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開議 午後 ２時３０分 
      ◎公営住宅の入居状況と長寿命化計画の進捗状況 
           （午後１時３０分～公営住宅団地視察） 
 
○森委員長 改めまして、皆さんこんにちは。 
 今、インドネシアのバリ島で開かれておりますＴＰＰの首脳会談、先日のお話ですと西

川ＴＰＰ対策委員長が今まで約束していました農産物の５品目の完全撤廃を除外するとい

うことでございましたけれども、どうもこのことが非常に難しいというようなことを示し

たところでもございました。今後の会議の行方が、非常に注目を浴びるのかなというふう

にも思ってございます。 
 また９月３日に作物の生育調査を行ったところでございました。その時には、非常に今

年の作物の状況につきましては、平年を上回る作物も多かったところでございましたが、

ご承知のように９月 15 日の午後ぐらいからですか、また台風の影響と降り重なる降雨に

よりまして、豆、特に金時の色流れが生じているところでございました。 
 農協の担当者に聞きましたら、等に入るのが３割くらい、あとの７割は等外というよう

な色流れも出ております。 
 また手亡につきましても、手亡というのはご承知のように真っ白な豆なんですけれども、

例年でいきますと、８割くらいは３等級に入りますよというようなお話なのですけれども、

今年はそれどころかかなり低いですよというような降雨の被害が出てございます。 
 またデントコーンの倒伏もございましたし、今澱粉いもの収穫も最後の追い込みという

ことで行っているところでございますけれども、非常に腐敗が生じているというようなこ

とも聞いてございます。今後の収穫にも心配されているのかなというふうにも思っており

ます。 
 また漁業、海の方、秋あじの方でございますけれども、最近は、量的には平年ぐらいは

獲れましたと、大変うれしい話も聞いてございますし、価格の面も高い値段で推移してま

すよというようなお話も聞いてございます。 
 浦幌の一次産業が本当にいいように願っているところでもございます。 
 本日の委員会に関しましては、一時半から現地調査ということで、町長はじめ施設課の

皆さん方には、いろいろお世話をいただきましたことを厚くお礼申し上げたいと思います。 
 本日は委員会の方よろしくお願いしたいと思います。 
 ただいまの出席委員は、６名です。定足数に達しておりますので、ただいまより産業建

設常任委員会を開催いたします。 
 本日の付議事件、所管事務調査、公営住宅の入居状況と長寿命化計画の進捗状況を議題

といたします。 
 本日は、現地調査ということで６カ所の団地を視察をして参りました。その中で、とこ

ろどころ説明をいただきました。その中では、また確認の意味で説明をいただきたいと思
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います。 
 最初に町長の方からごあいさつをいただき、また説明をいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
○水澤町長 皆さん、大変今日は雨の中でありましたけれども、公営住宅の視察をしてい

ただきました。ありがとうございます。公営住宅につきましては、今、495 軒の中で 372
軒が入居ということで、入居率は 75％というような状況になっているところでございます。 
 ご存じのとおり、浦幌町の公営住宅については、昭和 47 年からの建築物があるという

ことで、耐用年数経過している住宅が多いということになっておりまして、そのために浦

幌町の住生活基本計画等の策定委員会から答申をいただきながら、平成 22 年から住宅の

基本計画、また公営住宅等の長寿命化計画を 23 年から 10 年間ということで立てさせてい

ただいて、順次古い老朽化した公営住宅について、建て替えを行っていこうということで、

今特に当初５カ年の計画をもって順次進めているところであります。 
 北栄、北町、南町、東山の公営住宅について、建て替えを行っていこうということで今

進めています。 
 新たな、今建てている公営住宅も見ていただいたということで、新たな建設場所につい

ても確認をしていただいたところであります。今、長寿命化計画の進捗状況ということで、

今日は常任委員会の皆さんに説明をさせていただく機会をいただいたということについて、

本当にありがたく思っておりますし、この計画は順次計画に則って進めてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 
 中身については、係の方から説明させますので、よろしくお願いいたします。 
○森委員長 ありがとうございました。 
 説明の方お願いしたいと思います。施設課長。 
○新川施設課長 本日は、先ほど現地の視察をしていただきましてありがとうございます。

ちょっと時間が足りなくてですね、足早で大変申しわけないと思っています。 
 このたびの所管事務調査の資料につきましては、お手元に配付しておりますが、公営住

宅等の空き家状況、団地別の一覧表を添付させていただきまして、また公営住宅等の長寿

命化計画につきましては、平成 22 年度策定いたしました計画書により、進捗状況などを

ご説明させていただきます。 
 公営住宅等の整備につきましては、議会議決されている第３期まちづくり計画の第２部

基本構想、第２章第５節に市街地の住宅整備に基づきまして策定されました平成 27 年度

までの基本計画に基づきまして、居住環境の向上と老朽化した公営住宅の改良を目的に、

水洗化などの改修をはじめ、平成 24 年度から南町団地買い取り事業の実施、さらに住生

活基本計画の住宅施策といたしまして、一般住宅向けの住宅リフォーム補助を平成 23 年

度から実施してございます。 
 先ほども町長からありましたが、公営住宅の戸数につきましては、公営住宅 299 戸、改

良住宅 175 戸、特定公共賃貸住宅 21 戸を管理してございます。 
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 資料の詳細の説明につきましては、課長補佐の早瀬の方から説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 
○森委員長 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 皆さんこんにちは。 
 それでは、私の方から所管事務調査の説明資料に沿って説明させていただきたいと思い

ます。２ページをお開きください。 
 まず２ページの方なのですけれども、公営住宅等空家状況一覧表ということでありまし

て、一番上が公営住宅、中段が改良住宅、下段の方については特定公共賃貸住宅というこ

とでありまして、補助事業の事業名称によって、公営住宅、改良住宅というような形で名

称が違っております。 
 公営住宅につきましては、上浦幌の貴老路団地の方から先ほど見ていただきました南町

団地というところまで合わせまして合計 299 戸ありまして、入居につきましては、ごらん

のように現在入居されている方につきましては、225 戸ということであります。 
 貴老路団地及び美園団地に、備考欄にみなし特公賃ということで書いてあると思うので

すが、これにつきましては、公営住宅を収入超過者が入れるように特定公共賃貸住宅にす

るためにした住宅ということでありまして、それが３戸あります。それが 26 戸中のうち、

３戸が特公賃の住宅、所得のオーバーの人が入れる住宅として住宅をつくっております。 
 美園も同じように６戸のうち１戸が収入超過者用の住宅ということであります。 
 ２番目の改良住宅につきましても、先ほど見ていただきました東山、北町、南町という

ことで３団地ありまして、合計 175 戸で入居につきましては 126 戸なのですが、東山町の

29 戸の政策空家につきましては、昭和 48 年からの住宅が建っており、建て替えが順次進

んでおりまして、48 年、49 年、50 年までの住宅については、空き家になり次第募集をか

けない住宅ということで、取り扱っております。 
 一番下の特定公共賃貸住宅につきましては、北町団地が 5 戸、南町団地が４棟 16 戸、

合わせまして 21 戸ということで 21 戸すべて入居しているという状況であります。 
 ページをめくっていただきまして、今説明させていただきました住宅を３ページ、４ペ

ージ、５ページに各団地ごとに建築年度、構造、規格、床面積について、戸数並びに棟数

について、分類した一覧となっております。 
 貴老路団地でいけば、昭和 55年には３棟 12 戸があります。その１棟の内訳については、

３ＤＫが４戸ですよというような見方となっております。 
 ページをめくっていただきまして、５ページにつきましては、改良住宅と特定公共賃貸

住宅ということで南町団地には改良住宅が 52 年建設のものと 53 年建設のものがあります。

合わせまして５棟 20 戸ということであります。 
 東山団地につきましては、48 年から 52 年までということであります。北町団地につき

ましては、昭和 54 年、55 年の２棟、昭和の部分につきましては平屋の住宅で、それにつ

きましては、８棟 28 戸ですね、ということになっております。改良住宅につきましては、
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37 棟 175 戸ということでございます。 
 特定公共賃貸住宅につきましては、北町団地、南町団地ということで、北町団地につき

