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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協議会を開催いたします。 

（午前 １０時 ００分） 

                                           

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明を求めます。岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 改めまして、おはようございます。きょうはお忙しいところ、協

議会開催いただきまして、ありがとうございます。私どもの部、建設かが所管してございます雇用

促進住宅。美園団地の横、川沿地区にある場所なのですが、これの売り払いのお話が数年前からあ

りまして、現在の取り組み状況を状況提供という形でご説明しておきたいと。今後、相手側の交渉

次第によっては、町が買い取るということも出てくる可能性があります。そういう部分で現在の状

況がどうあるかというところをご説明したいというところでお時間をいただきました。資料１とい

うことで、皆様のほうのお手元に配布されている部分でご説明させていただきます。まず１の雇用

促進住宅の概要でございますが名称記載のとおりです。所有者は独立法人雇用・能力開発機構。こ

れは厚生労働省の管轄になっております。今こことのやり取りを行なっているということです。所

在地は記載のとおり。建物ですが２棟 60 戸。30 戸、30 戸ということで、３ＤＫの建物で 55.99 立

方メートルございます。建物は５階建で平成６年７月に建ててございますので、現在築 16 年経過し

てございます。付属施設は記載のとおり。現在の家賃でございますが、これはそれぞれ入居されて

いる方の収入、年収それから居住年数によって違いますが、月額３万円から４万 2,000 円で入居し

ているということです。駐車場は 83 台分。駐輪場はありません。それから５階建ですがエレベータ

ーはありません。それから次に灯油の供給施設。現在公営住宅の４階建は４階も壁まで灯油がちゃ

んと配管されていまして、石油ストーブをつけると壁から灯油は引けるのですが、ここの建物はい

わゆるオイルサーバーというものはついていませんので、５階まで 20 リットルの灯油缶をかついで

上がっていかなければならないという状況になってございます。こういう施設はついていません。

ガスについては設備されています。２番目の取得後の収支ということで、いろいろシミュレーショ

ンをしてございます。その中で、まず支出として先方が売り払ってもいいよという部分が、実は不

動産鑑定士の価格が出ておりまして、約１億 3,000 万から１億 4,000 万というふうなことで、毎年

不動産鑑定入って動きがあるものですから、今のような１億 3,000 万から１億 4,000 万くらいとい

うふうになっておりまして、高めで１億 4,000 万と仮定した場合、自治体への売り払いは 50％、半

分で売りますよと。民間に売る場合は、そのままの価格ですから１億 4,000 万。自治体に売る番は

２分の１にしますというルールがございまして、この場合だと 7,000 万。項目の括弧書きに入って

います 7,000 万になります。それで次の欄横に 23 年度の支出となると、実はこれは国の地域住宅交

付金という制度があって、45％交付されるというものがあります。これは今胆振総合振興局ともい

ろいろ詰めてございまして、北海道の予算もまだどうなるかまだ分かりませんが、手続き上で通っ

ていけば、この交付がなるということで 3,150 万カウントしています。それからもう１つ改修費。
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先ほど申し上げましたとおり、オイルサーバーという灯油が居室の壁までちゃんと届くような、そ

