されていないと。だって、初めてやる方策が、平成 31 年まで 40 戸の借り上げ公営住宅

のみで白老の住宅政策を持っていくというのです。その中身です。我々がどれくらい知っている

か。それも、ほとんど字白老の大町地区に。私、もっと言えば、公営住宅というのは、大町商店

街のためにつくるのですか。入っている人のために公営住宅というのはつくるのではないですか。

大町商店街のために公営住宅をつくるのであれば、もっと違った形でやればいい。何階建だって

建てればいい。違いますよ。私は入る人のため、本当に利便性がある。それは、歩いて買い物に

来る。竹浦だって、虎杖浜だって、歩いて買い物できる店を隣につくればいいとならないかとい

うことを私は言っているのです。だから、そういうことを理論的にきちっと整理して議会がやら

ないと、大町商店街のために公営住宅をするのだといったら、みんなわかっていると思います。

だけれど、そういうふうに受けとめられるような中身ではだめなのです。そこをちゃんと理論的

に議会が解明していないと、聞かれたときに、萩野住宅全部なくなって、旭ヶ丘は 24 しかなく

なるのです。あとは全部壊してしまうのです。そうしたら、萩野の人は全部白老に来るのですか

ということになるのです。そういうことまで本当に考えてやらないと、私は議会としての役割と

いうか、チェック機能というのは、そういうところにあるのではないかと思っているから言って

いるのです。だから、金の問題だとか、もちろん私もわかっています。だから、それをクリアし

ながらもしかし、本当に町民が納得できる形を議会が取らないとだめだと。ただ、今回のマスタ

ープランというのは、分析なんかは非常によくできているということは、私もそれは認めます。

だからといって、政策的にこれが全部正しいかどうかというのは、私はちょっと違うような気が

しているのです。そこだけはやはりきちっと言っておかないと、議会の立場としてだめだと思っ

ていますから。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私も、大渕委員の言われるとおりだと思いますし、決して大町商

店街だけのことの町なか居住という考え方というのは、皆さんの頭から外していただきたいと思

うし、先ほども言ったように、萩野は萩野の考え方もある。また、北吉原は北吉原の、そういっ

た住宅の考え方があるでしょう。そういったものを、このプランの中にどうやって私達の意見が

盛り込まれるかということが大事なことであって、ただ、この長寿命化計画というのは、今、現

存する町営住宅、耐用年数を超えた公営住宅の維持、補修のために必要なお金を引き出すための

ものですよね。ですからこれは、今の財政状況の中で、本当に今、住まわれている方が 70 歳、

80 歳の方々がいる。例えば将来的に、10 年先、20 年先のことを考えて私達がやるのだったら、

それはそれなりの計画ができるでしょうと私は思うのだけれど。でも今、必要なものもあるので

はないかなと思うのです。ですから、そういったものをどうやってこの計画に盛り込ませること
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ができるのか、今月 20 日までに何かそういったいろいろな意見があれば出してほしいという行

政側の意図が、もしその時期までに意見を集約できなければ、この長寿命化計画の中の地域住宅

交付金の申請に間に合わないという話であれば、そこは真剣に議論しなければいけないでしょう

し。ですから、私もそのとおりだと思うのです。本当にこれから 10 年後、20 年後の白老町、先

ほど平成 26 年といいましたか、26 年、30 年というそういう時代をにらんだときには、本当にし

っかりしたまちを考えて、これからの住宅政策はしていかなければいけないと思います。思うけ

れど、今、暮らしている人方もいるということも、現実に考えていかなければいけないなと。私

はこの間ずっと話を聞いていて、計画はいいけれど、今のこの状況を何とかしてほしいという

方々の声もあるということを現実として、これは行政側が足を運んでいろいろな、今回の計画に

盛り込まれたということも考慮すると、そこもしっかり議会としては議論した中で、このマスタ

ープランについての意見を述べていかなければいけないのではないかなと、私はそういうふうに

思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。そのとおりなのです。私は今回のマスタープランの見直し

は、２つあると思うのです。１つは借り上げ住宅、１つは長寿化。古い住宅を直していく。今回

国が長寿化と言っているのですが、白老の住宅は先ほども言ったけれど、520 戸あまりが、５割

超えるやつが、言うなれば耐用年数を超えているわけです。家賃が 2,000 円から 3,000 円。そこ

に国の政策で 45％補助金が来るとはいえ、四十数年たった家に計画通りお金を掛けて、また十

数年したらだめになるわけです。ぼろぼろなのだから。その政策に、そこのところにそれだけお

金をかけていいのか。それだったら私は、もう少し古い住宅を建て替えるぐらいの計画をきちっ

とすべきだろうと、こう思うのです。 

それから借り上げにしても、先ほども言って、繰り返して悪いのですが。白老で借り上げ民間

賃貸住宅が随分建ちました。言うなれば、この大町付近に。これが随分空いていると聞いていま

す。この住宅の借りる方策だってたくさんあるわけです。今、緊急のことを考えるのであれば。

そういうことを考えると、なおかつ人口が減ってくるし、今、民間でも空き家住宅になって、行

政としては手を差し伸べるのは当たり前の話なのです。そこに町がどんどん 10 年間で建て直し

ていくということは、そういう圧迫にもなるし、だからもう少し慎重に私は、今、入っている方

には悪いのですが、わずか 2,000 円か 3,000 円の低家賃ですから、やはり多少は、町も手を差し

伸べると同時に、自分達も多少直して使うぐらいの提言をしながら、行政が「もう少し直して使

ってください」と。きょう風がびゅうびゅう入って雨が降るようなやつは、これは当たり前な話

です。ですから、そういうものの考え方で、もうちょっと変えるべきでないかと。ここにどんど

ん 10 年間でこの古い住宅にかけて、10 年後に 12、13 年したらだれも入らなくなったら、この

プランには「何の意味があるの」と言いたいわけです。確か平成７年にも議会上げて、あちらこ

ちらに視察に行って、プランをつくったことがあるのです。16 年に新しいプランをつくり直し

た。それから３年ですか、４年ですか、今、見直しなのですが。いずれにしても先ほど熊谷委員

も言っていたけれど、このプランが本当にそのとおり行くのかどうかということだって、心配さ
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れることはまたあるのです。ですから私は、ここだから言うのだけれど、入っている人方には言

えないけれど、この住宅長寿化プラン、あの古い、少なくとも耐化建築、耐化年数越えたやつに

は、余り金を掛けるべきでない。これをまずこのプランに物言うのだったら、それを言いたいの

です。 

 それからもう１つは、萩野の住宅、旭ヶ丘団地が 56、萩野団地７、はまなす８、これもすべ

て 10 年間で耐用年数超えるのです。ですから、萩野も警察署ある、郵便局あり、銀行あり、病

院ある。だから、今、このプランでは大町とはっきり言っています。ですから私が言いたいのは、

やはり萩野だって。それから先ほど中学校のことだって、虎杖浜だって、竹浦だって、やはりき

ちっとしたものの考え方で、６つの長いまちに形勢されている、その辺ももう少しきちっと物を

考えて、計画を考えるべきだというのが私の考え方なのです。 

○委員長（玉井昭一君） ありがとうございました。それぞれ皆さんの意見が出されました。

今、松田委員も言われたように、先ほど一番初めに氏家副委員長も言ったと思います。社台から

虎杖浜までトータル的に考えて、この計画を進めるべきだというのが１点重要なことだと思いま

すが、いずれにしても今まで言われたことを総合的に勘案しながら意見書をつくったとして、そ

れだけでいいのかなというふうに思うのですが、その辺はどうですか。先ほど大渕委員も言われ

たように、もうちょっと議会が主体性を持って進めるべきではないかという意見が、相当出てお

りますが。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど私、計画そのものについては肯定的な意見は述べさせていただ

いたわけでございますけれど、この策定の経過や段階、これについてはやはり、もう少し慎重に

すべきだったかなという反省はあるというふうに思います。この２ページに書かれている計画体

制の図を見ると、道、北海道から助言をいただいて、事務局が素案をつくって、検討委員会で計

画をつくって、計画決定したものを町長にという矢印です。そして、議会に対して報告というこ

とになっていますけれど。実は私、今、今というか、非常に心配しているものが１つあるのは、

実は、この前この委員会で説明のあった冒頭に策定委員会のものが記事に載ってしまって、議会

に謝罪みたいな話ありました。実はこれ、議会だけならまだいいのだけれど、これ、本当がどう

かわかりません。ちょっと二、三聞きかじった話の中で、実は庁舎内でのコンセンサスがまだ十

分でなかったと。それもちょっと問題になっていたという話を、私、ちょっと聞いたのです。非

常にそれは一番心配なことでもありますし、きょうの委員会をやっている中で、皆さん非常に心

配されるご意見や、計画そのものに対しても、今後公営住宅そのものをすべて民活でやるのかと

いう意見も出されました。そういった中でやはり、先ほど氏家副委員長から国から下りるお金の

関係で 20 日、期限が切られているという、そういう問題があるかもしれませんけれど、その部

分も見据えた中で、ちょっと慎重に、先ほど大渕委員がおっしゃったり、西田委員もおっしゃっ

たようなことを総合的に考えると、きょうの皆さんの話を聞いていると、議会として議論する時

間というのが必要なのかなというふうに感じました。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） 多分、大体話は出尽くしているのではないかなと思います。この
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地域住宅交付金、これをもし受けてやるか、やらないかという話。これがもし 20 日までに、建

設課のほうに私たちの意見を出さないとすれば、それが使えなくなるのかどうか。逆に、長寿命

化計画というものを使えなかったときのことを考えれば、あとはいくら議会で議論して、しっか

り議論をして、まちづくり全体のことについて議論すればいいことなのではないかなと思うので

すが。実際にその辺がどうなのかというのが、この間聞いたと思うのだけれど、その辺の確認を

したほうがいいのではないかと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） きのう岩城部長とも連絡は取っております。それで、もし聞きたい