ましては、２ＬＤＫが３戸、３ＬＤＫが２戸、南町団地につきましては、１階が２ＬＤＫ

が２戸、２階が３ＬＤＫが２戸、１棟４戸で、これが４棟ありますということでございま

す。 
 この３ページ、４ページ、５ページを、今度６ページの公営住宅位置図なんですけれど

も、図面の方に 10 万分の１に落とした図面となっておりまして、ちょっと小さくて大変

申しわけないのですけれども、上浦幌からいくと貴老路団地、美園団地、常室団地、常室

につきましては１棟４戸。街の中につきましては、先ほどの部分なのですが、現地視察し

ました吉野団地につきましては、９棟 32 戸ということであります。あと十勝太に２棟４

戸ありまして、あとは市街以外であれば、公営住宅、厚内の方に厚内団地で９棟 31 戸と

いうことであります。それが浦幌町内の位置図を一覧表に落としたものとなっております。 
 次に、お持ちいただきました住生活基本計画と公営住宅等の長寿命化計画について若干

説明させていただきたいと思います。 
 まず浦幌町の住生活基本計画なんですが、１ページの方に、はじめにということで、計

画の位置づけと目的ということであります。 
 浦幌町住生活基本計画は、住生活基本法の制定を踏まえて制定されている北海道住生活

基本計画を受けて策定する浦幌町の住宅施策の基本的な方向をとりまとめたものというこ

とであります。 
 計画の期間につきましては、（２）の方にあります本計画は、平成 23 年度から平成 32
年度までの 10 年間を計画期間とし、必要に応じて見直しを行うものとするということで

あります。 
 ページをめくっていただいて、21 ページの方に住生活基本計画の課題や基本目標・施策

等の体系についてＡ３で作成されているものなのですが、これについて基本目標・推進方

針・施策ということで、１番の高齢者や障がい者・子育て世帯をはじめ、誰もが安心して

生活できる住宅・住環境づくりということでありまして、それに３つの施策があります。

その中の２つ目ということで、安心・安全・快適な居住を支える公営住宅等の整備・改善

等ということであります。この中に、二重丸の２つ目に老朽化した公営住宅等の建替整備

の推進ということで、北栄団地、東山団地、南町団地の部分が書かれてございます。 
 二重丸の３つ目、未水洗化団地における水洗化の促進ということでありまして、貴老路

団地、美園団地、十勝太団地、厚内団地という形で位置づけられております。 
 住生活基本計画の方は、以上で説明を終わらせていただいて、次に公営住宅等長寿命化

計画の方なのですが、11 ページの方をごらんいただきたいと思います。 
 11 ページに、２ということで公営住宅等長寿命化計画の目的ということで、（１）目的、

（１）の下段の方に、本計画では安全で快適な住まいを長期にわたって確保するため、改

善や建替などの公営住宅等の活用手法を団地別、住棟別に定め、長期的な維持管理を実現
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することを目的とする。ずっと下にいっていただいて、（３）計画期間につきましては、先

ほどの住生活基本計画と同じで平成 23 年度から 32 年度までの 10 年間を計画期間として、

事業の進捗状況等を踏まえ、最低５年ごとに見直しをするものとするということをうたっ

ております。 
 戻っていただきまして、９ページにＡ３の見開きで表があります。先ほども住宅につい

て説明させていただきましたが、浦幌町の公営住宅等の状況ということで、この表の右側

の方に黒枠でくくっているのですが、いる所の色の緑の濃い部分について耐用年数の経過

がしている住宅ということでありまして、その左の薄い緑の部分については、耐用年数が

２分の１経過している住宅ということでありまして、平成 25 年になっておりますので、

ということになると、もうほとんどの住宅が耐用年数を経過してきているような状況とな

っています。 
 ページをずっとめくっていただきまして、44 ページなのですが、団地別のまとめと実施

年次ということで、（１）実施年次、公営住宅等の現状をみると、老朽化した住戸が多数を

占めており今後 10 年間で管理戸数の約半数が耐用年限を超えることとなることから、着

実かつ的確な建替が必要となる。また、未水洗化の住戸においては、住戸改善等により、

地域バランスを考慮しながら順次水洗化を行い、快適な住宅・住環境を確保していく必要

があるということがまとめられております。 
 これを団地別のまとめと年次実施ということで、隣のページの 45 ページについて書い

ておりまして、まず貴老路団地の方につきましては、2013 年の平成 24 年度に浄化槽をま

ず整備いたしまして、今年度につきましては、16 戸の公営住宅の水洗化を行っております。

26 年度につきましては、残りの住戸について水洗化をすることで貴老路団地は水洗化を行

うと。27 年度につきましては美園団地、28 年度については十勝太団地の２棟４戸、その

以降、29 年度から厚内団地が 29、30、31、32 年というところで水洗化の工事を予定して

いるところでございます。 
 ページをめくっていただきまして、46 ページの方にこの表の一番下の方に南町団地、東

山団地ということで小さく書かれているのですが、24 年度に南町団地に６戸、初年度とし

て 28 年度までが南町団地で、それ以降 29 年度から 32 年度までを東山団地で８戸の住宅

を４年ということで、一応長寿命化計画の方では策定しております。 
 これについての移転の考え方につきまして、47 ページの方に移転対象者の住宅団地を明

記しておりまして、北栄と東山の改良住宅からの建て替えの対象者を移転させるようなこ

とが書かれている表となっております。 
 私の方で説明させていただく関係につきましては、以上とさせていただきます。 
○森委員長 ありがとうございました。 
 ただいま資料に基づきまして、公営住宅等の空き家状況、公営住宅、また改良住宅、特

定公共賃貸住宅ということで説明をいただきました。また公営住宅の団地別の建築年度、

そして浦幌町住生活基本計画について、また公営住宅等長寿命化計画について、それぞれ
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説明をいただきました。各委員から質疑を受けたいと思います。 
 杉江委員。 
○杉江委員 先ほどの説明の中でも入居率 75％ということで、政策空家は別として、この

ほかに住生活基本計画が出された時に、その他の町管理住宅約 45 戸というもの含むと書

いてあるのですが、これは統計の中の含む数字で公営住宅やら今の表示になった部分には

入っていないですよね。町管理住宅 45 戸となっているのは。世帯数の内訳等の中で入っ

ていますから、公営住宅やら今資料いただいているのとは違うと思うのですが、別ですよ

ね。 
 それで現状 45 戸なのか、もしわかれば所管違いますけれども、知らせてほしいなとい

うことと、そのことと関連して空き家が提出された資料見ますと、53 戸ですよね、合計し

てね。 
 公営住宅等、それ以外の町管理の住宅、例えば、学校閉校になった教員住宅が町管理に

なっていますよね。そういう部分に今どのぐらい入っているかによって、公営住宅等が空

き家になる率が当然増えてくるのだと思うのだけれども、公営住宅のない地域もあります

から、そういう入居もされている。 
 先ほど説明あった、全体的な長寿命化計画に沿って、ほぼ私たちも毎年の予算審議して

いますからね、事業が順調に進められていると思うんです。 
 そういう中で、人口推計 32 年度で 5,000 人、世帯数 2,340、あまり現状と変わらない数

字できているのかなと思いますけれども、公営住宅等の公の住宅とそれ以外の住宅との関

連、現状どのくらい公営住宅と言われない、町有の雑種住宅と言うのですか、そういうも

のに入っている人たちがおられて、今後の計画をそのことにかかわる部分がないのかどう

かということをまず伺いたいと思います。 
○森委員長 これ課ちょっと違うところあるのですけれども、答弁の方よろしくお願いし

ます。課長。 
○新川施設課長 今、杉江委員のご質問なのですが、最初所管が違うということご承知だ

と思いますので、所管は違いますが入退去の手続きは、施設課の方でやらせていただいて

おりますので、戸数等につきましては掌握していますので、報告させていただきます。雑

種家屋と呼ばれるものなのですが、全部で 59 戸ございます。そのうちの入居につきまし

ては 53 戸、空き家につきましては６戸という形になってございます。 
 これにつきましては、雑種家屋という位置づけが公営住宅の改良関係、いろいろな修繕

関係、そういったものには位置づけはしないような形になってございます。以上です。 
○森委員長 杉江委員、よろしいでしょうか。 
 杉江委員。 
○杉江委員 それで、先ほどもお話しましたけれども、長寿命化の計画の中で、その辺の