ういうものを整備するとか、外壁の塗装もかなり傷んできていまして、そういうものを整備すると

いうふうになると、8,466 万 8,000 かかると。そうすると１億 1,616 万 8,000 円の支出計になると。

一方でこれらの財源がどうなるかといいますと、収入ということで社会資本整備総合交付金。いわ

ゆる地域住宅交付金という部分でございますが、買い取りと先ほどオイルサーバー、外壁やります

と、これも一部適用になるものですから、そうすると 6,433 万 1,000 円の収入があると、いわゆる

歳入の部分になります。それから起債は 3,000 万。これは 15 年物でカウントしています。その次の

一般財源で、括弧書きで 2,183 万 7,000 円となっていますが、①の 1,497 万 6,000 円。これは家賃

収入で賄えると。不足分の 686 万 1,000 円。これが純然たる一般財源が出てくると。ざっくり申し

上げますと、建物を買うのに 7,000 万。改修等々で 8,500 万ほどかかりますから、１億 1,500 万の

買い物をして、整備をして一般財源がおよそ 700 万。起債 3,000 万。残りが国の交付金と家賃収入

で賄っていけるという結果となってございます。その表の下に米印で、では入居される方の使用料

はいくらかという部分で、今シミュレーションの中では１階から３階までを月額３万円。それから

４階から５階までを月額２万5,000円で試算してございます。また駐車場についても月当たり1,500

円。次の米印が買い取りと一時の収支はちゃんとペイできますと。では今後大規模修繕ですとか、

それから耐用年数が過ぎてからの解体費用、それはどうなるのだという部分が米印の３番目ですが、

これから 15 年後平成 38 年に大規模改修するということもこの中の試算には入れていますし、また

表の中にもあるとおり解体費１億745万7,000円。この部分も費用としてカウントしてございます。

つまりライフサイクルコストという部分も全てカウントしまして、十分ペイは出て収支が合うとい

う結果になった、これを１つのペーパーにまとめた状況であります。３番目の雇用促進住宅の取得

の必要性ということですが、昨年この委員会でも所管事務調査の中でご審議いただきました住宅マ

スタープランあるいは公営住宅ストック活用計画。そういう中でもここの住宅の必要性を訴えてお

りますが、公営住宅がどんどん建てかえできる環境にない部分においては、リニューアルして十分

入居可能なこの施設を買い取って、公営住宅を保管する一般町有住宅という使い方を果たせるもの

という考えを持ってございます。また収入超過者、高額所得者そういった方々の対象にもなってく

る。それから３番目として取壊し予定住宅の入居者が転居する。こちらに移るということも可能に

なってくるという部分が、この１ページ目にまとめたものでございます。一方、お開きいただいて

２ページになりますが、２棟 60 戸あるのですが、ではどういった方が入居可能かという部分では、

当然一般公募して入居基準決めて入っていくことになりますが、今公営住宅の待機者が９月 30 日現

在で 69 名おります。そういった方々を本当に低家賃でなければ入れないという方もいるのですが、

今の公営住宅に入るしかないという方もいるのですが、ある程度生活が一定水準あって３万くらい

家賃なら入れるという人をカウントすると、ここで約 15 名。それから２番目の家賃の収入超過者、

こういった方々が 12 名。それから３番目のすでに今の住宅に 11 名の方々が入っておりますので、

そのほかにいろいろ企業の関係で地元に住宅を探していると、そういった方々をカウントすると 22

名で合計 54 名入居は可能であろうかなと考えています。そのほかにも当然一般的に民間のアパート
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ですとか、借家から移りたいと、そういった方々も入れる住宅にはなってきます。ここでの収支の

試算は厳しいほうに見まして、入居率を 75％でカウントしておりますので、100％の家賃収入では

なく、それは 100％なるともっとプラスになってきますけども、75％の入居率で試算して十分もと

が取れて、さらに解体や大規模の改修費用も捻出できるということで試算してございます。それか

ら３ページ目は平面図、４ページ目がこれは住宅の平面図でございます。図面の上側が入り口、階

段になってございまして、これは苫小牧市さん何かにある高層の市営住宅と違いまして入口が３カ

所ありますので、仮にエレベーターを設置するとなると３カ所エレベーターを設置しなければなら

ないということもあって、相当な費用負担になってきますから、エレベーターの設置はできないと

いうか、通常の５階をそれぞれ３つの入り口から出入りする形になろうかと思います。基本的には

こういった部分の大改修は考えてございません。今の住宅をそのままつかってと。それから５ペー

ジについては、今の状況の写真を添付してございます。まだ相手方、雇用能力開発機構とのやり取

りがいろいろありまして、価格をもう少し下げてほしいですとか、屋上防水が結構傷んでいますか

ら、これを相手方にやってもらうとか、その辺の詰めを 11 月いっぱいまだかかってくる予定でござ

います。厳しい側といいましょうか、町の負担が大きいふうにカウントしての状況でも何とか収支

はペイできるという部分の状況にあります。今後、相手方の最終の詰めも入っていきますが、この

辺がきちんと整理されて、それから交付金もお金がつきますよと、そういうようなことがしっかり

見えてきましたら、何とか 23 年度、新年度予算に計上したいというふうに私どもは考えているとこ

ろでございます。以上でありますが、私どものほうから今の状況はこうなっているということを説

明させていただいて、なお来週 26 日の行政視察のときにこちらの建物、これも玄関開けますのでそ

れぞれ中も見ていただいてということで、また今後ご意見何かもいただきたいというふうに考えて

ございます。以上雑駁ですが、今の状況ということでの説明を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。質問のある方どうぞ。氏家副委員長。○副