ことがあれば呼んでくださいということは言われておりますから、そういう点で、重要な点で聞

きたいことがあるのであれば、呼んで聞くことは構いませんが。基本的には、この計画をするた

めに 20 日までに意見書を出していただけないだろうかという考えですから、この道の支持を受

けたこと自体が、利用したいというふうに考えているとはもちろん私は思っていますけれど。皆

さんもそういうふうに思っているのではないかと私は思うけれども、それでなおかつ確認します

か。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。それがはっきりしないと、議論がもうこれ以上進まな

いでしょう。多分、長寿命化計画を外しても、この住宅マスタープランだとか、それから総合計

画のストック計画が成り立つものなのかどうか。多分大きな将来像を考えた大きな計画の、この

３つの計画だと私は思っているのです。ですから、もし長寿命化計画の 45％の金だというかも

しれないけれど、それが使えないとなったときに、考え方全体が変わると思うのです。ですから

その辺が、議会として納得、そこで議会で議論、１つのまな板の上に上がるか、上がらないかと

いう話になるのではないかなと私は思うから、是非呼んでいただいて、この辺を１回はっきりさ

せていただいてから議論したほうがいいのではないかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） という氏家副委員長の意見ですが、みなさんどうですか。それでは

確認しますか。 

［「はい」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  午前 １０時５０分 

                                         

再  開  午前 １１時００分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。星課長どうもご

苦労さまでした。質問事項が何個かありますので、それをお伺いしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。急遽お呼びたてして申し訳ございません。よろしくお願いします。 

 氏家副委員長のほうから聞いてください。 

○副委員長（氏家裕治君） 何点か聞いて、確認した上で、今一度議会の中で議論していきた

いなと思う点がありますので、お聞きしたいなと思います。 

 まず、白老町の住宅マスタープラン、それから公営住宅のストック総合活用計画、それから白

老町の公営住宅の住宅等長寿命化計画、この３つの計画というのは、３つの計画であって、１つ
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の計画という形のものなのか。というのは、今、地域住宅交付金を受けるために必要な計画とし

て、長寿命化計画というのがあります。この考え方がもし、今一度もう少し時間をかけて、白老

町のまちづくり全体を考えた中での住宅プランだとか、そういったものを議会として考えたいと

なったときに、今、星課長のほうには 20 日までにいろいろな提案を上げてほしいということで、

議会のほうが受けていました。これを過ぎたら、この長寿命化計画については、地域住宅交付金

に間に合わないことになるのかどうか。もしそれが間に合わなくても、議会の中ではもっと慎重

に議論をして、白老町全体のまちづくりの中で町営住宅というものを考えていきたいとなったと

きに、それがどういう、公営住宅のストック総合計画、それから住宅マスタープラン、今、現存

する耐用年数を超えたところに安い家賃で入っていらっしゃる方々に、どういった影響を与える

のかということを、ちょっとお伺いしておきたいなと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） それぞれ３計画、一体的なものと理解していただいて結構だと思い

ます。民間住宅と公営住宅、あわせて住宅政策全般にわたるものがマスタープラン、そのうち特

に公営住宅、もしくは公的住宅です。職員住宅、教員住宅の空き家なんかを利用するという意味

で、そこまで含めて、今後の壊す、建てる、直すという全部をあわせたものが、ストック総合活

用計画になるということです。そのうちの直すというところを特化したものが、長寿命化計画と

いう、まず位置づけでございます。 

 長寿命化計画は、この度新しくできた制度に乗っかることになるのですが、これをつくること

によって何が変わるかといいますと、従来のストック計画の中にも当然直すという部分は載って

いましたので、何も変わらないように思うかもしれませんが、制度としては、地域住宅交付金絡

みで大きな変更になります。それは、従来耐用年数の２分の１を過ぎた住宅に関しては、そもそ

も修繕に関して、地域住宅交付金対象外ということになっておりました。それが耐用年数全部過

ぎたものでさえ、470 いくつあるのです。さらにそれにもう少しふえてしまうのです。600 近く

まで行ってしまうと思います。それがそもそも修繕するということが対象外になってしまってい

たのです。今回長寿命化計画を立てて、一定条件あります。ある程度の年数を持たせなければな

らないということですとか、長尺の鉄板を長尺でやってはだめなのです。耐久性のあるもの、つ

まり、今でいうガルバリウムだとかにするとか、そういう改善、長寿命化といういくつかの条件

がありますけれど、それができれば、実は地域住宅交付金の対象になってくるという意味では、

補助金上非常に大きな価値があると思っております。ただ、これも問題がありまして、もう１つ

は、住生活基本法の中で示された最低居住水準というものが定められておりまして、その中では、

住宅にはお風呂がなければならないというのが、実は１つ大きな壁となっております。そこは、

今のところクリアできないのです。ですから、大きくいうと、旭ヶ丘、西団地、緑ヶ丘は風呂が

ないものですから、現時点ではいろいろな折衝はさせていただいていますけれど、現時点の制度

では、地域住宅交付金は対象外になってしまうのです。ですけれど、逆に救えるところというの

が、この長寿命化計画をつくることによって、美園の平屋だとか、そういうものがすべて、今ま

でできなかったものが、対象にならなかったものが、対象にはなるというふうに変わります。こ
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こは大きな変化かなと、今、考えているところです。 

遅れた場合どうなのかということなのですけれど、これ、10 年計画ですから、当然定期的な

見直しは必要になるかと思います。でも原則は、毎年、毎年変えていくたぐいのものではないと

いうふうに理解されているところです。ですから、10 年の中でいつかわかりませんけれど、公

営住宅だと、「こういう年次計画でやりたい」と、案を出させていただいていますけれど、住宅

マスタープランに書かれているようないくつかの政策に関しては、実は年次を明示してないもの

も相当あります。ですから、言い方悪いのですけれど、そういう状況に応じていつでもカードが

切れると。カードを切ったときには住宅交付金の対象になるような制度として記載はさせていた

だいているというような意味合いも、実はございます。例えばですけれど、ある程度年次は明示

させていただいていますけれど、民間の意思も含めていうと、借り上げ公営住宅制度自体は、記

載がなければ全く使えない点になるのです。いろいろな条件整わない限りできないという、現実

的な側面もございます。今回書いておかないと、この 10 年間また使えないカードに、制度にな

ってしまうということなのです。次、普通、一般的には５年ごとの見直しというのが最短ではな

いかと思います。どうしても３年ではだめだという規定は、実はございませんけれど、なかなか

難しいようには聞いております。それぐらいでよろしかったですか。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。わかりました。これは、今、10 年間の中で受けられる

制度ということで、まず１回理解していただいていいですね。住宅マスタープランだとか、３つ

の計画は１つのものだと、一体したものだということであるけれど、住宅マスタープラン自体は、

５年ごとの見直しというのは、これは今後も変わらない計画として考えておいていいのかどうか、

その１点ちょっと。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） 原則は 10 年の計画ですから、10 年に１回ということになると思いま

すが、最近の人口ですとか、住宅めぐりいろいろな状況の変化を考えるときには、10 年に１回

の見直しでは足りないだろうと予測できますので、今、私たちとしても、５年に１回は最低やっ

ていかなければならないだろうと感じているところです。なおかつ、私たちここにも書いていま

すけれど、パトロールの強化ということは、これから非常に重要になっていくだろうと思ってい

るのです。振興管理をきちっとやっていく上でも、老朽度の進み具合だとか含めて、きちっとし

たパトロール体制を組んでいかないといけないと思います。そのパトロールの結果次第によって

は、もう少し早く手を打たなければならない場面は出てくるだろうと思います。その際には、結

局これ、道の承認だとかいただく制度なものですから、道のほうにも事前に相談差し上げた上で、

改善を図っていくようなことは必要になる時期は来るかもしれません。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） 氏家です。それでは最後に１点だけ。地域住宅交付金、これを受

けるのと受けないのとでは、星課長のほうからは前回長い表平成 41 年度までのいろいろな財政

負担等々のやつを資料としてもらっていますけれど、例えば、地域交付金をもらわないで進めた
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ときに、先ほども聞いたのだけれど、現在住んでいらっしゃる低所得者の方々の住宅事情という

のが、本当に地域交付金をいただかないのと、いただいてやったときのとの生活環境というのは、

これからの５年後、10 年後というのをどう考えていらっしゃいますか。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） まずですね、前もお話させていただいたと思いますけれど、事業が

認められたとして、地域住宅交付金は事業費の 45％収入になります。ですから、結構大きな負

担になるのかなと、感じているところです。それがために、先ほど言ったところです。改善がで

きない、主に風呂のない団地です。先ほど３つ言いましたけれど、厳密に言えば、萩野団地です。

萩野団地は一応政策空家としていますので、余り手をかける気は今後ありません。入居停止に今、

していますし、今の方がどこかへ出ることになれば、そこは貸さないつもりでいますから。大き

なところで３つです。３つについては、地域住宅交付金が対象にならないから今までは手をこま

ねいていたといいますか、やっていないのです。ですけれど、これは単独事業ででもやっていか

なければいけないものだというふうに認識しています。この前もちょっとお話させていただきま

したけれど、臨時交付金みたいなものがあったときには、私たちが住宅として提案する際には、

住宅交付金がもらえる可能性のあるところよりも、もらえないことが、制度的に今の時点ではも

らえないところを優先して、取り組みさせていただきたいという提案をさせていただこうと思っ

ていますし、もちろんこの間スライドで見ていただいた、本当にひどいところに関しては、修繕

費の中で対応していきたいと思っていますので、風呂の分に関しては、余り望まれていないとい

うこともあって、とりあえず考慮はしていませんけれど、本当に寒さ対策だとか、そういう最低

限のことは、修繕費なりで対応させていただきたいと考えています。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、お伺いしたいことがありましたらどうぞ。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、まず公営住宅の長寿命化計画ができなけれ