ことは関係なく進めていくということなんですよね。 
 さっきも申しあげましたけれども、地方の学校の閉校した住宅が多いと思うのです。そ
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ういう対象になってるのね。ですから、公営住宅対象になってない部分もありますけれど

も、今の計画で先ほど言った人口推計、世帯推計等、まだ始まって何年にもなっていませ

んけれども、その辺の見直しを順次進めていくという文書もありましたけどね、その辺の

ことについてどうなのでしょう。どんな見通し、始まったばっかりですけれども。 
○森委員長 副町長。 
○門馬副町長 長寿命化計画において、10 年の計画の中で５年後に見直しをするというこ

とでありまして、この長寿命化計画と本町で進めておりますまちづくり計画については、

同じ流れで進んでおりますので、まちづくり計画の実施計画、後期５カ年計画については、

27 年度において見直しをするということになります。28 年から５年間ですけれども、そ

ういう流れの中でまちづくり計画と長寿命化計画の一体化を図っていきたいということで、

どういうふうに見直しをするのかということでございますが、住生活基本計画のページで

いきますと、22 ページと 23 ページをごらんいただきたいと思いますが、将来の住宅所有

形態別世帯数ということで、いろいろと数字で示しておりますが、23 ページをごらんいた

だきたいと思います。 
 10 年後、32 年における公営住宅の世帯数ということで、全体の浦幌町における 2,320
世帯の 16％ということで 370 世帯というふうに公営住宅の入居状況を見て、それに空き

家率 10％ということで足して 32 年における公営住宅等の管理戸数、約 410 戸ということ

で、22 年につくられた住生活基本計画では示しております。これに沿ってということであ

りまして、現状でいきますと先ほどの入居、この資料の入居戸数が全体で 372 戸で、空き

家戸数が政策を除きますと 53 戸ですので、足しますと 425 戸ということで、現状の中で

はこういう数字で動いているということであります。 
 将来、410 戸という数字が３年目ですのでこれが妥当かどうかという部分については、

今後推移を見る必要があるのかなというふうに思っておりまして、いずれにしてもまちづ

くり計画を見直した段階で、長寿命化計画についても合わせて推計を見直しを図りながら、

将来考えていきたいなというふうに思っております。 
 ただ、問題は、住宅の建て替えをしているということですので、今住んでいらっしゃる

方々の住宅を確保しなければいけないということでありますので、そこら辺は、住居を移

転する時に新しい所に移転するのか、あるいは違う所でもいいのか、その辺の推移もあり

ましてそこら辺も勘案しながら、ちょっといろいろと将来の公営住宅の建て替えについて

は検討する必要があるのかなと思っております。 
 全体的には、今空き家状況の中で改良住宅の北町の空き家が 15 戸あるということで、

この辺が本当に今後ともどういうふうに推移していくのか見る必要があるのかなというふ

うに思っていまして、入居替えの人については政策的に入れないという形とっております

けれども、こういう空き家状況踏まえるのとあわせて将来どういうふうに建て替えに合わ

せて移転していただけるのかということも踏まえて、そういう中で建て替えについては検

討していく必要があるというふうに思っています。以上です。 



- 9 - 
 

○森委員長 杉江委員、よろしいでしょうか。 
 ほかにございませんか。二瓶委員。 
○二瓶委員 今も副町長の方からも説明あったように、年次をもって計画的に検討しなが

ら進めるという中で、ただ難しい部分というのは、せっかく行政でやろうとしているんだ

けれども、現在入っている人方がなかなか計画的にやろうとしても、なかなか動いてもら

えないという、この対応が大変困難を極めることがあるのかなという、それらについて我々

心配するものでもないのかもしれないんですけれども、最終的にどうしても動かない、移

転してくれないからって、直すけど引っ張るわけにもいかないでしょうし、この辺の大変

な思いをすると思うのですが、最終的な判断という言い方もおかしいのかもしれないけれ

ども、強制力というかそういったものというのはあるのかどうなのか聞いておきたいと思

います。 
○森委員長 施設課長。 
○新川施設課長 今、二瓶委員のご質問なのですが、ちょっと法的な根拠は置いときまし

て考え方なのですが、今、北栄の団地の方から、随時移転していっています。南町に第１

棟を建てまして６戸入りましたが、そのうちの北栄の住人は４戸入っている。あとは次の

地区の東山の方なのですが、説明会毎年行いまして、その前にもアンケートもとるのです

が、その中身で新しいところに住居を希望ありますか、あとは別な所に住みますかと、い

ずれにしてもそこの住宅については取り壊しをしますよということは、前もってずっと言

って、一応ご説明させていただいて、理解を得ているものとは思っています。 
 ただ今言われたように、いろいろな住環境というか自分の生活の関係とか、中には子ど

もさんとかいて引っ越しをできないと、しにくいという方がいます。その方たちには、随

時壊すということは理解してもらいながら３年をめどにまず北栄の方なのですが、移転を

考えてくださいということで説明させていただきまして、計画的に初年次駄目でもその３

年以内に動いてくださいと、まず第一弾ですね。 
 そのあとに、どうしても動けないといった場合は、ちょっと法的なこと動きまして、我々

としては新しい所家賃等も高くなりますので、それも踏まえながらほかの住宅に移転とい

うことで説明していこうと、移転していただくと、強制ということではないかもしれない

ですけれども、理解を求めた上で移転をしていただいて取り壊しを随時していくというふ

うな形では考えております。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 ３年をめどにひとつの期間を区切っての住民に対する説明というのは、十分

配慮はしているのかなというふうに理解はするところです。 
 そういった中で、随時新しいものが建てられる、一方では古いものだけが残るみたいな

ことがあったら困るという部分もちょっと心配な部分もあるものですから、できれば随時

計画どおりに進めるものは進めていただいて、古いものはできるだけ早めに取り壊しをど

ちらかと言うと望みたいなと。 
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 そういったものも計画どおりなんだからじゃなくして、せっかく新しいものができたの

であれば、古いものは前倒しという言葉が適当かどうかわかりませんけれども、そういっ

たことも視野に入れて、先ほどの説明の中に一つの前期として５年、その中でも見直しと

いうことも考えられるという部分で、その年にこだわることなく先ほど町財政も心配しな

がらも何とか何がしかの財政も見通しがついたのかなというような、できればできるだけ

早くそういった方向性にもやっていただければなと思っておりますが、それについてはど

うでしょうか。 
○森委員長 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 解体につきましては、先ほどの部分について解体の年度もあるので