委員長（氏家裕治君） ２点ほど考え方をお伺いしていきたいなと思います。買い取り価格だとか

入居に伴う使用料だとか、そういった部分については非常に妥当な部分なのだろうなと思います。

ただ、改修費に見込まれている 8,400 万の部分にオイルサーバーの整備、１つ上げられていました

けれども、平成６年に建った建物ですよね。約 16 年たっていて、内装何かの改修はこの金額の中に

含まれているのかどうかということがまず１点。それから、ここにはエレベーターがない建物だと

いうことは前から説明は受けていますし、その分オイルサーバーが整備されるということであれば、

ある程度も年代層の方は入っていけるのではないかと思いますけれども、１階から３階、それから

４階から５階。この建物に対してどういった年代層を考えていらっしゃるのか。いずれにしても４

階、５階というのは、高齢者はいくらオイルサーバーがあっても厳しい部分だと思いますので、そ

の辺の考え方がまず１点お伺いしておきたい。そのまず２点お願いします。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達善孝君） ２点ほどご質問ありましたけども、内装の関係でございますけども、

雇用促進事業団と相談しまして、一定の改修の持ち分は決めておりまして、事業団さん側にやって
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いただく部分は屋根の改修が主に、あとは火災報知機とか地デジの関係、お風呂の撤去。そういう

ものが持ち主側のほうでやっていただいて、うちのほうは外壁の塗装とか先ほど言ったオイルサー

バー、このようなもの。あと、上水道の直圧にする工事とか、そういうものが主なものでやってい

ただく内容に協議中でございまして、内装は実は畳の部分がございまして、今入る人たちのニーズ

を考えると、この辺を全部フロアーにしたほうがいいのではないかという内部で詰めていまして、

民間のアパート等もそういう傾向にございますので、そういうのも含めて経費の収支の見込みの中

では十分採算取れるような中身になっていますので、うちでやろうと考えているのはその部分。そ

れと一部湿気がちょっとありまして、その対策は持ち主側のほうで今やっていただくようなことに

なっております。２点目の年齢層の関係ですけども、一般住宅で家賃を相当下げまして、今若い世

代の方々も収入的にも非常に低い方々が、300 万、400 万の年収の方々が白老町も相当低くいるもの

ですから、そういう方々をターゲットに。今後こういうところに入ったあとに、自分のマイホーム

を建てるような年代層に入っていただければなと。やはり１階から５階まであって、３階までは入

りやすいものですから、ちょっと値段の格差をつけて、４階、５階は単身者でも入っていただける

ような条件にして、単身者であれば若い人でも４階、５階入って入居できるものと考えております

ので、そういう対応を考えております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 考え方はわかりました。もう１点、２棟で 60 戸ですよね。極端な話、

５階は全部使わなくても収支は取れると、そうですよね。４階で 48 戸だから。75％試算でペイする

のだという話ししているのだとすれば、５階は全然使わなくても収支的には合うのだという話にな

りますよね。いずれにしても白老町の場合、これから住宅がどういう形で必要性を帯びてくるのか。

特に５階という部分については、今課長も言われたとおり、若い人達が入られるようなスペースと

して、こういった住宅を設けておくという部分はわかるのだけども、極力人口、少子高齢化という

形の中で若い人たちが少なくなってきて、高齢者がふえてくるということになると、どうしても高

齢者に趣を置いた住宅政策というのが必要になってくるような気がするのです。考え方はわかるの

です。ただこの施設を買い取ったときに町の財政もこれだけ厳しい中ですから、最終的に全戸が入

らなくても収支バランスが取れると、最終的に解体費も含めて。５階の 12 個が入っていなくても、

実際はそれで収支バランスが取れていくのだという形の確認でよろしいかどうか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達善孝君） 委員いうとおり、75％入居率で収支計算つくっていますので、極端な