ば、地域住宅交付金を受けられないというふうな認識でいいですか。それと、それとのかかわり

合いでいえば、残った２つのマスタープラン等々ありますよね。それが遅れても、長寿命化計画

だけがきちっと、例えば期日まで、３月 31 日か、いつかわかりませんが、道に提出できれば、

地域住宅交付金を受けることができるかどうかということが１点。それから、地域住宅交付金は、

風呂のないところを含めてそういう部分はだめと。それは町の単費でやるしかないと。こういう

今の説明だったというふうに思うのだけれど、地域住宅交付金はそれ以外の部分の対象ですね。

ですから、もちろんそれでも財政的には非常に大きなものだと思うのだけれど、そこは町単でや

るしかないとなれば、現実的にはこの長い表に出ている解体時の関係等々以外に、相当な受けら

れる条件というのがありますか。解体時以外で交付金を受けられる中身。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） まず、長寿命化計画自体は、修繕だけの計画ですから、これだけで

あれば、修繕に関するものしかまず受けられないです。それとセットになっているのが、具体的

にはストック計画だと思います。ストックの中には、新築のたぐい、もしくは今後多く予想され



 15

る解体費の分も、実はここに入っているのです。長寿命化計画だけでは、解体費にかかる分は受

けることはできません。ですから、合わせてできてないと、総合的には難しいのかなと思います。

というのは、またちょっと組み合わせが面倒なのですけれど、地域住宅交付金も、何でもかんで

も無条件で受けられるわけではなくて、基幹事業と、まず提案事業というふうに分かれます。基

幹事業というのは、新築するとか、長寿命化修繕やるというものが基幹事業となります。これは

最優先なのです。そのほか解体だとか、既にやっているのが、地デジですとか、火災報知器の設

置だとか、そういうのは提案事業になりまして、これは全道の状況の中で率も決まってくるもの

ですから、確実に受けられるというものではないのです。ですけれど、これもやらなければなら

ないことですから、計画の中に盛り込ませていただいて、地域住宅交付金の交付申請はして、最

大 45％もらえるような努力はしていきたいと思っているのです。ですから、そういうことを全

部含めると、全体的には３つの計画が同時にできていくと。それぞれ連携が取れているというこ

とが、重要になるかと思います。繰り返しますけれど、組み合わせで、解体だけやる年というこ

とはあったとしても、これだけだと提案事業となるので、基幹事業がないものですから、セット

でないとお金が出てこないのです。ですから、ある程度基幹事業と提案事業とうまく組み合わせ

て、両方お金があたるようにするような組み合わせを考えて提案をさせていただいているのです。

解体だけ固めてしまうと、実は対象外になってしまう可能性が非常に強いものですから、同じ解

体するにも交付金が１円ももらえない場面と、45％もらえる部分とありますので、その組み合わ

せは非常に重要かと思って考えました。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。わかりました。それで、この地域住宅交付金を受ける条件

となっている計画案の最終タイムリミットはいつですか。３計画案の提出する最終タイムリミッ

トはいつですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） 道と話させていただいているのは、３月頭くらいまでに道のほうに

出して、今までも委員会の中に道の方は入っていただいているのですけれど、なおかつそれを見

た上で本省まで行って、最終的に承認いただくと。それが国のほうにさらに報告がいくという流

れになっていまして、その一番最後が年度内にといわれていますので、それから逆算すると、３

月上旬がリミットかなと思っています。まだ何日までは聞いていません。上旬と言われています。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、期日がかなりないということは、この間も

聞いたのですけれど。当然これは、現段階では議会の議決事項ではないですから、当然町が出そ

うと思ったら出せるものなのです。議会の議決は必要ないわけですから。ただ、先ほどから氏家

副委員長が聞いているのはどういうことかというと、この計画書が出されて、これが町の計画だ

となれば、当然、例えば我々が借り上げ公営住宅と新設公営住宅、町が主体として、この計画で

いったら、この計画でいうと、10 年間は全く新規な公営住宅はつくらないということですから、

ですからそういうことに異論があったとしても、その期間が極めて短いのです。当然先ほどから
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言っていますように、地域住宅交付金を受けるという条件が、はっきり言えば、大きな政策議論

の妨げになっているのです。意味わかりますか。当然タイムリミットがあるわけだから、そうな

るわけです。ですから、われわれは今の人口構成、高齢化構成含めて、本当に白老の町どうする

のかと。住宅政策どうするのかということになったら、今までの議論の中でもなぜ新規公営住宅

が必要ないのかということなんかがきちっと納得して、町民に説明責任が果たせるような形を、

我々自身もつくりたいのです。そういうことがチェック機能だと思うのです。ただいくらそのこ

とを言っても、議決事項でないから、町はやろうと思ったらできるわけです。ここら辺の絡みは

どうなりますか。例えば、議会が「これをもう少しうるかせて長くかけてやりなさい」というふ

うに言ったら、タイムリミット間に合わないから、交付金受けられなくなってしまいます。そこ

は、町は困ると。そうなった場合、それと私は、一番最初に一つの計画書だけ出せば受けられる

のかと聞いたのは、そのために聞いたのです。そういう意味なのです。だから、そこら辺が３月

頭となると、パブリックコメントが今月いっぱいですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） パブリックコメントの期間は終了しまして、今、１件出てきている

ところです。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこら辺が、我々ももっと精力的にやるべきだったとは思うのだけれ

ど、そこら辺の考え方はいくらかありますか。いくらかありますかというのは、それは無理です

か。議決事項でないということが、非常に大きなウエイトになっていますか。答えづらいですね。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） 議決事項でないかどうかということは、そんなに意識はしていなか

ったのですが、もちろん存じていました。ですから、事前に委員会のほうでいろいろなご意見を

いただきたいというふうには考えたところです。ただ、修正の可能性という意味だけでいきます

と、新財政プログラムは来年度です。ですから、それによっては、年次計画自体の変更はあり得

るのかなと思っています。それは前にもご説明したとおりですね、今、ここで決めたことがすべ

て来年度に見直しされる財政プログラムに対して支配的なわけはありませんので、それによって

は、変更ということは、あり得ると思います。 

あとですね、借り上げ公住のことだけでいきますと、これから具体的に、今、やるということ

だけをここに書かせていただいているだけですから、具体的な手続きは、条例ではないですけれ

ど、一般的には要綱たぐいですけれど、そういうものは何種類かつくらなければ、実は、手続き

は開始できないのです。こうやって書いているだけで、今、どういうタイミングで、どういう、

オーナーさんと役場が修繕めぐってどういう役割分担をするか、まだ明らかにしていません。そ

れは、要綱の中で全部明らかにしていかなければならないと思っています。ですから、本当の実

施という段階になれば、逆に呼んでいただけることがあれば、それはご説明をする機会は当然あ

りますし、それがなくても、私のほうから提供することは、当然必要なことだろうと思います。

ですから、そういう部分では、実施に向けては、まだ議論の余地というのはあるのではないかな
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と感じております。新築のところでいくと、必ずしも借り上げ式というのは手法ですから、あく

まで手法ですから、直営方式でやってはいけないという、妨げているわけではないと思います。

ただ、私が前にもご説明したとおり、初期的な負担は直営方式のほうが明らかに大きいですから、

今の財政状況から考えて、当面初期的投資の大きい公営住宅を直営でやっていくのは、財政的に

は厳しいのではないかなということも含めて、借り上げの提案をさせていただいたところであり

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。ということは、今の話を総合すると、３計画については、

毎年度かどうかは別にしても、見直しの余地、範囲はあるというふうな理解でいいですか。それ

はどれくらいの幅かということはあるかもしれないけれど、当然来年度の財政改革プログラムの

見直しで、度の整合性は、見直しの中でどうしても図らなくてはいけなくなりますよね。ですか

ら、そこで変更されるという可能性は十分ありますよね。そういうことで言えば、この計画は、

つくったとしても動くと。動かすことができるし、動く可能性があるという理解でいいのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） 承認をいただくことになっている計画ですから、町の一存だけでは、

いつ変えられるだとかは、なかなか難しいのです。ですから、道との相談の中で判断がされてい

くことになるかと思います。もちろん私たちはこの時期にと思ってもですね、道がもう少しあと

でいいのではないかということになれば、遅れることもあるでしょう。というのは、道としても

計画を示すことによって、計画的に地域住宅交付金を出していくというような算段を当然するわ

けです。それが計画ができた翌年にも変わってしまうということを繰り返すと、多分地域住宅交

付金自体ももらいづらくなる面があるかと思います。但し、今回に関しては、委員の方、道の方

２名入っていただいていますので、その中でも財政のプログラムが来年度変更になりますという

ことは、事前にお伝えした中での議論ですから、変更があり得るということは、理解していただ

いた中で検討は進めたのですけれど。さらにそれが、いろいろな理由で２年おきにやっていくと

かということは、認めづらいことではないかと推測しています。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほかにありませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。今、いろいろと聞いて、先ほどと随分あれだったのですけ

れど。私はこの白老の借り上げ住宅、これが決まったものでもないというのですが、私はこの過

去 10 年間白老の賃貸アパート住宅、家賃住宅、これが数値からいくと六百いくつ建っています。

その中で今、随分空き家があるとも聞いています。その中で賃貸住宅を大町商店街の活性化も含

めて、大町１つに建てていくのはどうかと、先ほどから言っていたのです。もちろん賃貸住宅の

圧迫にもなるし、それから、いろいろな意見が先ほどから出ているのですけれど、言うなれば、

家賃３万円です。であれば、耐震化が進んで、百四十あまりの住宅、解体もありますが、そこに

入っている方は今、2,000 円か 3,000 円くらいの家賃です。この方々が、例えばあの賃貸住宅に

入りたいと言っても、おそらく入れないだろうと。それも一つあるし、それから人口が急激に

10 年間で１万 7,400 ですか。それから保育所の統合もあり、中学校の統合もあるとすれば、こ
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れは、まちが崩壊してしまうから、地域のきちっとにらんだ住宅政策というのが必要だと思うの