すが、補助金で壊す予定をしておりまして要望はしているのですが、なかなか空き家にな

った状況を放置しておくと、周りの防犯上も非常によろしくないという部分もあるもので

すから、北栄団地なりで集落的に空き家が大きく発生した時につきましては、計画年度を

早めるなりして、その補助金等の要望等もありますので、それと財政的な話と詰めながら

進めていきたいなというふうに思うのが一つと、あと移転の部分につきましても建て替え

対象者が新しい所に移るだけではなく、今の空き家の北町の改良住宅とか南町の住宅につ

いても新築じゃないけど今ある住宅の方に移ってもいいのですよという形でアンケートを

とった時にでも、対象者の方には話をして、なるべく早い段階で動いて、動くことについ

てはできますという話は説明させていただいている状況であります。 
○森委員長 よろしいですか。 
 ほかにありませんか。杉江委員。 
○杉江委員 ご承知のように耐震強度、56 年の６月以降については新規事業ですね、それ

なりの強度があるとおもうのですね。それ以前の分ですね、まだこれ見ますと結構な数あ

る中で経常修繕をやって、あるいは水洗化して対応していくそういう建物についての対応

は耐震強度という面ではどういうふうに考えているのでしょうか。 
 まだ結構吉野あるいは町の中、新町ですか、五十四、三年とかそういうものありますよ

ね。その辺の考え方。 
○森委員長 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 まず水洗化工事するにあたって、簡易診断という形で１回外壁周り

だとか、コンクリートの強度を図るために 1 回コア抜きということで、基礎をはずって、

そういうな形で強度を測定するような形でまず水洗化する前に前年度なりにそういう状況

を確認してから水洗化するというような形で、水洗化なりの住宅の保全についての計画と

いうことでありまして、それを行ってからのそういうストックの改善計画をいくので、そ

れにあたらない部分について今のところは順次、年次にはなっていくのですけれども、そ

ういうような形でやる時に測定をするというような形で一気にとりあえず振興局の方に報

告している部分については、現状の外壁等の状態と建物周りの浮動沈下それらについての

部分については、影響ないということで報告はさせていただいておりまして、公営住宅と
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改良住宅につきましては耐震上問題ないという考えで報告しております。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 はっきりわからないんだけれど、要するに経常修繕あるいは水洗化それらも

含めて当然だよね。強度の問題がないという住宅について手をかけるという基本的なこと

ってあるということなんですね。そういうことですね。 
○早瀬施設課長補佐 はい。 
○杉江委員 それで議論を裏返すと、逆に強度ない経常修繕は最低限度すべきようにはし

ていくのでしょうけれども、そういう強度がない場合には水洗化も見送る、こういうこと

になるんですよね。現状ではそういうのはないということですか。今の報告だと。 
○早瀬施設課長補佐 今のところないということで報告しています。 
○杉江委員 そうですか。ということは、今の基準で言う地震が来ても大丈夫な範囲だと

いうことなのですね。念を押して聞くのは、56 年６月以前の建物で強度がない場合でもし

地震で人的事故が起きた場合に行政はどういう対応をするのかなということ聞きたかった

のだけれど、建物全部問題ないということならこの質問は必要ないと思いますから。間違

いないですか。 
○早瀬施設課長補佐 はい。 
○森委員長 よろしいですか。 
 ほかにありませんか。髙橋委員。 
○髙橋委員 今日、各公営住宅、改良住宅関係見せてもらって、結構空き家もあるなと感

じました。それとあわせて、私も東山住宅に入ってる方、あるいは南町住宅に入っている

方等々、一応訪問しながらいろいろお聞きしたことがございます。そういう中で、ちょっ

と気がついた中身については、まず南町団地については、改良ですか浮動沈下と言います

かね、先ほど言いましたように、家の住宅の基礎は下がっていないけれども、その周りの

砂利関係盛り上がったところが下がっているという状況の中で、かなり役場の方でも気を

つかって嵩上げした自宅に入る、そういう中身やってあげている所もあるし、あるいはま

だちょっと住宅の玄関に上がるにはちょっと高さがあるなと、そういうようなところもあ

るように感じてございます。 
 その辺、建て替えの関係で入る前に再度また見て回って、結構年配の方もおりますので、

そういう方々に不自由のないようにそういう対応をしてやることも大事かなと感じており

ます。 
 さらにまた、今回新しい住宅に入る中でオール電化的な中身がかなりウエートを占めて

いる状況ありますが、この電化製品等の電気料の値上げだとか、そういったものに対して

もかなり神経を使われている方々もございました。 
 さらに、また勘違いされて、結構年配の方々、私今年金生活を送っているんだけれども、

この中で家賃等支払っていく中で非常に困難さが、新しい所に入ることによって生じるん

だというようなことを、それはちょっと違いますよと、担当の方々に役場の方へ行って聞
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いてみてくださいと。 
 恐らくそういった関係の中身については、そういう対応の中身があると思いますので、

高い金額がとられることはないと思いますよと、私もお話したのですけれども、説明はあ

るにしても、まだまだそういう不安定な気持ちでいる方が高齢者の方の中にはございます。 
 その辺を解決した中で、本当に気持ちよく新しい住宅に移ってもらえるような、そんな

対応も必要なのかなと、私自身何軒か南町あるいは東山に住んでいる方々のお宅を訪問し

ながら、そういうことを感じたことがございます。 
 ですから、その辺を解決してあげるためには、やはりいい意味で役場の公営住宅、改良

住宅を貸して、そういう時の安心感、安全性につながる、そういう気持ちの豊かさを対応

できるような、そういう細工的なものをぜひ対応していただければ、入っている方入居さ

れている方についても何ら問題なく、こういう中身でこの金額で入れるのだなという安心

感が生れてくるような、そういう対応をぜひ役場の方としても必要かなと感じたこともご

ざいますので、その辺も今後の新しい建て替えの中身に順次入ってもらう中には、そうい

うものもソフト面、ハード面という中でのソフト面をまずいい意味でのネットワークを持

てるような状況にしてあげれば、本当に入居替えする方についても安心・安全な気持ちの

中で対応できるのではないかなと思います。そんなことでいかがなものでしょうね。そう

いう考えの中身はあるでしょうか。ちょっとお伺いしたいと思いますけれども。 
○森委員長 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 まず現状の南町、東山に入居されている方の玄関の段差等につきま

しては、要望等がありましたら玄関の出入りというか、通路の邪魔になるような形もある

のでできればない方がいいということで話はしているのですけれども、どうしてもという

ことであれば、うちの方で要望があった段階では対応するような形をとっております。 
 あわせまして、もしそういうような形で玄関の所の上り下りとか、あと家の中の２階に

上がる階段も結構急なものですから、生活の中で不便をかけているのであれば、先ほども

申しましたように、既存の住宅の方に入居替えというのも一つの方法もありますのでとい

うことで、相談なり受けた時とかについては、対応させていただいているのが現状であり

ます。 
 ２番目のオール電化についてですけど、皆さんオール電化と言っているのですけど、あ

の住宅はオール電化ではなくて、電気のクッキングヒーターと電気の温水器はあるんです

けど、ストーブにつきましては灯油のＦＦストーブがついているということなので、暖房

は灯油なのですよ。なためにオール電化ではないということで、どうも勘違いされて、皆

さんオール電化住宅という話は言っているのですけれども、違います。 
 あと最後に減免につきましては、うちの減免規定の方が収入が 65 万円以下の人が減免

の対象となっておりますので、年金収入の方で収入が 65 万になってしまうと、なかなか

少ない部分があるので対象になってくる人もいないのが事実なのですけれども、相談され

た時には、その収入にあった中で減免措置の対応をとらせていただくという形では対応さ
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せてもらっています。以上です。 
○森委員長 施設課長。 
○新川施設課長 補足になりますが、髙橋委員言われたように一番大事なのは住宅に住み