話、５階の部分が入らなくてもバランスは十分取れていきます。ただ、今４階建、川沿地区にあり

ますけども、ほぼ 100％埋まっておりますので、先ほど部長からの説明のとおり、今の待機者も含

めて収入超過者とかを考えると、多分これは 100％十分埋まっていくことになるかと思います。そ

れと、そういうことになれば、今待機している人方とか収入超過者の方が現在住んでいる公営住宅

からそちらの方に移転していただくと、氏家委員言われる高齢者の方々69 名のうち、そういう高齢

の方だとか収入が相当低い方が待機されていますので、十分そちらの方にシフトして埋まっていく
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ということも考えられますので、これを買うことによってそういう対策も十分取れていけると私ど

もも判断しておりますので、当面先ほど部長が言ったとおり、公営住宅の新築というのはなかなか

難しい財政事業ですから、これを買うということはそういうものをきちんとできるように確信でき

るのではないかと考えております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 山本です。３点ほど伺ってみたいと思います。まず入居率のお話ですけど

も、かつての入居率ですね。エレベーターなし、オイルサーバーなしの状況での今までの入居率は

どのくらいだったのかというのをお尋ねしたいと思います。それと耐震化に関しては問題なしとい

うふうに思っておりますけども、この点それでよろしいのかどうなのかということをお尋ねしたい

と思います。それと、独立行政法人雇用能率開発機構。これは仕分けの対象になった場合は、その

後の交渉もややこしくなるのかなというふうに懸念しているわけでございますけれども、その辺を

考慮した場合はなるべく早めに詰める必要があるのかなということも考えるところでございますけ

ども、その点いかがか、どのような見解を持たれているのかというこの３点伺ってみたいと思いま

す。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達善孝君） 入居率、担当のほうからご説明しますけれども、耐震化の部分は平成

６年に建築されておりますので、十分耐えられる構造になっております。それと、能力開発機構も

言われたとおり、事業仕分けの対象になっていまして、将来的には当然なくなるところでございま

すけども、今こちらと値段の交渉をやっている最中でございますので、年内にはほぼ金額も固めて

23 年度予算に計上するような動きも取っていますので、できれば年内中にきちんと改修の部分と売

買価格を決定していきたいなと考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 小林主幹。 

○建設課主幹（小林繁樹君） 入居率についてご説明したいと思います。最初からの入居率、こち

らのほうで押さえていないですが、平成 15 年以降の分として押さえていますので、お答えしたいと

思います。平成 15 年３月で 83％。平成 16 年で 86％。徐々に下がってきまして平成 18 年で 54％。

平成 20 年で 45％。20 年には入居停止かかりましたので、かなり下がったということです。以上で

す。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） ２点目、３点目の質問はよくわかりましたので結構です。この入居率の問

題です。どうしても私もうちの従業員がここに一度入ったことがあるのですけども、比較的短い期

間で出てしまったのです。これはやはり聞いたらオイルサーバーがないというのとエレベーターが

ないというので、実際住んでみて不便を感じたようでした。そんなようなこともあって、非常に心

配しているところでありますけども、オイルサーバーこれからつけられるということでございます

けども、やはりエレベーターがないということになれば、なかなか若い人でも４階、５階になって

くると厳しいのかなというふうに思いますので、その辺を上手にＰＲしていく必要があるのかなと。
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先ほど課長のほうから単身者でも可能だというお話もございましたので、その辺を上手にＰＲして、

何とか平成 15 年、16 年くらいの入居率に持っていっていただきたいというふうに感じます。質問

ではないです。感想です。 

○委員長（玉井昭一君） 小林主幹。 

○建設課主幹（小林繁樹君） 先ほどの説明にちょっと補足させていただきたいのですが、部長の

ほうからも話ありましたが、当初入ったときの家賃というのが３万円なのです。それで２年間その

ままの状態なのですが、年ごとに 6,000 円ずつ上がりますので、家賃が高くなるごとにつれてその

入居、出ていくということもあるかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） それは雇用促進住宅の場合はそうだったけれども、町の場合は一度決めた

ら、それはそのままの家賃ですから、そういったことの懸念は取り払うことはできますよというこ

とで認識でよろしいですね。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。町有の住宅になるということは、公営住宅法の範囲からは落ち