です。それからもう１つは、コンクリで固まっているのではないですけれど、賃貸含めて 848

だったか、846 だったかにするのだと言うけれど、雇用促進住宅が 60 戸あるのです。これも先

日の話で聞くと、話し中だと言っているのですけれど、これもやはりきちっとした形でやらない

と。私はその中に入れて考えないと。検討中ですから、買うかもしれないし、買わないかもしれ

ない。そういうのも含めると、私はこの賃貸住宅というのは、もう少し慎重にやるべきだと。星

課長この間こういう話をしていたのです。ですから、賃貸住宅というのは、私は萩野もそうです

よね。虎杖浜、竹浦もそうです。そういうものの考え方に立ってやるのか。 

 もう一つお聞きしたいのは、今、修繕建てている住宅が、坪 80 万円ぐらいですよね。先ほど

単純に計算したのですけれど、民間住宅今、建てているの、坪 40 万円ぐらいです。耐震化どう

の、こうの、抜きにして。そうすれば、20 坪で 800 万円です。50 で割ると１万 6,000 円だと先

ほど言っていたのですけれど、こういう住宅の建て方というのは、町営住宅もできないものです

か。例えば 20 坪で 800 万円なのですから、800 を８つつければいくらですか。6,400 万円です。

それぐらいでできるわけです。そういうものの考え方にならないのかなと思っているのですけれ

ど、どうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） いくつかあったと思いますが。まず借り上げ住宅ですけれど、今、

とりあえずは、市街地活性化とあわせて、産業振興策的なものも含めてというのが１つです。そ

れよりも先にこの地区というのは、生活の基盤、公共交通機関ですとか、銀行とか、そういうも

のがあるので、この背後に歩いて利用できる方が住むべきではないかというのが一つあります。

これも先ほど言ったことなのですけれど、これは要綱をつくっていく段階で、地域に関しても、

実は議論の、当然予知ありなのです。ですから、逆に要綱を私達今、ある程度考えています。い

つでもできるように。その時に、逆に、４月になっても５月であっても、今、おっしゃったよう

な、もう少し違う地区にもあってもいいのではないかということは、修正の余地は、制度として

十分ございます。これに書いたからといって、どこの地区でなければならないというところまで

の縛りはございません。法律で定まっている制度を使いますということを、ここで宣言するだけ

ですから、詳細については、地区だとかについては、相談をまたしていくことは、十分考えられ

るというふうにまず一つご理解いただきたいと思います。 

 安い住宅建てられないかということなのですが、実は公営住宅基準というのがありまして、普

通でいくよりも、断熱材はこれだけなければならないですとか、普通の民間アパートから見れば、

かなり厳しい基準になっているかと思います。ただし、建築の方たちとの勉強会をやっている中

でお聞きしているのは、私たち、そういう基準は同じなのですけれど、標準設計というのがある

ものですから、行政で設計した金額のほうが、実は民間のほうにもお願いして、「こういう住宅

基準で設計、同じ図面で設計してください」といったところ、２割近く差があることは間違いな

いのです。行政で、直営でやると、その基準は同じでも、２割高めになったり、これは１軒しか

やっていませんから、平均してどうかまではわかりません。１軒を想定して、こういう想定をし
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て、お互いで積算したらどれくらいになるだろうかといったときには、２割くらい誤差が出ます。

逆にいうと、借り上げ式でやる場合は、民間が設計するわけですから、ただ、基準のチェックは、

私たちがさせていただきます。公営住宅の基準に足りるだけの断熱材が入っているかどうかのチ

ェックはもちろんします。それでも下がるのでないかと思います。それで下がっていくというこ

とは、少しは安い金額になっていくと。ただ、民間でただやっているのと比べると、基準が厳し

い分だけ、少しは割高にはなっていくだろうと。それに寄らない住宅を建てると、そもそも公営

住宅法から外れますので、当然地域住宅交付金に該当してこない可能性が非常に強くなります。

ですから、その負担を考えると、公営住宅基準以外でつくることは、町の持ち出しだとかを考え

ると、決して得策にはなっていかないのではないかなと。その中間ぐらいにあるのが、借り上げ

式でないかなというふうに理解はしております。以上です。足りなかったら言ってください。 

○委員（松田謙吾君） 雇用促進は。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） 雇用促進住宅は、計画の中にはまだ確定はしていないのですけれど、

カウントとしては入れさせていただいてはいるのです。というのは、ストックの長い表、25 ペ

ージです。それの一番後ろに町有一般住宅として書いています。管理戸数 70 というのが、一番

下のところにあるかと思います。22 年に入っていますけれど、これ、想定しているのは、あそ

こなのです。交渉した上でということで、70 のうちの 60 が雇用促進住宅を想定しています。こ

の時点で言うのはおかしいかもしれませんけれど、この時期に入りましたので、22 年度の取得

はなかなか難しくなってきたなという感じです。22 年度の遅くに仮に話がまとまったとしても、

それに買い取りにかかる地域住宅交付金の手続きとかの関係がありますから、多分 22 年は、こ

こに書いていて本当に申し訳ないのですけれど、まだ価格の折り合いは全然つかないのです。ま

だ交渉中ということなものですから。町としては理解いただきたいのは、ここに載せて買う方向

で検討はしています。ですから、139 戸壊したりという計画はしていますけれど、これがなけれ

ば住むところを失いますから、これが取得できなければ逆に、壊せないか、もしくは別な方法で

この戸数を確保するか、両方考えていかなければならないかと思います。ですから、これの買い

取りができるか、できないかによっては、解体もしくは新築、両方に大きな変化が訪れると思い

ます。解体ができないで使おうということは、修繕もしなければならないという意味になります

から、この計画自体に大きく変化は生まれることになるかと思います。これはまだいろいろな面

で折り合いがつかないものですから、保留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） 折り合いつかない金額というのは、今の時点ではどのくらいの金額

まで行っているのですか。わかりませんか。言ってだめなら仕方がないです。 

○建設課長（星 貢君） トータルな話だけさせていただきます。民間とも競合があるもので

すから、余りオープンにはしづらいです。実は、行政とだけ交渉しているわけではなくて、地区、

地区で、銀行だったり、大手の不動産屋さんだったりが指定されていまして、そこのさらに下請

けといったら変ですけれど、契約しているところと交渉中なのです。そことも私は１回会ってい

るのですけれど、なかなか腹の探り合いをしなければならない状態でして、余り金額の話まで、
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そこと会ってもしていませんし、なかなか難しいのです。ただ問題になるのは、買い取り金額だ

けではないのです。買い取り金額は、はっきり言ってそんなに高い金額にはなりません。不動産

鑑定額の実際特例で２分の１という特例がありますので、そんなに大きい金額にはならないので

す。ただ私たちとしては何を危惧しているかといいますと、あそこの建物自体がもう築 16 年過

ぎました。そろそろ屋根、壁を、手をかけなければならない時期には来ているだろうと考えてい

ます。なおかつオイルサーバーがない。エレベーターは、私の個人的な判断になるかもしれませ

んけれど、無理だと判断しています。でもオイルサーバーをつけるだけでも、相当な金額になり

ます。屋根、壁やるだけでも、相当な金額になります。そういうものをどうやって捻出しようか

というところが、実は、頭の痛いところなのです。これも地域住宅交付金と関連していまして、

取得金額、買い取りの場合は、一部該当する。ですけれど、買ったあとで公営住宅でないものに

手をかけようとすると、工事をやろうとすると、実は該当にならない可能性が非常に高いのです。

ですから、地域住宅交付金を含めてどういうふうなやり方をすることが、この何年間か、買った

以降の投資を含めて、安い町の支出で済むかというあたりを交渉しているというふうに。買い取

り金額だけの話ではなくて、次の、少なくとも３年ぐらいの間には、いろいろな投資をしなけれ

ばならないのです。それを町の財政考えて、いかに安くできるかというあたりの交渉というふう

にご理解いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。先ほど西田委員が手を挙げていたけれど、い

いのですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 改善計画というものが、今回地域住宅交付金を受けて、そこの中でコ

ンクリートではないけれど、ある程度余裕はあるとは言っていますけれど、今、おっしゃった雇

用促進住宅のことを私もちょっと聞きたかったのですけれど。実際にこの雇用促進住宅がもし買

えたとして、実際に修繕費なんかも町が賄えたとしても、実際に今、萩野だとか、白老の緑ヶ丘

とかにあります。そういうところの住宅に住んでいる人たちが、果たしてこちらに住みかえなの

かといったら、ほとんどありえないと思うのです。そこの中でも白老町は、どんどん高齢化して

いく。そして私が矛盾を感じているのは、萩野は用途廃止するから一切手をかけませんと言いな

がら、旭ヶ丘は用途廃止を決めていながら、外壁をやったりだとか、こちらのほうの前の 24 ペ

ージですか、緑ヶ丘なんか用途廃止しますといいながら、物置直すとか。用途廃止するのだった

ら、いっそうのことやめてしまって、きちっとした形での修繕のほうに力を入れていったほうが、

これから先も使う建物にきちっとしていったほうがいいのではないかなというふうな考え方は

できないのですか。私は最初から、こちらの雇用促進住宅のほうも勘定に入れたものの考え方し

ているものですから、今まで入っていた、美園の４階に入っていたような人たちだとか、青葉に

入っていたような人たちだとか、そういう人たちに雇用促進住宅とか入ってもらえるような形に

していても、低所得者の人たち、そういう人たちが入れるような住宅というものをきちっと確保

するということも考えて、なおかつ、大変言いづらいのだけれど、やはり家賃の不安が。私は前

にもちらっと言ったのですけれど、上げていくことも考えていくべきではないのかなと。本当に

あまりにも家賃が安すぎて、果たして屋根を直したり、窓枠を直したりとか、玄関を直したり、
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そこまでそういうお金は、実際に出てきません。１月 2,000 円だったら、年間２万 4,000 円です。