続けて、安心・安全で、あと高齢者に配慮したそういう形というのが対策としては大事だ

よということだと思います。 
 これにつきましては、我々も営繕の担当もおりますし、電話等の対応もありますが、な

るべく住居等入居者のことは把握しておりますので、その辺は時間があったら回りながら

要望等を聞いていきたいと思っていますし、あと通路関係も年次計画で毎年段差解消に舗

装等もやりかえていっております。 
 どうしても地盤がご承知のとおり悪いです。玄関口につきましては、早瀬言ったような

形でそれは個々に対応させていただこうと思っていますし、また年次計画で団地内通路を

除雪等も支障ないように舗装等やっていっておりますので、その辺も配慮していきたいな

と思っています。 
 それと家賃関係につきましては、減免措置がありますのとまた新しい住宅につきまして

は高くなりますので、５年で段階的な措置で上げるという形で、説明会の時に細かく説明

させていただいていますが、ただ、高齢者の方ちょっと理解がしにくい部分があるかと思

います。また、追って今年も説明会しますので、その辺誤解ないように理解できるように

説明したいと思います。よろしくお願いします。 
○森委員長 髙橋委員。 
○髙橋委員 今の補佐と課長の方から私聞きまして、極力年配のお年寄りの関係について

は、１回聞いただけではわからないという部分あるようでございますので、その辺理解す

るような新川課長言っていたように、なるべく足を使って回りながらそれぞれの世帯の方

へ言ってお話をしていただけるということです。大変難しいことであります。仕事中にや

るというのはね。ですけれども、その辺先ほど言われたように、今移り変わりの中でそう

いう不安さもあるということをしっかり聞きながら、解消してあげれば本当にすばらしい

住まいに入っていただける形になるのではないかと思います。 
 それとまた、先ほど確かにオール電化というのもＦＦストーブ使って灯油焚いてるんだ

よという中身等々も聞きましたらそのとおりだねという中身わかります。 
 さらにまた、先ほど言ったように玄関は何とか高くして対応できる、ただベランダ降り

る中身も同じような状況で段差あるんですよね。そういう中身も何か補足的なことで対応

できるようなことがあれば、その小さな自分の庭だけれども、そこで野菜もつくっている

という楽しみもぜひやっていきたいんだという、中にはそういうお年寄りもございます。

そういった対応の中で、今移りたくないのは、新しい所へ移ったらそういう小さなスペー

スでも野菜関係云々ということもできないんだろうねという中身等々も聞く中ではそうい

うことも話されます。 
 さらにまた、恐らくやれていると思いますけれども、改良住宅の２階建関係については、
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廊下の手すり等も配慮されている状況にあると思います。まだ数年入るのであれば、そう

いった配慮的なものも、これは金額的になんぼでもかかりますよということも当然発生す

ると思います。全部が全部言われるとおりにやるということは難しいと思いますけれども、

そういう中で転ばぬ先のつえと言いますかね、２階で就寝している関係等ありましたら、

そういった対応の中で安く対応してやれるような状況も踏まえて、できるような形になれ

ば本当にいい対応されるのではないかなと思いますので、そういう面も含めてお願いをし

たいと思います。 
 さらにまた今言った、２階の手すり関係については、どんな状況にあるかお話いただけ

れば幸いかと思います。 
○森委員長 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 まずベランダの階段につきましても玄関の階段と同じような形で同

様の対応をさせていただいているというのが状況であります。先ほど説明不足だったので

すけれども、玄関が高いということで南側も高いものですから両方やる場合については要

望等も対応させていただくということに考えております。 
 あと野菜づくりにつきましても北町団地につきましては、民有地を借りて野菜をつくっ

ているという部分があります。ただ、南町団地につきましては、そういう部分がないので

そういう野菜づくりについての場所については、今後検討しないといけないかなという部

分はあるんですけど、現在、住まわれている方についてもだんだん世代が変わってきてい

る状態で入居されている方からは特に要望等はないのですよね。というな形でもうちょっ

と推移を見ながら、その野菜づくりについては検討していきたいなという部分があります。 
 あと手すりの部分につきましては、保健福祉課の方で行っております補助の部分もあり

ますので、基本的にそちらの方で対応していただいて新たに今の東山の住宅について、手

すりをつけていることになってしまうと、やっぱり戸数も結構な戸数あるものですから、

その部分については体の障がい等の部分も含めて、保健福祉課の方と相談していただいて、

手すりを補助で設置していただくというような形をとっていきたいなというふうに思って

おります。 
○森委員長 髙橋委員。 
○髙橋委員 早瀬補佐言ったように、福祉課の方といい意味でネットワーク持ちながら、

そういう人たちの先ほど新川課長言われたように回ってみてそういうのが必要だってこと

があれば、福祉課の方とも連携をとりながら福祉課に依頼していくよという、そういう中

身をとっていただければ最高なのかなと思います。 
 以上で終わります。 
○森委員長 ほかにありませんか。 
 安藤委員。 
○安藤委員 先ほどから杉江委員から空き家の関係で質問しておりますけれども、いただ

いた資料の中で空き家状況、市街地だけを見た時に公営住宅で 13 戸、改良住宅が 19 戸、
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合わせて 32 戸の市街地だけで空き家住宅があるということで、先ほど副町長も言われま

したけれども、第３期まちづくり計画の後期でないと見直しできないということでしたけ

れども、ただ市街地 32 戸のこれだけ空き家状況があるということは、収入減につながっ

ているのかなと、減って減る方につながっているのではないかと思われます。 
 この空き家について、どのように考えているのか。この間多分先月公営住宅の運営委員

会終わって、その終わってからのこの状況だから結構多いのかなと思います。 
 今後、建て替え住宅をずっと年次を追ってやるようになるのだけれども、ただこういう

空き家が続くのであれば前期のまちづくり計画である程度方向性を出してもらわないと、

やはり公営住宅いつまでも建てるというか、建て替えをするということにはならないので

はないかなと思います。 
 ちょっと単身の関係ね、今どのようにして入居できるのかちょっとその辺も合わせて聞

きたいと思います。 
○森委員長 答弁願います。 
 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 それでは私の方から最後の単身入居についてご説明させていただき

たいと思います。まず単身入居につきましては、北町団地と南町団地に１ＬＤＫがありま

すので、その１ＬＤＫについて単身入居を認めております。それについては市街地の分で

す、街の中の分。あと市街地以外の貴老路から美園という部分につきましては、単身でも

入居を認めているということであります。年齢関係なくです。 
○森委員長 施設課長。 
○新川施設課長 私は前段で、安藤委員が言われた空き家が多いということで、今建て替

えやっているけれどもその建て替えの見直しはする気あるかというような質問かなと思っ

ています。 
 これにつきましては、先ほど町長申しましたけれども南町団地の買取住宅につきまして

は、基本構想の中で議決をいただいております。27 年までの契約ということになってござ

います。これにつきましては、随時北栄の方から壊していくということになっています。

それについては政策的なものですので、当然空き家という中には入ってございません。 
 ただ、今考えられるのは人口減、過疎化に伴ってその分が多いのかなと思っています。

公営住宅では、決して入りにくい状況とかっていうことではなくて、やはり人口減が一番

大きな減少かなと思っています。町としましてもホームページの掲載もそうでしょうし、

あと事あるごとに広報ですとかその中身で空き情報は提供してございます。 
 ただなかなか、そういった状況で埋まらない状況になってございます。財政的なことも

いろいろありますけれども、後期につきましては今後考えるということがやっぱり必要か

なと思っておりますが、前期につきましてはそういったことで今ある計画どおり実施して

いきたいなというふうには考えてございます。 
○森委員長 よろしいですか。 
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 安藤委員。 
○安藤委員 わかりました。どちらにしてもまちづくり計画で議決を得てやっているとい

うのはわかっていますけれども、やはり後期計画の時には、その辺は十分検討願いたいと

思います。 
 それともう一つ２年前かなここでお話したのだけれども、厚内の厚内団地の水洗化につ

いて、ちょっとやっぱりこの表を見ても理解し難いんですよね。ということはこの 45 ペ

ージの中で、47 年、48 年については用途廃止と、52 年から水洗化の開始をやると。52
年の水洗化が一番最後の年になっている平成 32 年。普通は古い方から先に水洗化やるの