るというふうに考えていいのですか。要するに、独身者が入れるとか、収入超過者が入れるという

のは、公営住宅法からいったらだめですよね。そこは全部できるというのは理解していいですか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達善孝君） 昨年の議会で一般住宅の条例案を可決させていただいたのですけども、

あそこの説明のとおり、委員おっしゃるとおり収入制限とか単身者でも入れる本当の民間同様のタ

イプになりますので、そういう部分では入りやすく。そして家賃的にも先ほど説明したとおり３万

円と４階、５階はちょっと下げるのですけども、ちょっと民業を圧迫になる可能性もあるのですけ

ども、民間では３ＤＫだと５万から６万という町内も価格ついてきますけども、半額くらいで入れ

ますので。ただ先ほど言ったとおり、年収の少ない方が 300 万、400 万の全国的にもそうですけど

も、収入の方たちが入るにはちょっと格安に入れるのではないかなと思われます。十分入居率も達

成できるのではないかと考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 入居するのはそういうふうになっていくのだろうと思うのですけども、１

つ考えられるのは、そのことによって全く縛りがなくなるということで、例えば収入の高い人まで

入れると。優先順位みたいのをつくらないとそうはならない。300 万の人と 600 万の人がいたと。

同じ基準ですよということにはならない。そうすると、はやりそういう優先順位的なものは町の条

例か何かで決めて、規則か何かわからないけども、そういうものを決めて適応していくということ

になるのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達善孝君） 今、一般の公営住宅も実は優先順位というのは、ことし４月から点数

をつけて緊急性の高い人があとから申し込んでも入れるというような取り扱いをして、当然この一
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般住宅もある程度 1 回埋まって、次の待機の方の方にはそういうものを適用しながら、優先順位を

つけながら次の入居に待機していただくという形をとっていきたいと考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） これまでいろいろ先方と協議してきた中では、向こうは１円でも

高く売りたい、こちらは安く買いたいという部分で、ちょっと放っておくかという、過去にやり取

りに中にあったのも確かなのです。町が買わないとなったらどうしますか。それから民間はどうし

ますかということもいろいろ協議させていただきました。その中で町が買わないとなると、民間の

ほうにお話は持っていきますと。ただし、その場合は先ほど言いました１億 4,000 万。それから、

不動産取得税がかかりますし、民間の場合はその後年次の固定資産税も今度かかかっていくと。そ

のこと私どもがちょっとシミュレーションしてみたのです。民間がもし買って、ペイできるのか、

採算合うのか。そうすると、家賃は５万円から６万円にならないと採算があわないということにな

ります。あの状況で白老町民の方がどれだけ入れるかと考えると、やはりこれは町が手を打たなけ

ればだめだなという判断に１つたったこと。それから、民間が買わないとなったらどうしますかと

いうことも先方に聞いた場合、１億取り壊しにかかるのですが、それは１億出して取り壊すと。こ

のことは全国的にいろいろ課題になって問題起きたのですけども、本当にそれは実行するどうです。

ですから、ぎりぎりまで待って取り壊すという判断する前に、では安く買おうかということも考え

たのですけども、もうそれは国は以前にもそれをやっていて、大変な価格で実際に売り払って、こ

の施設ではないのですけども、ほかのケースでそういうことがあって、非常に国民から反発をかっ

たということもあって、それは絶対ありませんと。町も民間も買わないとなった場合は、国はこれ

は間違いなく壊しますということははっきり言われています。現実に道内でも、ほかの自治体で雇

用促進住宅、今年買われた自治体もあります。価格もやはり不動産鑑定士で出た価格から１円もま

けてくれないということで、最終的のその自治体もその値段でやりくりして買って、町営住宅とし

てスタートしているという実態がございます。いろいろ交渉した過程でのお話があったということ

だけの説明しておきます。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、部長から聞いたので、ほかのほうとのどういうような状況で進めら

れているのかということでわかりましたけども、家賃や何かの関係で、民間で借家出していますよ

ね。結構いい値段しているのだけど、３万円というのは民間との関係で、あまり極端な形にすると、

民間の企業を圧迫するような感じにもなるし、その辺の考え方はどうなのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 実はそういう民間の方々、社長さん等、苫小牧の非常に大きな経