例えば窓枠１つ直したら、何年で回収できるかと計算したら、例えそこに住む国民としての権利

はあるかもしれないけれど、それ相応の負担も、やはり必要になってくるのではないのかなと。

自分たちの住む住宅なのだから、それなりの負担ということも考えていかないと、建てかえする

にしても、何するにしても、どんな計画も詰まってくるのかなと、非常に危惧をするのです。そ

の辺の考え方いかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） まず用途廃止は、団地ごとに全部するわけではなくて、メリハリを

つけて、壊すものは壊す、修繕するものは修繕する。そういう形で進めようということです。ほ

かの議員さんからも出ていたとおり、低家賃の人が高い住宅に移れる可能性は非常に低いだろう

と思っていますから、団地内住みかえというようなことで、お願いをそれぞれ。３つの団地はす

べてお願いを直接はさせていただいているところです。もちろんそれは一部の人だけですから、

集まった役員さんとかだけですから、今後進めるにあたっては、個別に相談をしながら進めてい

くことになるだろうと思います。ですから、壊すところをどんどん直しているわけではなくて、

そこは、壊すものと直すものと分けながら進めていくという計画でご理解いただきたいと思いま

す。 

 家賃の関係ですが、１回目のときも松田委員から適正な家賃というふうにできないのかという

お話があったと思います。改めて私たちも調べてみたのですけれど、国の法律で計算方式が決め

られているものですから、私たちではそれを当てはめるだけしかできないのです。ですから、な

かなか難しい。場合によっては、それ、地価の影響なんかも受けますので、地価が相当下がって

きているような状況では、ひょっとすると下がったりしかねないような状況にまで、実はなって

きているのです。期待しているのは、去年、ことしと連続していろいろな自治体の裁量でできる

範囲が少しずつ広がっているのです。例えば今までですと、これからですけれど、今、言われて

いるのは、若い単身の人は公営住宅に入れない基準になっているのです。ですけれど、それを、

自治体の裁量でやっていくことは、もうすでに議論の俎上に上っていますので、いずれ近い将来

できていくことになるのではないかなと思います。ですから、そういうことを含めて、今、言っ

た適正な家賃という観点で、ある程度自治体の考えが反映できるような権限委譲といったらいい

のですか、そういうことが、今後もしかしたら訪れるのではないかなという期待は若干していま

す。いくつかそういう事例が、今、検討されているものですから。公営住宅以外の分野でも、そ

ういう中でもしかしたら進んでいく可能性はあるかもしれませんが、そうならない限りは、現行

法でいく限りは、私たちの力ではどうしようも、今、できない状態なのです。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 大体話はわかりました。１つだけ、わからないから教えてほしいので

すけれど。赤平市が公営住宅の家賃を上げたと先日も報道されていたのですけれど、あれは家賃

が今までの規定より低かったから上がったのか、それとも赤平市が非常に財政難ということでい

ろいろと問題になりまして、ＮＨＫのテレビ番組やっていたのですけれど、公営住宅を直すから
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ということで家賃を上げたのだけれど、直してもらえないというような、そういう番組だったの

ですけれど。結局松田委員も言っているのですけれど、私も言いたいのは、別にそれなりの普通

のところに住んでいる人はいいのです。2,000 円とかというのはやはりおかしいのではないかと

いうことを。それを上げることも自治体の裁量で一切できないというのが、もし直すのであれば、

直すだけの負担額を「一部でもいいですから、住宅に住んでいるみなさんどうですか」と。「私

たちはお金出せないから直さなくて結構です」、「直してほしいから月 1,000 円上げるよとか、

2,000 円上げるよ」とか、そういうようなことさえもできないのですかということを、ちょっと

わからないので教えてください。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） 100％できないわけではないのですけれど。例えば増築するとか、風

呂をつけるとか、特定のものだと工事費見合いで上げうるものではあります。ですけれど、今、

やっているような窓をちょっと直すだとか、ドアちょっと直すだとかで、家賃が上げられる仕組

みには、現状では、現行法ではなっていないのです。ですから赤平だと、私詳細調べていません

けれど、そういう上げられる要素の工事をしたために上げたというふうに、私は今、理解してい

ますけれど。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 屋根を張りかえるとか、壁を塗るということで家賃を上げたのだけれ

ど、してもらえなかったという放送だったのです。それでも家賃が上がったのです。だから私は

どうしてできたのか。白老できないと言っていて、どうしてできたのか不思議で。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） ちゃんと調べていませんけれど。屋根、壁やっても、家賃は、法律

上は上げられないはずです。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員、今、把握していないと言っていますから、これは聞いて

も仕方がないと思うのだけれど。それを聞いていれば、返答できるのだろうけれど。 

 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 勝手な話なのだけれど。今、入っている低家賃の方々も含めて、あな

た方自由に壁貼ったり、多少屋根のペンキ塗ったりしていいですよという、こういうことはでき

ないのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星課長。 

○建設課長（星 貢君） 現実には、もうすでに無届でやられている方たちはいらっしゃいま

す。厳密に言うと、法律、もしくは条令上は、模様替えの規定も実はありまして、「模様がえす

る場合には届出をして、町長の承認を得ること」ということが書かれてはいるのですけれど、そ

んなことを知っている方は、この場で言ってはいけないのかもしれないけれど、ほとんどいらっ

しゃらないかと思います。ですから、必要に応じてやられている方はいらっしゃいます。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） いらっしゃるのだから、「やりなさい」と言えばいいですよ。そういう
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ことをいうと、真面目な人は相当直すと思います。真面目な人方はできないと思っていますから。

そういうものを素直に言っておいたら、随分直すと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 町側、法律上言えないのです。町長の許可がないと言えないのです。 

○建設課長（星 貢君） 申請書書いたりしてもらうのが、きっと負担になってしまうのだろ

うなと思います。ですから、私たちもそういう機会があれば、そういう話もしますけれど、私た

ちが言うとどうしても、そう言ったら、「手続きも必要なのです」と言わざるを得ない立場なも

のですから、現実にはやられている方いらっしゃって、それを後から「出せ」と言ったこともあ

りませんし、言うつもりもないのです。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 堀部ですけれど。今の話の中で、補修しても家賃のほうには反映で

きないのだというのがあったのだけれど、例えば風呂をつけると、それは該当すると。該当する

項目というのは、例えば玄関。私は緑ヶ丘のほうの団地よくわかるのだけれど、冬になったら玄

関のところ、みんな落ちて滑りやすくなって、例えばあそこのところに範囲内でちょっと出して、

そういうものは適用されるのか。実際に風呂以外とか、がらっと間取り変えてしまうとか、大き

くするとかしなかったら上げられないのか。その辺のあれは、どういうものが家賃のほうにはね

返るのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 小林主幹。 

○建設課主幹（小林繁樹君） 現在認められているのは、風呂の設置。風呂もこちらのほうで

湯船からボイラーから揃えない。浴槽だけ揃えるということで、全部係数が異なっています。あ

と増築です。それ以外の物については、家賃のほうには反映できないことになっています。例え

ば今、議長が言われました屋根の部分ですけれど、それも増額のほうの対象にはなっていません。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。 

 ストック総合計画の 24、25 の長い表なのだけれど、この表で黒く塗っているところ。これは

31 年には用途廃止をすると。一応そういうことになっています。もちろんこれは、計画が変わ

るかどうかなのだけれど、家賃の安いところです。今、言っている 2,000 円とか 3,000 円の家賃

ですと。これを 31 年に壊してしまうと。そうするとここに入っている人たちは、どこへ移るの

かということになりますよね。ここが空いてくるところも出てくるだろうけれど、空かない部分

もあります。空かない人たちはどこへ入るのかということを、皆さんも危惧しているのだけれど。

この中で、例えば 31 年以降はどうするのか。それまでにまた計画を変更して、５年おきぐらい

に見直して進めていくことができるのかどうかという問題と、これ以降はどうするのかという、

その辺、大まかでいいですから、かなり先の話だから。 

 星課長。 

○建設課長（星 貢君） 棟ごとに老朽度とか全部把握していますから、建物の老朽度からい

くと、この建物が一番先に壊したほうがいいだろうなと思うものはありますし、西団地にしても、

どこにしても、建った年次もそれぞれ多少違うのです。だから、そういう老朽度から見て、どこ

が候補になるのかというのが１つ目です。ですけれど、もはやそれだけ言ってはいられないと思
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います。住んでいらっしゃる方、今、おっしゃったようにいらっしゃるわけですから。住んでい