かなって思うんですよね。ただ 32 年までいったら、また空き家がふえて用途廃止するか

ら最後に持ってきているのか、その辺ちょっと教えていただきたいなと思います。 
○森委員長 答弁願います。 
 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 一応 52 年の建設の住宅がこっちから行ったら線路の手前にある住

宅で一番古い住宅なので、今の空き家があるものですから、その部分については今後まず

新しい部分をとりあえず終わらした中身で、新しい所もだんだん空いてきている部分もあ

りますので、その古い所から新しい所へ入居替えをしていっていただいて、古い方をもし

動いた暁には用途廃止というような形もとれるかなという部分もあるので、先にちょっと

空き家の多い 52 年を水洗化してしまうと浄化槽事態の処理能力の関係もあるので、入居

率が高くて新しい住宅の方を先に水洗化して、それでできれば移っていただくのであれば

移っていただくなりという方法も進めながらやっていきたいなという部分があって、ちょ

っと 52 年については後年次という形をとらせていただきました。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 わかりましたけれども、ただこういう関係はね、私もわからないんだけれど

も、地域には入って説明はされているのですか。 
○森委員長 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 地域に入るというか、実際に水洗化工事をする前に説明はするんで

すけれども、それ以前にこの長寿命化計画なりを作った時についてはそれぞれの委員さん

等に説明するなりという形でこれを成果上げて報告させていただいている状況なので地域

の公営住宅の入居者に対して個別に説明をしたかということであれば、それについては説

明をしておりません。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 それと２年前の産業建設委員会の時の所見に、北栄の建て替えにあたり住宅

の除却整備後は地域の空洞化が懸念されるため、跡地利用について地域住民と十分協議す

るなどの配慮を求めるということで所見が出されておりますけれども、地域の方と協議を

されているのですか。 
○森委員長 答弁願います。 
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 施設課長。 
○新川施設課長 以前の所管事務調査の中で確かにそういう事案がありました。それで今

随時入居替えをしていまして、まだ取り壊し等行っていません。ただこれにつきましては

いつまでも置いておくわけにはいきませんので、今後空き状況も確認しながら、それも今

まだやっていませんがいろいろ説明、内輪でもいろいろ詰めながら、今後検討していきた

いと思っております。 
○森委員長 よろしいですか。 
 ほかにございませんか。 
 私の方から二、三点お聞きしたいと思います。長寿命化計画、これにつきましては 24
年度南町団地に２階建ての６戸を建設しまして、今回確認をさせていただいたところでご

ざいます。また 25 年度建築分につきましても確認をいたしました。そして 26 年度、27
年度と建てるところも確認をさせていただいたところでございます。その辺につきまして

は、計画に沿ってなされているのかなというふうにも感じているところであります。 
 先ほども老朽化と言うんですか、年数の経った住宅特に政策空家、これにつきましては、

差し当たり南町と北栄団地につきましては、北栄は 27 年度に壊すというような計画がな

されております。そのほかの所も、やはり町の美化としてですよ、いつまでも置いておく

んじゃなくて、やはり財源の関係等照らし合わしながら、やはり取り壊しも必要であろう

というふうにも思っております。 
 また先ほども水洗化の話が出ました。現在、今年度は水洗化をやったところもございま

す。その整備が終了したところの話を聞きますと、非常にハエがなくなりまして、衛生的

にはすごくよくなりましたよと、大変喜んでおられます。そして、これから整備するとこ

ろなんですけれども、例えばここには若い家族が入居されていまして、例えば帯広から友

人が来た時にトイレを見まして、まだこういう所があるんですかというように、非常にび

っくりしているということも聞いてございます。 
 今も厚内関係では、平成 32 年度に整備を行うようなことも計画されておりますけれど

も、こちらの方もぜひ１年、また２年でも早く何とか整備の方をできないものかこの辺を

お聞きしたいのと、もう１点、住宅古いのでは 50 年前後、52 年、53 年とございますけれ

ども、非常に壁の色、屋根のペンキ等が非常に薄くなったり、剥げたりしているところも

ございます。この辺の整備というのは、行政としてどのように考えておられるのか、この

辺のことをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 
 施設課長。 
○新川施設課長 まず私の方から、先ほど二瓶委員の方からもありましたが、随時引っ越

していって要は取り壊しをするだけのものだと、古いですし結局防犯上もよくないと、あ

と美化にも良くないということだと思います。その通りでございまして、取り壊しもお金

もかかるということです。ストック事業という補助事業を使わせていただいて年次計画で

やっていますが、予算もたくさん国の予算がつけばいいのですが、ちょっと限られる予算
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ですのでなかなかそれが取得できないということで、どんどん担当者としてもやっていき

たいのですが、町単費を投入してたくさんということは財源的になかなか難しいというこ

とで、その辺の申請は追って毎年やりたいのですが、ちょっと限りありますのでいっぺん

にできないのかなと思っています。 
 ただ、私たち担当としても美化上もそうですしさっき言った防犯上よろしくないという

ことは十分把握していますので、その辺の対応については十分把握しながらやっていきた

いなと思っております。 
 あと屋根とかですね、壁ですか、悪いところたくさんあります。中の方も設備関係、配

管関係ありますのでその辺も随時住んでる方のお話ももちろん聞いていますし、それも進

めていくのですが、先ほど言ったように改良住宅関係、今後古くて取り壊すものについて

は、もう少しの辛抱ということでそういったものについてはあまり手をかけないのかなと

思っておりますけれども、まだこれから何年も住んでいただくところについては、随時財

源の関係ありますけれどもやっていきたいなと思っています。 
○森委員長 町長。 
○水澤町長 先ほどから申し上げましたとおり、長寿命化計画については 10 年間という

ことで進めています。前期５年間については公営住宅の建て替え等々について特に老朽化

が進んでいるものについては新築公営住宅を進めていくということで進めさせていただい

ております。 
 皆さんからいろいろご意見が出ました。できれば早くやった方がいいんじゃないか、ま

さにできるんだったらそうしたいということは町も当たり前の話でありまして、ただどう

しても財政的な部分、策定委員会の答申にもありますように社会情勢、財政を見ながら進

めていくべきだという答申をいただいております。まさにその通りなんだろうというふう

に思っておりまして、できるだけ住みやすい環境づくりというのを当然町としても考えな

ければなりませんけれども、これもやはり短いスパンですぐできるという話ではありませ

んので、やはり長期的な計画を立てながらその計画の中で住民の皆さんに本当にニーズに

答えながらやっていくということが必要なんだろうなというふうに思っています。またそ

ういう面ではできるのであれば早くやりたいということは考えの中にはありますけれども、

やはり計画をしっかり進めていくことがまず大事であるというふうに思っています。 
 そのために前期計画５カ年の中で建て替えを進めていますけれども、後期についてはど

うするかというのは、やはり健全計画を見ながら考えていく必要があるんだろうというふ

うに思っていまして、後期計画もこのとおり進めていけるのかということも含めて、とに

かく過疎債が使えない状況でありますから、そういう面では直接負担がかかると、ほかの

事業と全く違いまして、これについては財政を圧迫すると言いますか、財政に直接かかわ

る事業なものですから、すぐそれを早めていくことができるのかどうかというのは大変厳

しいものがあるのかなというふうに思っていまして、できるだけ計画どおりにやっていき

たいなと。 



- 19 - 
 

 その中で先ほど中にもありましたけれども、入居希望者がない中で新築はどうなんだと

いう話がありました。まさに私もそう思います。やはり本当のニーズがあるのかどうかと

いうのもやはりきちっと見ながら新築、新たな着工を考えていく必要があるだろうなとい

うふうに思います。 
 そういう面では、皆さんのご意見のとおりだなと私も思っておりますし、ぜひ前期計画

を見ながら後期計画、必要な戸数、410 軒と言っておりますけれども、本当に必要な戸数

はどうなのかということもそれぞれ検証しながら進めてまいりたいというふうに思ってい

るところでございます。 
 まさに水洗化というのは、文化的な生活を営む中では基本中の基本だと最近言われてい

ますけれども、そういう考え方も含めてこれから取り組んで参りたいなというふうに思っ

ています。ただ何回も言いますけども、財政的な財源が必要だということが間違いなくあ

りますので、このことも頭の中に入れながら長寿命化計画を進めてまいりたいというふう

に思っていますので、ぜひこの辺はご理解いただきたいなと。 
○森委員長 ありがとうございます。 
 本当に財源が一番であろうというふうにも私どもも考えているわけでございます。ただ