営者のところの社長さんともお話させていただきました。これはあくまでも町が事業主体やること

は競争はしませんと。どうぞ白老町さんの考えで進めてもらいたいというのは、ご返事として１つ

あったことと、民間は入居してもらうターゲットは違うのですと。公営住宅の方は、本当に住宅困

窮者の方で住むところがない、家賃もそうそう一定の価格という方が公営住宅。ところが、民間さ
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んはある程度所得があって、高級感志向ではないと入ってくれないのだそうです。ですから仮に、

あそこの住宅を民間さん買った場合どうするのかと聞いたら、公営住宅の機能ではなくて、賃貸マ

ンション並みのレベルに上げないと多分入らないでしょうと。それだけ高級志向にして高所得者の

方に入ってもらうと。それが民間の発想ですからと。ですから町が考えている公営住宅に準ずる施

設とは、もうそこで大きく違いますと。ですから決して競争にはなりませんからというお話はいた

だいております。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。ちょっと参考までに聞きたいのですけど、これは

入口３カ所あるからエレベーターつけるとすると３カ所つけなければならないという計算になりま

すよね。２棟あるから６カ所になると。その計算をもししていれば参考までに教えていただきたい。

小林主幹。 

○建設課主幹（小林繁樹君） エレベーター合計６基必要になりますが、金額的には３憶 600 万か

かる資産です。それと毎年保守点検費用がかかりまして、それが 370 万かかるという計算です。 

○委員長（玉井昭一君） わかりました。ほかございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今話聞いていて、まちも民間も買わなければ、１億で壊すのだという国の

発想そのものが間違っていないですか。それだったらくれればいいでしょう。やはりそこのところ

なのです。そんなことで 3,000 万で買ったって、まちなんてただ荷物背負うだけです。私はそう思

う。ただ壊すのだという発想だったらくれればいいですよね。そういうところが国に訴えるところ

なのです。国会議員というのは何のためにいるのですか。その地域の。ここの部分がまったくおか

しいですよね。それから、あの雇用促進住宅は白老のまちも責任がありますよね。いうなれば工業

団地がいっぱいになるから、人口がふえるから誘致したのですよね、お願いをして。今こんな状況

になったのはまちも責任があるのだけども、誰が言ったといったって、１億かけて壊すという発想

は、これでは成り立たないです。先ほども安くすれば、国がいろいろ今までも経過話したけども、

このほうがとんでもない話ですよね。ただでもらう方法を考えた方がいいですよ。駅前の経済セン

ターだって１万 500 円ですよね、白老町いただいたのは。だから部長先ほど言った、ぎりぎりまで

返事しないほうがいい。だって自治体にくれるのだったら国民がもらうのだから、国民にくれるの

が当たり前ですよね、壊すのだったら。そういう発想に立たなければだめですよね。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 答弁のしようがないのですけども、本当に松田委員おっしゃると

り、町長も向こうに再三それは言っているのですよ、強く。それは厚生労働省も管轄していますか

ら、そちらにも言って 1 億かけて壊すのなら、うちがもらってちゃんとおもりすると。十分向こう

もお金かけなくてもいいのだからという話をしたのですが、いろいろさかのぼるとかんぽの宿だと

か、いろんな問題がございました。こんな施設が数万円で売られているということが、マスコミな

んかも非常に大きくとらえて出しているものですから、国自体がもうそういうことは打てないと。

我々もぎりぎりまで交渉はして、本当に懐の探り合いみたいになってしまいますけども、徹底して

その辺は詰めてまいりたいと思います。 
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○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） せっかくこういう機会をいただいたので、雇用促進住宅には関係ないこと

をちょっとお尋ねしたいことがあったのですけども、いいでしょうか、委員長。 

○委員長（玉井昭一君） 関連があるのでしょう。 

○委員（山本浩平君） まったくございません。こういう機会をいただいたものですから、もしよ

ろしければ。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩をします。 

休憩 午前 １０時 ３９分 

                                        

再開 午前 １０時 ４１分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩をとじて、協議会を再開いたします。ほかございませんね。 

                                        

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは、以上を持って協議会を終了いたします。ご苦労さまでした。 

（午前 １０時 ４１分） 