らっしゃる方の居住しているということは重く見て、少なくともそこに住まわれている限りは、

壊すことはしないつもりでいるのです。それだといつまでたっても進まないのではないかという

ふうに思われるかもしれませんが、個人的な話ではなくて、平均年齢のお話もさせていただいた

かと思います。後期高齢者の数がものすごく多い団地もございます。それが 10 年たった時に、

もしかすると、ご夫婦でお１人亡くなられて、お１人の方が息子さんのところに行くだとかとい

う形で、空いていくだろうと思います。４戸長屋の内、私たちが想定しているのは、２戸空いた

ときには、なるべく移っていただくと。それを団地ない住みかえと呼んでいるのです。空いたと

ころに関しては、もう入居させない。４戸のうち４軒入っていて、１軒空いても、もう壊そうと

思っているようなところは、もうそこには入居停止処分にしておくと。次空いたときに、空いた

近場で移転していただいて、移転先のほうは金を掛けていく。出てもらったところは、もう手を

かけない。解体を一気にできるかどうかまだわかりませんけれど、解体含めてもう金を掛けない

というようなことで、10 年間を何とかやりくりしていくしかないのかなと考えているのです。

次の 10 年間でも同じような措置になるのかなと、実は思っています。それでうまくいくのかと

いうと、あれですけれど、空き状況等見ながら１つずつ丁寧に対応していくしかないなと考えて

いるところです。 

○委員長（玉井昭一君） 今のその団地に入っている方々、風呂もいらない、手もかけていら

ない。要は、雨漏りしなくて、入れればいいのだと。低家賃なのだから。これより安いところな

いのだから、ここにいたいのだという希望が多いわけです。だから、そういう希望の人もこれか

らも出てくると思うのだけれど、出てきたときに、例えば、先ほどから話し合いしているように、

１万 6,000 円もするような家賃のある高いところには入れないわけだから、その辺を要望しても

どうしても、そういう低家賃の場所が、必要性も出てくると思うのです。そういうときにはどう

するのかなと。今、これから高齢化になるから、そういう人の希望がいっぱい出てくると思うの

です。そうしたら、そういうときには対応どうするか。 

 星課長。 

○建設課長（星 貢君） これから入居希望される低家賃を望まれる方については、この計画

では対応しきれなくなるだろうと思います。これはそのために、低家賃の 2,000 円、3,000 円の

住宅を税金でつくっていくということは、不可能に近いと思いますので、今、現行のものを、そ

ういう需要が多ければ、壊すのを多少遅らせてでも入っていただき続ける以外は、方法がないか

と思います。ただしそれをずっと繰り返して入れていくと、いつまでたっても空かないことにな

るのです。現に萩野団地は、前の計画の時から政策空き家なのです。にもかかわらず、入ってい

るのです。入っているものを、出て行けという話にはなりませんので。ですから、そこはある程

度厳しくといいますか、決めたところはもう入居停止にして、進めていく以外は方法がないのか

なと考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 用途変更で考えると。 

 ほか、ございませんか。なければ町側の方々には、これで引き取っていただいていいですね。 
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「「はい」と呼ぶ者あり」 

○委員長（玉井昭一君） 引き取っていただいて結構です。ありがとうございました。ご苦労

さまです。 

 それでは 12 時過ぎましたので、暫時休憩いたします。 

休  憩  午後 ０時０１分 

                                         

再  開  午後  １時００分 

○委員長（玉井昭一君） 午前中に引き続き、建設厚生常任委員会を再開いたします。 

 午前中は建設課長、主幹からいろいろと聞きたいことを聞きましたので、ほとんど網羅された

かと思いますが、特別何かまとめについてご意見のお持ちの方はどうぞ。 

 午前中にいろいろ聞いた中で、その経過をまとめればいいということですか。どうですか、皆

さん。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。まとめに書くかどうかは別にして、今、議会運営委員会で

議決事項の追加というのをやっているのですけれど、先ほど言ったように、このマスタープラン

極めて重要なものなのにもかかわらず、議決事項でないのです。だから、早い話が議会にかけな

くてもいいわけです。向こう勝手にやれるのだから。それで、どういうふうに書くというのも変

なのだけれど、議運でもちろん議論、これから６月までされることになっていますから、それは

それでいいのだけれど。やはりこういうものは、まず議決事件にきちっと追加しなければだめで

す。そして、議会の意見が正式な形できちっと反映される。まず一つ議会としては、そういうこ

とは。書くかどうかは別です。だけれど、そういうことは絶対必要だと私は思っています。大体

こんな重要な計画が議決事件でないということ自体がおかしいです。だから今みたいに、彼はや

ると言わないけれど、はっきり言えば、何も議会に相談しないでつくったっていいわけだから。

町長自信があったら、「どうぞ一般諮問でやってください。私一般諮問で答えますから」と言っ

たら、それで終わり。そういうことはないけれど。だからやはり私は、議決事件にきちっと追加

することによって、そこでは議会がいいか、悪いか、認めることになるわけだから。賛成だった

ら、認めたことになるわけです。１つは、そういうことは議会としては押さえておく必要がある

だろうと。例えば決めるのが、この所管でないとしても、やはりそういうことは事前にきちっと

しておく必要があるという気が、まずした。 

○委員長（玉井昭一君） そのことを踏まえて、若干町側もそういうことの懸念があったから、

ここに所管でなくても報告をしたということなのです。それを私たちはあえて所管ということで

とったけれど、議会全体でやるべきな事だとは、私も思います。皆さんもそうだと思うけれど。

だから、そういう意味では、少し書き方を厳しく書いたほうがいいかもしれない。だから、書く、

書かない別にしてでなくて、今、大渕委員が言ったことは、きちっと書くべきだと思うけれど。 

 どうですか、ほかに、皆さん思いがあれば。大体出尽くしましたか。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけれど。所管事務調査で今、これをやっている。ここでまと
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めるということになれば、この計画案をある意味では認めるということになるのです。認めない

と言えば、ならないのだけれど。所管事務調査だから、認めるも認めないも、意見としては述べ

られるけれど。ここら辺がちゃんとしておかないと、何か、認めたのだか、認めていないのだか

わからないような格好になって、向こうは計画だから出してくれればいいとでもないですよね。

所管事務調査とったということは、やっているということは。そこら辺では、思いはちゃんと皆

さん言って、書いたほうが私はいいと思うのだけれど。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今、午前中の後半で担当課長が来ていろいろな話を。聞きたいこ

とは一応聞いたと思いますので、午前中に皆さんが危惧されていた部分というのは、まだこの計

画の中には文面として出てきていない部分もありますよね。例えば借り上げの公住にしても、修

繕費のことだとか、運営の細部にわたっての記載というのはまだ書かれていないし、そういった

面においてもまだまだ不十分な借り上げ制度なのだけれど、概念的には一応うたわれてきて、計

画期間も出てきていると。そういうことであれば、先ほどの課長の説明にもあったように、例え

ば５年なら５年の見直しの期間の中で、しっかりマスタープラン自体を議会の中で検証していか

なければいけない部分は絶対あると思うのです。ですから、町なか居住という考え方についても、

大町商店街を中心とした部分ではないという、それに限った話ではないということも先ほどの説

明で受けていますので、やはり白老町、本当に細長い、社台から始まって虎杖浜の中でどうある

べきなのかということもしっかり、今後の計画見直し期間の中で、しっかりとした議論を進めて

いかなくてはいけないと思うし、そういったものは議会の意見としてしっかり出しておくべきだ

ろうなと。午前中にいろいろな不安な材料的なものについては、まだまだ見直しの中で議論でき

るということで確認できたものですから、そういったものは是非議会の意見として、しっかり書

いておくべきかなと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 先ほど大渕委員がいわれたように、これはあくまでも所管事務調査

だから、結論ではないけれど、意見を述べる状況にはなると。そうすると、重複するけれど、認

めたような格好になると。これは、その辺はやむを得ないのです。所管事務調査で取り上げた以

上は、反対するという何者でもないわけだから、厳しく書くしか方法はないのです。その辺をど

うするか。それしか方法はないと私は思うのだけれど。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 例えば、新規の公営住宅を否定しているのではないと。そういうふう

に言いましたよね。それはみんな確認できますよね。そういうことなのです。ということは、見

直しなり何なり新たなものはコンクリートされている計画ではないから、見直し含めてそういう

中で入れられるという認識にみんなが立っているかどうかということなのです。みんなが立って

いれば、そういうこと言ったということだから。私はそういうふうに思っているのです。 

借り上げ公営住宅の問題も、これに固執してやるものではないというふうに言っているのです。

それから、大町商店街の活性化のためにやるものではないと。それが附属して、相乗効果として

現れるのだという言い方です。大町商店街のためにやるとは言っていない。 
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それから、これも萩野にもあるとしたら、萩野にもそういうことは盛り込むことは、やぶさか

ではないと。それは１棟目でも、２棟目であっても、萩野でも私はいいのですという意味ですよ

ね、あの意味は。大町から始めるという意味ではないと、私はそう思ったのです。そういうこと

がこの中できちっと確認されていれば、それは我々が言ったことが、ある意味このあと盛り込ま

れる可能性があるという意味だから、そうであれば別に構わないと思うけれど。私が一番思った

のは、そういうことを思ったのです。そこがないと、やはり確認しておかないとだめです。みん

なそういう認識だよね。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） この建てかえにかかわる事業予定一覧の様式２のこの部分ですけ

れど、事業主体名のところに土地所有者としか書いていないのです。これ、民間企業だとか何と

かというのは、全然書かれていないのです。土地所有者ということは、町もすべて入るというこ

とで考えておけば、適当な場所があればそういったものも含めて、町の独自の公営住宅もこの中

に入るということで、建てかえの中には入るということで、考えてもいいのかなと。そういうふ

うにさっき話を聞いていて、私もそういうふうに感じましたけれど。 

○委員長（玉井昭一君） 先ほど午前中に聞いた中では、懸念していたことはほとんど話され

たのです。ですから今、大渕委員が言われた確認事項、これを４項目か５項目ほど、それを全部

すべて網羅するということを確認した中で文書をつくると。そして、それを 20 日までにつくっ

て、とりあえずみなさんに見ていただいて報告するという方向づけでどうですか。それ以上は必

要ないかなと思うのだけれど。そのほかは。できる限り厳しい事項でなるべく書くということで

理解していただければ、そういうふうに進めたいと思いますけれど。どうですか。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけれど。それをやるには、借り上げ公営住宅のほうが 20％ぐ