先ほども水洗化の話になりますけれども、今の我々は変な話ですけれども、新聞紙の時代

から育った人間はさほどそんなには感じないのですけれども、今の若い方を対象とします

と、当然やはりこういう話が出てくると思うんですよ。やはり、今浦幌の中でも仕事をし

たい、また若い方が残りたいと、今の若い方の考えは、いいのか悪いのかわかりませんけ

れども、やはりいい部屋と言うのですか、住みやすい部屋ということは非常に望んでいる

ように思われます。 
 例えば団地ありますけれども、一次産業、漁業にしても農家にしてもそうですけれども、

以前は息子が結婚するということになれば、家を新築した時代なのですけれども、今はな

かなかそこまで届きません。まして今親子三代同じ家にいるという、これも本当にいいの

か悪いのかわかりませんけれども、そういう若い方の考えもやはり以前から見ましたら変

わってきているということは確かでございます。 
 これ一概にお話をさせていただきましたけれども、あくまでもやはり町長言われますよ

うに、財政を考えていただいて、早期とは言いませんけれども、できるだけ早い時期に整

備をしていただきたいなというふうにも思っております。よろしくお願いいたします。 
○水澤町長 また言われるとおりだろうというふうに私も思います。ただ、公営住宅とい

う性格がね、やっぱりあるんだろうというふうに思いますし、先ほど補佐の方からお話し

たとおり、古い公営住宅これを移りかえということも必要ですから、全部がそれをすると

いうことにはならないだろうなというふうに思っていまして、今空いているところ移りか

えをしていただきながら、その移り替えをしたところに水洗化をしていくという方法もま

た必要なんだろうというふうに、いろいろな方策が必要だろうというふうに思っています

ので、今委員長が言われるようなことを含めて今後とも検討というか、考え方は十分、重々
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わかっておりますので、できる範囲で行ってまいりたいというふうに思っています。 
○森委員長 ほかにありませんか。 
 安藤委員。 
○安藤委員 ちょっと入居の関係でお願いというかあるのですが、帯広やなんかから入っ

てくる人が役場へ行ってもそれは公営住宅ですから入れてくれないというのはわかるんで

すけど、やはりどうしても今住宅、浦幌の場合、住宅がないということで公営住宅の運営

委員会開かないと入れないんだっていう話をされるということなんですよね。どうしても

緊急の場合、昔からあったと思うんですけれども、持ち回りでも何でも公営住宅の運営委

員さんに了解とって、立派な住宅、新しい住宅でなくてもいいですから、やはりできれば

そういうような対応をしていただきたいということと、あと公営住宅の運営委員会という

のが大体二月に１回とかその位かな、３回ですか、年４回。少しふやしていただいてでき

ればね、この募集についても先ほど私も単身のやつ聞いたけれども、皆さんやっぱり住民

の方は、この辺の単身の扱いがあまりわかっていないのですね。私もわからなかったけれ

ども、その辺も募集した時の文書には書いてあるんだけれども、ちょっとその辺が理解し

てなかったというのがありますよね。その辺も含めて、ちょっと運営委員会の開催の回数

とか、条例か何かで決まっているのですか。申し送りか何かでやっているんですか。 
 そんなんでこういうふうに空き家住宅が多いということもあるので、やはりあるうちは

募集してやって、そして応募が来たら運営委員会を開くというような形もとっていただけ

ればと思うんです。そうすれば、住宅に困窮している方もその辺で解消されていくのかな

と思うので、何とかもう少しでも前向きに検討していただければと思います。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 関連で私もまったく同じお願いなのですが、やっぱり町外から息子なんかが

浦幌へ住みたい移りたいんだという時に、今安藤委員が言われたようななかなかたくさん

空いて募集しているのに、どうしてすぐ入れないんだろうという、もちろん決まりありま

すからね仕方ないんだけれども、私以前にも行政の方にお話したことありますが、例えば

許されるのなら３カ月に１回しかない年間４回が３カ月に１回なのか２カ月で１回で４カ

月で１回なのかわかりませんけれども、委員長の許可とりながら行政対応で書類審査で委

員に同意求めれば会議開かなくても許可する方法ってないのか、いろいろやっぱりその辺

の事務的な対応について検討して、早く対応できるような方法をとっていただきたいなと、

この要望は本当にあるのです。 
 ですから、その辺の対応をできるような対応を考えていただきたいなと、しゃくし定規

にたくさん先月の末もそうでしたけれども、公営住宅の入居希望取りまとめありますけれ

ども、なかなかそういうタイミングで町外から人が入ってくるというふうにはなっていな

いと思うのです。 
 いかに迅速にそういう対応を臨機応変にしていけるかということにつながると思います

し、先ほど町長からお話ありましたけれども、財政的な問題もあってなかなかと言います
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けれども、前回もちょっと関連と離れます。 
 前回の 23 年 10 月にも所管やった時に、この意見としてですね 5,000 人維持するために

は住環境の整備が先だと、優先だということで必ずしも新築ばっかり手がけるという意味

ではなくて、先ほど委員長の方からもありましたように意見も踏まえて十分検討していく

べき要素があるなと思います。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 関連続きで申しわけございません。二人の委員から言われたように、その辺

も今言われたこと加味しながら対応できるような体制というのは、当然必要なのかなとい

う部分が一つにはありながら、ただその中で、民間の賃貸の方もいらっしゃいます。 
 その辺のからみも含めて、やっぱり検討しなきゃならないのかなと思うので、ただやぶ

から棒に行政だからやればいいんだというものでもないのかなと思うので、その辺も十分

に考慮しながら進めれるものは進めていただきたいというふうに思います。 
○森委員長 ただいま安藤委員、また杉江委員、二瓶委員の方から意見等ございました。

これに対して、施設課長。 
○新川施設課長 ３委員さんから言われたこと十分承知しています。一つ、帯広とかよそ

から来た方、現在もその方につきましては公営住宅の新しい住宅と言ったらいいのですか

ね、たくさん申し込みがあってその中で先行しなきゃならないという住宅を除いて古い住

宅というんですかね、そういうとこ以外の住宅であれば、現在もそういう方には対応して

います。 
 ただ中に入れないという方は、単身者だったりとか収入要件、あとは家族の世帯だとか、

要件が必ずあります。中には滞納している方もいます。そういう方は、対応できないこと

になりますので収入要件はあくまでも満たした上でということでありますが、その入居希

望者の多数ある所以外の住宅につきましてはやらさせていただいております。 
 ただそういう声があるということは、そういう満たしていない方のこともありますし、

だと思います。その回数なのですが、３カ月に１回、定例会と同じ３、６、９、12 なので

すが、これにつきましては、ある程度募集しても中には応募ないこともあるんですよね。 
 そういった意味では、時期的に多いのは異動時期の３月ですか、９月が多少ちょっとあ

るかな。ない時期もありまして、回数を多くしてもそういうことで募集がいつも集まらな

いものも結構あります。これ回数ふやせばふえるかなと、そういうことじゃなくて、臨機

応変に今言った町外から来た方については、対応させてもらっていますし、今後もその辺

はしようと思っております。 
 ただ入居に関しては、単身の方、収入ある程度あるんだけれども住宅ないという場合、

公営住宅安いですので低廉の家賃の方に住宅を提供しているという意味合いもありまして、

誰でもかれでもそういう所にいれると、ちょっと二瓶委員言いましたけれども、民間の方

にも影響を及ぼすこともありますので、なんでもという形になりませんので、その辺は公

平性を我々も考えながらやっているつもりでおりますので、ちょっとその辺はご理解して
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いただきたいなと思っています。よろしくお願いいたします。 
○森委員長 課長補佐。 
○早瀬施設課長補佐 補足で今課長が言われた運営委員会と運営委員会の間にもし町外か

ら、町内からでもいいんですけど、申し込みがあった場合については、先ほど髙橋委員言

ったオール電化と呼ばれている住宅以外の住宅につきましては、申し込み順で入居につい

ては決めさせていただいている状況です。 
 年４回募集をかけている間は、あくまでも募集期間ということで早い者勝ちではなくて、

あくまでも申し込んでもらって運営委員会にかけると。申し込みと申し込みの間、募集期

間以外の時については早い者順で決定するようには対応しておりますので、追加でちょっ

と説明させていただきます。 
○森委員長 暫時休憩します。 
 

午後 ４時０２分 休憩 
午後 ４時１０分 再開 

 
○森委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。 
 ほかに皆さんの方からございませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 
○森委員長 行政の方からございませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 
○森委員長 議長、副議長の方から何かございませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 
○森委員長 それではここで暫時休憩をいたします。 
 

午後 ４時１１分 休憩 
午後 ４時２０分 再開 

 
○森委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。 
 本日の所管でございます公営住宅の入居状況と長寿命化計画の進捗状況ということで、

本日の会議をまとめたいなというふうに思っています。 
 まず入居状況につきましては、全体の 75％が入居していると。また空き家になっている

状況としましては、入居者が重なった場合、優先的には早いもの順というような話も聞か

れましたし、また今度外れた方は別なところを望んでいないというような説明をいただい

たわけでございます。 
 また進捗状況につきましては、平成 23 年から事業が始まりまして差し当たり南町の住

宅２階建の６戸建てを皮切りに今後 27 年度までの計画がなされる計画も確認をしたとこ
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ろでございます。 
 また皆さんからの意見のお話でございますけれども、政策的な空き家になっている住宅

につきましては、やはりいろいろな盗難だとか町内の美化関係を考えますと、財政面を十

分考慮していただいて、早期取り壊すということも意見としていただきました。 
 また水洗化につきましても、これも一早く、これもまた財政を見ながらやっていただく

というような話も出ましたし、また入居状況につきましても外部から来ても町民にはわか

るような周知のあり方が必要であろうというふうにも思っております。 
 あとまとめでございますけれども、皆さんの方からそれぞれお話を聞きたいなと思いま

す。二瓶委員。 
○二瓶委員 るるいろいろお話は出たのですが、そういった中でやはり説明不足というか、

そういった点があるのかなという部分の中では、一般的な言い方なのかもしれませんけれ

ども、建物いわゆるみんな住宅なのです。そういった中で、公営住宅、雑種家屋も含めて

空いてればそれらも何とかならないのかというのが住民あるいは町民の意見なのかなと。

そういった中で、公営住宅、雑種家屋等の詳細までいかなくても、公営住宅入るにはこう

だと、雑種家屋についてはこうなんだという説明もある種必要なのかなというふうにも思

います。 
 それと先ほど説明の中にあったように、固有名詞使ったらまずいのだけれども、厚内地

区の水洗の時も十分に説明したかどうかって時に、説明はされていなかったのかなと、そ

ういうことも含めて、地域住民にある種の親切な説明も当然必要なのかなと、そういった

中で住居替えする、今やっている年次計画に基づいた形の中で進めようとするならば、事

前に地域住民と十分な説明、それがしていると言いながら親切な説明も必要だろうという

ふうにも思います。以上です。 
○森委員長 今の計画は 10 年計画というように計画されていますけれども、５年で見直

すというようなことも言われますので、その辺のことも十分に今後は取り入れていただき

たいなというふうに思います。 
 ほかにありませんか。杉江委員。 
○杉江委員 今の委員長の方からもお話ありましたけれども、27 年までの５カ年分につい

ては議会議決もしていることもあり、計画どおり進捗しているという状況を報告すべきだ

なと。それから５年後に見直すということですから、安藤委員からも意見あった入居状況

に応じての検討も必要という答弁もありましたからね、そういうこともぜひ含めて報告書

にしてほしいなと。 
 それから水洗化の 56 年以前の建物についても安全性の問題をチェックして大丈夫な部

分について水洗化を進めていくという答弁もありましたからね、その辺の問題も必要かな

と、そのほか細かな説明については委員長一任で報告書にしていただき、ぜひきちっとし

た所見の中で、意見としての部分も書いていただきたいなと、いろいろ質疑のあった内容

についてと思います。 



- 24 - 
 

○森委員長 ほかにございませんか。 
 安藤委員。 
○安藤委員 空き家がこれだけあるということをもう少し住民に広報していただいて、や

っぱり空き家解消しないと町の財源にも響くことですし、先ほども町長最後に言っていま

したけれども、足りるんだったらまた計画変更するかなということもちらっと、それは後

期のまちづくりの時だけれども言っていましたのでね、やはり空き家解消ということがや

っぱり一番の目的だと私思うんですよね。 
 ですから運営委員会が３カ月に１回しかやらないとか、そういうことはちょっと条例で

も決まっているのならあれだけども、ただ申し送りでそういうことをやっているのであれ

ば、ちょっとナンセンスかなと思うんですよね。 
 ですから空き家あるうちは、ずっと募集してね、何人か５人ぐらいたまったら運営委員

会開くとかそういうことをしていかないと空き家解消にはつながらないだろうと思います。 
○森委員長 ただいま空き家の解消の町民への周知と、また住宅委員会の会議等数この辺

のことも十分に考えていただくようにということでございます。 
 ほかにございませんか。 
 関井委員。 
○関井委員 私も今安藤委員からあったように空き家の問題が本当にちょっと目立つ、ほ

かの委員からも結構意見があって、耐用年数にしても人口推移の中でもつくる一方じゃな

くて、年々空き家もふえてくると思うので、それも町長は財政面的に計画していくとは言

っていたのですけれども、やはりそれも重要なことなので入れてほしい。 
○森委員長 空き家の問題とこれからの人口面を十分に精査していただくと。 
 ほかにございませんか。 
 髙橋委員。 
○髙橋委員 そういう中で皆さんのお話の中で、杉江委員の方から出ましたように、委員

長一任で皆さんから意見いただいたのをまとめてお願いしたいと思います。以上です。 
○森委員長 議長、副議長の方から何かございませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 
○森委員長 今日のまとめとしまして、報告書につきましては、今皆さんからお話があっ

たように一応まとめさせていただきます。またまとめた段階で皆さんに確認をしていただ

きたいなというふうに思ってございます。この方向でよろしいでしょうか。 
〔「お願いします」の声あり〕 

○森委員長 それではその他の関係でございますけれども、皆さんの方から何かございま

せんか。 
〔「ありません」の声あり〕 

○森委員長 事務局の方から何かございませんか。 
〔「ありません」の声あり〕 
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○森委員長 大変長時間にわたりまして、この長寿命化計画についての進捗状況というこ

とで、本当に慎重なるご意見、またご質問をしていただいたというふうにも思ってござい

ます。 
 今後町の発展のため、また住宅につきましては、定住・移住にも関連してくるのではな

いかというふうにも思っております。このことにつきましては、行政側にも十分伝えて要

請をしてまいりたいなというふうにも思っておりますので、今後ともよろしくお願いをし

たいなと思います。 
 本日は大変ありがとうございました。 
 

閉議 午後 ４時３２分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