らい安くなるから効率的だと、こういうような説明ですよね。それから、松田委員が言っている

のは、古い公営住宅に金を掛けないで安いものを建てられないかという意見ですよね。それはな

かな大変だと。優しく言えば、そういうことです。私なんかはそうであれば、いいかどうかです

が、そうであれば、やはり古い住宅を、耐用年数は過ぎているのだけれど、耐震問題とかいろい

ろなことがあっても、逆にそうなると、古いやつを残さなければだめだと。松田委員が言ったこ

とがだめだとしたら、残さないと、安い家賃では入れる人は、借り上げ公営住宅になってしなっ

たら、行くところがなくなるのです。だから、松田委員の意見とちょっと違うかもしれないけれ

ど、金をちょっと掛けてもいいから、古い公営住宅を安く入れるように。例えば 20 年なら 20

年、この間引っ張れと。そうやってしないと、安いところ入っている人、大体旭ヶ丘団地半分く

らい 10 年で無くなります。あと 10 年では半分残っているのです。だけれど、結果としてはあと

10 年で無くなるのかもしれないけれど、そうしたら、金が安いのに入りたいという人はどこに

行くのですかということになります。だから私は、安いところを直しても安い住宅を無理やり無

くしていかないというふうにしないと、だめでないかなという気がしますけれど。そういうのは

だめですか。 
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○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） だから、今、緑ヶ丘にしても、西は違うのです。あれはモルタル住宅

だから、ブロックではないですよね。旭ヶ丘団地もブロックなのです。だから、あのブロック外

回りそのものは、30 年も 40 年持つと思う。持たすのであれば、絶対に持つ。臥梁ってコンクリ

もきちっとやっているのだから。だから、それだったら、途中半端なやり方でなく、きちっと住

宅の建てかえまでは行かないにしても、金をきちっと掛けるか。私が言っているのは、途中半端

にかけて、十何年して壊すのだったら意味がないと言っているのです。だから、あのブロックは、

私は 40 年も 50 年もまだ持つと思います。きちっとしているのだから。昔は臥梁という、こんな

コンクリ全部やらなければだめだったのだから。それやっている住宅だから、あれに金もう少し

きちっとかけて、住宅建てたつもりで。そうすると低家賃でもできるのです。そういう家賃がな

かったら、行き場が無くなる。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 先ほど言った中で大切なのは、低家賃住宅で今入っている人はいいの

です。出てとは言わないのだから。新たな人は入るところがないと言った。そこは、本当はすご

い問題です。新たに 5,000 円で入りたいという人はどこへ行くのということに。だから、そうい

うことで言えば、そういう住宅を確保しておかないと、町民のためにはならないということです。

たくさんかどうかは別です。金も今、言ったような掛け方もあるかもしれないけれど。いずれに

しても、そういう住宅はないと、私はまずいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はなぜそういうことを言うかといったら、今、厚生年金や国民年金

の谷間の人がいっぱいいるわけです。例えば 55 歳ぐらいの人でも国民年金掛けていなかった、

厚生年金ない。こういう人方、ああいう家賃しか入れないのです。それから 65 歳、70 歳、70 

歳は 10 年もすればあれだけれど、50 歳、60 歳で国民年金もない人がいっぱいいるのです。この

人方がどうやって家に入るかという、大きな問題。３万円、４万円の家賃なんか入れない人方、

私は相当出てくると思います。これから今、40 代だってまだ国民年金半端な人方いるのです。

こういう人方のために長い目でそういう住宅を残さなかったら、大変厳しい時代が来ると言って

いるのは、そうなのです。だからやはり議会もきちっと、そういうことを今の目先でなく、あと

の事を考えると、そういう政策が大事だなと思うものだから言っている。 

○委員長（玉井昭一君） 国民年金、３万円とか４万円という人がいっぱいいるのです。それ

は、今もらっている人です。今、松田委員が言っているのは、もらっていない人が出てくるとい

うことだから、もらえない人が出てくる。 

松田委員の言ったことをあえて言うわけではないけれど、ブロックの住宅は、要するに、木全

部とってしまえば、まるっきりブロックにして、木全部とってしまって、もう１回つくり直すと、

早い話が新品なのです。コンクリートは 50 年までは何も問題がないと。それから少しずつ老朽

化していくだろうと言われています。だから、萩野に限らず白老にもいるだろうし、虎杖浜にも

いるだろうし、その地区、地区で少しずつ残せば、それも対応できるかなと。本当に松田委員が
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いうとおりだと思います。先ほど聞いたときには、明快な回答でなかったのだから。「その人た

ちをどうする」と言ったときには、「その都度考えるということか」と言ったら、そうみたいな

のだから。それはなかなか計画的にやらないとうまく行かないから、その辺を今、言ったような

ことで、考えていかなければいけないと思う。 

 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、ざっくばらんに計算してみると、27 年までの５年間で持ち家住宅

が 1,100 減るのです。31 年までしたらどれだけ減るかといったら、恐らく持ち家住宅が 2,000

ぐらいになってしまうのではないかと思う。そうなったら，まちの固定資産税だって、2,000 戸

持ち家住宅が減っただけでも固定資産税の減だけでも、こうやって考えるとすごい。そうなった

ときに、15 年、20 年後に町営住宅新しいのをどんどん建てかえられるかといったら、そんな時

代も来ないと思う。だからその辺、さっきのブロックの家に 300 万円くらい掛ければ、屋根は張

りかえなくても、中と壁なんかきちっとリフォームできると思います。そういうようなものの考

え方でやるのか、壊してしまうのか、どちらかにやはりきちっと今回しなければだめなのです。

私はそう思うのです。掛けるのだったら、300 万円くらい。300 万円いらないと思います。200

万円掛ければ、結構なものになると思います。あのブロックに 20 年や 30 年入るのに。 

○委員長（玉井昭一君） 200 万円というのは。一戸に。 

○委員（松田謙吾君） 内側と窓側に一戸に。それくらいかければ、あのブロックの壁を直せ

ば、立派なものになると思います。 

○委員長（玉井昭一君） 10 戸やれば 2,000 万。 

○委員（松田謙吾君） だから、300 直すのに６億円いるのです。そんなものの考え方に多々な

いと、この白老の人口減から持ち家住宅があれだけ減っていく。町営住宅が耐震化、壁だけは大

丈夫なはずだから。その辺の考え方に立って、もうちょっと真剣に考えたらなと思っているので

す。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私もやはり、古い公営住宅、確か何年か前にもニセコかどこかでも古

い公営住宅をリフォームするというやり方を、どこかでやっているはずです。それをやることに

よって耐震化が図られていくわけですし、どちらにしても近い将来白老町、ものすごい勢いで高

齢化していく中で、先ほどもチラッと言っていましたけれど、お風呂がないとお金も出ないとい

う言い方していましたけれど、本当に今、松田委員がおっしゃったように、一戸につき 300 万円

ぐらいのお金を掛けるのであれば、例えばそちらにちょっとお金を出して風呂をつくるとか、そ

ういうことをすることによって、また補助金が出てくる道もあると思うのです。まるっきり新し

い住宅で家賃を３万円くらいと設定するよりは、そちらの安い金額のほうで、例えば、5,000 円

とか１万円以内の家賃で暮らせるようなアパート、これをつくっていかないと、私は今回の調査

では人口２万 1,500 という形でもって、それから実数の形で一応計算していますという、先ほど

役場のほうの説明ありましたけれど、現実的にはもっと早くに人口減になりもっと早くに高齢化

になるのではないかと思うのです。昔の高齢住宅の造りでいったら、細かい仕切りで部屋が２つ
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とか３つとかあるのです。小さな４畳半の部屋だとか、４畳半の台所とかというのではなく、１

フロアでもいいからそういうような形で、本当に高齢者に優しいバリアフリーということも、反

対に安くできるのではないかなと。その辺もやはり、もうちょっとバリアフリーという考え方も

含めて、もう少し意見提言していただければありがたいなと思ったのですけれど。 

○委員長（玉井昭一君） これ今、皆さんで言われたことを。ただ、私が懸念しているのは、

例えば 200 万円なら 200 万円掛けると。それは大々的にやるのだから、恐らく補助出ると思いま

す。だけれど、企画というか、規定というか、規則というか、それがどこまで対象になるか。今、

西田委員がいわれたのは、耐火にはならないと思うのです。当初は 40 年も前に建てた規定でや

っているから、基本的に耐火構造物ではないから。だから、ブロック造りの家といえども、耐火

構造にはならないのです。だけれど今、松田委員たちが言っていることが規定にはまっていれば、

できるか、できないかなのです。それがはまらなかったら、例えば「国が許さない」と。「それ

では補助出さない」というのだったら、どうしようもないわけだから。それは聞かなければわか

らないけれど、それは１項目だけだから、「それはどうなのだ」ということは聞けるから、聞い

てこれに書けばいいのだけれど。と、私は今、思っているけれど。そういうことはできないのか

ということを確認して。それしか方法がないと思うのだけど、規定にはまるか、はまらないか、

それだけが心配です。後は、皆さんの言っていることが正しいことだと思うし、新しくつくるよ

りずっと安いことだし、いいことだと思います。それを議会の意思として、文章に書いて入れれ

ばいいわけだから。そんなふうに思いますけれど。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の建てかえするにあたって、やはり、委員長が言ったように、いろ

いろ国の方針とか、道の企画に合わなければだめだと思うのですけれど、ただ現実的には、そう

いう高齢者もいらっしゃるのですから、これは確かに白老町の財政改革プログラムの中に入って

いないのではないかなと思うのですけれど。そういうものも今年度財政改革プログラムが見直し

されるのであれば、そういうことも一つ提案していってもいいのではないかなと。白老町独自の

予算として、たくさんの金額でなくても、いくらかずつでも繰り入れていく考え方があってもい

いのではないかなと思うのですけれど。 

○委員長（玉井昭一君） あとほか、ありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） まとめまでの間でも構わないと思うのだけれど、本当にこういうこと

で、やり方うまくいっているところはないのですか。ここの中だけで考えているから、こういう

ふうになるのです。本当に全国調べたら、つくらないでうまくやっていたり、管理をうまくやっ

ているところがきっとあると思う。これって、指定管理者とかではないです。指定管理者とかで

はなくて、既存の対応年数が過ぎた公営住宅をうまくいかしてやっているまちなんてないものな

のか。全国 1,800 もあるのだから。 

○委員長（玉井昭一君） これは主観だけれど、内地はどちらかというと、北海道より裕福な

のです。だから、北海道にしか私はないのではないかと思うのです。 

○委員（大渕紀夫君） 新築しているところなんかはいいのです。層ではなくて、対応年数が
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過ぎた、例えば半分くらい対応年数が過ぎているところというのは、結構あると思うのです。そ

ういうところで、もっともっとうまく管理、運営しているところがないのかどうか。 

○委員長（玉井昭一君） 夕張に限らず、北海道にあると思います。 

○委員（大渕紀夫君） そういうものを、もう間に合わないけれど、必要だったら見に行って

くるとか。道内だったら、車で行ける所だったら、ほんと、そういうことをやらないと広がって

いかないのです。白老の中だけで物を見るものだから、こういうふうに私みたいになるのだけれ

ど。白老財政厳しいけれど、そんなものすごい差なんてないですよ。 

○委員長（玉井昭一君） みんな貧乏だもの。 

 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今、大渕委員が言われていたやつは、多分東町の公営

住宅、うちで壊したときに、多分ニセコ町がそのあとすぐ長寿命化計画でもって、古い住宅を、

２戸を１戸にしてリフォームした。そういうやり方をやって、国からの補助金も出るということ

で、それで白老町も急遽古い住宅を壊さなくてもいいのだという、そういった話が前にありまし

た。そういうのも見に行こうと思えば、実際それがうまく運用されているのかどうかというのも、

１つの参考にもなると思うし、例えば借り上げ公住の形の中で、道内でも帯広の芽室、音更、あ

ちらのほうで中心市街地に集めてきて、駅周辺に借り上げ公住としてそれをうまく運用している

ところも、運用形態だとか、そういったものも実際やっているところもあるので、その辺のもの

が本来見て、こういうものなのだと頭にイメージできれば、始めていいのかもしれないですけれ

ど。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ニセコは町の話では、だめみたいです。たいしたことない

みたいです。だからそれ以外のところで、大々的に。３戸や５戸の話では、今の 500 戸も対応年

数が過ぎるといっているのに、全然話にならない。レベル違う話です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私も絶対、１万円とか２万円とかの話ではなくて、本当に低所得

者のことを考えたときに、そういった住宅を残さなくてはいけないという考え方に立ったら、や

はり二、三千円の話なのです。特に国民年金もらっていたって、４万円や５万円で生活している

人だっていっぱいいるわけだし、ましてや先ほど言ったように、谷間で生活している人を考えた

ら、そこから１万円なんて出せるような生活スタイルではないですよね。そう考えたときに、例

えば取り壊しの時期を、取り壊すといったって、１棟 200 万円ぐらいかかる。10 棟で 2,000 万

円ぐらいの予算掛けてあそこを壊したのです。そうであれば、壊しても金がかかるわけですから、

壊す金を維持に回して、その代わり 20 年くらい持たせるぐらいの思いでもってやれば、先ほど

からの計画の中にある 20 年間だとかという、５年か 10 年か、そういった期間の中で最終的には

壊さなければならなくなるかもしれないけれど、その中で政策をどんどん組み入れていくような

形、住宅マスタ－プランも変わっていくでしょうから、そういった中で見直しをかけていくよう

な形をとっていかないと。午前中から話をしているとおり、中途半端にお金を掛けて、５年持た
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して、５年後に壊すのかという、そういう無駄なお金を使わない、生きたお金にしていくために

は、そういう考え方も必要なのではないかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 余分なことだけれど、４戸１棟で壊すのは 200 万円くらいです。だ

から、１棟でいうと 50 万円。いずれにしてもそういう状況で、ますますこれから高齢者もふえ

る。今、言った懸念もある。そんなことで、低家賃の住宅も確保しなければならないというのは、

そのとおりだと思いますので、その辺を網羅した中で、それも文章にきちっと入れるということ

です。残すべきと。 

 あと、もっときつくいうことといったって、ほかにありませんか。 

 先ほど、午前中に聞いた中では、これらを随時検討していく余地はあるようだから、コンクリ

ートになってないようだから、それも見直し、見直しで、かけていけばできるということですよ

ね。その辺でいいですか。 

 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 午前中に大渕委員から出ていた、白老の将来像をちゃんと見据え

た計画にしていかなければいけない。まち並みは変わるかもしれない。変わるかもしれないと、

ただそれだけでは、せっかくそこの地域に出てきた、出店してきたお店のことだってありますよ

ね。そういったものを含めて考えたときに、どういった住宅をどこにつくっていくべきことなの

かとか、いろいろなことを、白老のこれからの将来像というのはしっかりと見据えた計画にして

いかなければいけない。実行に移すだけの形はできたけれど、そういったものを踏まえての実行

性ある計画にしていかなければいけない気がしますから、そういったものも議会としては強く訴

えていくべきだと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 北海道では、日本といってもいいけれど。最近町村合併したから、こ

んなまちもあるだろうけれど、１つのまちでこれだけ住宅が、６つも７つも団地になっているま

ちというのは、恐らくないと思います。今、６つというよりも、岩倉団地もまた別になっている

から。太平洋団地もそうだし、６つというのか、７つというのか、いずれにしてもこんなまちは

恐らく北海道でないのではないか。特殊なまちだったから。だから難しいには、なかなか難しい

のです。だから、これから持ち家の話になるけれど、本当にとんでもないことになるような気が

する。持ち家の家が余って。大体５年間で 1,100 と言っている。とんでもないものに。 

○委員長（玉井昭一君） 先ほど松田委員も言っていたように、例えば、保育所を統合した。

中学校が合併する、統合する。今、私個人的な話で悪いけれど、不動産屋をやっていると、萩野

の土地は今、どんどん売れています。中学校の付近、求める人がふえてきている。若い人が。学

校へ行かせる子供を持っている人が。今もう一つ売れているところは、東町。パセオの向かい。

これは、高齢者が病院が近い、店が近いということで、この辺が動いている。平均にです。動い

ているといったって、白老の場合しれているけれど、あとほか全然動かない。温泉地ぐらい。そ

んな状況。だから、エゴになってしまうけれど、今までもいろいろエゴみたいな言い方した人も

いたけれど、これ、基本的にはやむを得ないのだけれど、やはりそういうことがはっきりしてい
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ます。だから、行政的には偏っていくということもあるのです。そうすると、その辺に集中的に

必要なものが出てくるわけだから、人が集まるところにしか、過疎になるところには必要がない

わけだから。そういうふうになっていくと思います。それは事実です。 

 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今、松田委員のほうから持ち家の話がありました。私もだんだん

高齢化が進むと、持っている家にいられなくなってくるのです。温泉つきだとかで入ってはいる

のだけれど、結局片方が亡くなったりすると１人独居になったりして。結局はその家を手放した

いのだけれど、手放せない。これ、例えば東京やなんかだと、地価も高かったり、物価も高いも

のだから、国の借り上げ制度というものがあるのです。制度の名前はちょっと違ったかもしれな

い。ただ、家と土地の資産価値が 1,500 万円以上でないと、その８割を国で買ってあげますと。

買ってあげますから、それを年金の足りない分に補充して、余暇を楽しんだり、例えば年金の足

りない部分に使ってくださいという制度があるのです。それみたいなものが、白老町で 1,500

万円の資産価値があるような家と土地なんて、そんなにないです。それも、地域格差がありすぎ

るから、白老で例えば、売りたい人は、200 万円でも 150 万円でもいいから売りたい人は売りた

いのです。それがなかなか売れないのです。だから、そういったものがちゃんと国の制度でもっ

て、標準公価、公の土地の価格だとか、家の算定価格の中で、８割方でも保証してあげるから、

それでもって町の近いところに住めるのだったら住みなさいよという制度がそこにできれば、も

っと加速度的に進んでいくような気がするのだけれど。どうしても今、売ろうと思っても売れな

いというものが、いっぱいいます。緑泉郷の奥だとか、ライラックのほうにだって。そういう制

度がもうちょっと国のほうで、中央と地方の格差さえなくしてくれれば、地方は地方でちゃんと

そういった制度をつくってくれれば、もっともっと動きやすくなるのではないかなと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） そのとおりなのだけれど、そうならないのです。先ほど私が言った

ように、発展するところに人が集まるのです。過疎のところには集まらないのです。これは昔か

らはっきりしている。そのとおりなのです。田舎に住みたいという人、まれにいます。20 人に

１人ぐらいなのです。やはり、自分に対して活発に動くところ、便利なところ、思いはそれぞれ

だけれど、ほとんどに近いのです。７割方同じようなことで動くから、それは難しいのです。今、

氏家副委員長が言ったとおりになってくれれば、それにこしたことはない。だけれど、残念なが

らならないのです。そういうのが状況だけれど、しかしこの件はさっきから言っているように、

まだまだ討議、論議したいところだと思うけれど、これではどうしようもない。とりあえずこの

辺でまとめつくります。そして役所に出す前に皆さんに１度見ていただきますから。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 委員長厳しく意見言うと言っていましたけれど、冒頭には先ほど誰だ

ったか言っていましたけれど、やはりここまで役場職員の人たちが自らこの計画を練ったという

ことに関しては、是非評価してほしいなと。 

○委員長（玉井昭一君） 敬意を表します。 

○委員（西田祐子君） 今まではどこかに丸投げしてボンとやってもらっていたものを役場職
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員自らされたということに関しても、私はそれに対しては高く評価したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） わかりました。 

 そういうことでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） それでは以上で終わりたいと思いますけれど、あすもう１日取って

ありましたけれど、これ以上論議しても仕方がないと思いますので、あすはお休みします。 

                                         

  ◎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を終了いたします。 

（午後１時４３分） 

 


