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○議長（山須田清一君）：一般質問を続行します。 

２番、佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：一般質問通告書に  

従って質問をいたします。同僚議員と重複する部分、

あるいは、ちょっと意見が異なる部分がありますが、

御了承をお願いします。 

公営住宅の売却について。民営アパートの促進が

活発に行われていますが、しかしながら、住居の供

給不足は解消されず、公営住宅の建設は費用と入居

条件を考えると、今の時代には即していないと考え

ます。古い公営住宅を取り壊すよりも、公営住宅制

度が変わったことですから、民間に売却、リフォー

ムして再利用、あるいは、入居されている希望者に

売却などのお考えはありませんか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の佐々木議員

の御質問にお答えをさせていただきたいというふう

に思います。村営住宅の譲渡処分につきましては、

平成８年に公営住宅法が改正され、基準が緩和され

た経過がございます。老朽化した村営住宅の売却も

検討していきたいとは考えてございますけれども、

売却した場合に既存村営住宅の建て替えのための用

地確保が難しい状況にあることから、現時点におい

ては、私としては売却する考えは 持っておりませ

ん。以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：しかしながらですね、

高齢者公営住宅は別ですけども、一般用という言い

方が正しいかどうかは別ですけども、一般用の公営

住宅が建設されたのは、私の記憶では、ないですよ

ね。１０年ぐらい前かな。それ以後は、  やっぱ

り入居条件がですね、収入超過の関係なのかどうな

のか分かりませんけども、とりあえず、されてませ

んよね。それで、なおかつ、先ほど、売却する意思

はありませんと、おっしゃってましたけども、空き

地になってから、ずっと空いてる土地もあるわけで

ありますから。 

なぜ私が、このようなことを言うのかというとで

すね、実際に、今ですよ。今、現実に入居したくて

も入居できない人って結構いるわけですよ。それで、

先ほど村長さんはね、転入者を増やすとおっしゃっ

てましたけども、結婚して猿払村に転入したくても

住む家がなくて、他の町に住んでいる。私が知って

る限りでは、結婚したけども猿払村には公営住宅の

空きがないと。なおかつ民営アパートがないと。そ

ういうことで、今回の民営アパートができるまで、

結婚していながら他の町で別居生活をしていたとい

う方がですね、実際におられるわけですよ。それと

か、あるいは、他の市町村から通いながら働いてる

方って、猿払村に結構多いですから。 

そういった方々が、例えば冬の間に入るとか、あ

るいは季節の方が、ちょっと入りたいとかっていう

ことで、そういう空きの公営住宅があれば、リフォ

ームして自分の寮にしたいとか、あるいは１年でも

半年でもいいから貸したいという方がいるのであれ

ばですね、ただ黙って壊すよりは、そのほうが、ず

っと利用価値があるんじゃないかと。壊すのにお金

が掛かるわけですよね。壊すのにお金が掛かるんで

あれば、売却したほうが資産価値は上がるんじゃな

いのかなと思うんですよ。 

後半の質問に重複しちゃいますけども、何年も空

き地になってる所が実際あるわけですから。計画が

あるんだ、絶対に売らないんだ、って言っ  たっ

てね、ずっと空き地になってる所があるのにね、計

画はあるんだ、って、おっしゃられても、何か実感

としてわかないですよね。 

村長さんもですね、この度、初めて村長に、理事

者になられてですよ、過去の経緯っていうのは御存

じないんじゃないかなという気もしないでもないで

すよね。例えば、建設課長さんも担当から変わられ

て２年ぐらいですね。その３年ぐらい前に、私ども

は東川町に視察に行ってるわけですよ。公営住宅と

か、民間アパートを見にですね。そのときに見てき

た、あるいは聞いてきたお話が、担当課の前の課長

さんと係長さんと一緒に行ってもらったんですけど

ね、その中で、東川町では、例えば公営住宅は木造

で作ってますよと。なぜ木造で作るかというと、１

０年たったら売却するからですよ、ということです

よ。固定資産として持つよりは、その方がいいから。 
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あるいは高齢者住宅もですね、高齢者だけ  １

か所に集めたりはしませんと。なぜならば、多様な

世代が入居することによってですね、隣同士の声掛

け、それから、高齢者の不安解消や地域住民が交流

できる、そういう機会が増えるので、高齢者だけの

専門の住宅を作ったりはしませんよと、こういうこ

とを私どもは聞いて、担当課と一緒に聞いてきて、

さて、その意見が少しは反映されるのかなといえば、

ずっと全く同じことの繰り返しでした。 

ですから、村長さんの立場も分かるんですけども、

視点を変えてですね、ちょっと検討してみるか、な

どという発想も必要なのではないのかなと思うんで

すが、いかがですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前段の答弁の中で、

売却の考えはない、という形の中で答弁をさせてい

ただきましたけれども、今、佐々木議員のほうから

過去の経過も含めてですね、いろいろ御提案をいた

だきましたので、再度、担当課のほうと含めてです

ね、検討させていただきたいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：常に前向きに、方向

転換していくというのはですね、私は（聴取不可）

じゃないかなと思うんです。特に私ども民間は常に

方向転換する。いつでも変わります。よい方向に変

わっていきたいと常に思ってるわけでありますが、

是非、期待をしております。 

それでは次にですね、公営住宅跡地の利用につい

て。先ほどから何回もやってるので、再度お願いし

ますが、前にもお尋ねしましたが、公営住宅跡地に

ついての基本計画が、まだできていないとの回答で

したが、公営住宅の跡地は、下水道も整備され、計

画もないまま何年も放置というのは、あまりにも無

計画と言われても仕方がないのではありませんか。

住宅用に売却する。アパート用に売却する。あるい

は、高齢者用の公営住宅を各地域に建てる、などの

計画はありませんか。また、住宅が郊外に延びるこ

とによる除雪費、浄化槽を含めた下水道の増大はな

いでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の佐々木議員

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。

村営住宅解体跡地につきましては、新たな建て替え

のための用地としての利用を現在計画しております。

売却した場合には、代替用地を確保しなければなら

ないという現状で、適当な用地の確保が非常に難し

いという部分では、個人等に売却するということも

非常に難しいとは思いますけれども、今後、担当課

と含めて再度検討させていただきたいというふうに

思います。 

さらに、浄化槽の設置費、除雪費の増加が伴って

も、住民の住居が確保され定住されれば、猿払村に

与える経済効果は大きなものとなりますので、今後

も住民サービスの一環として行ってまいりたいとい

うふうに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：今の答弁というのは、

度々聞く答弁なんですよね。計画がある。あるんだ

けど、見せてくださいと言うと、ないと。まだ今、

計画中であるということでありますから。計画があ

るけども、図面とか、そういったものはあるんでし

ょうか。あるんですか。 

○村長（伊藤浩一君）：議員さんのほうにお渡しし

ています。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：そのことについては

後で精査したいと思いますが、それにもましてです

ね、ネットなどで見ていただけると分かるんですが、

結構ですね、福島県とか三重県とか高知県とか、た

くさん、公営住宅の跡地を売却しようとか、それか

ら、そういった動きですね。つまり、建設費も掛か

るし、修繕費という負担も多いわけですよ、持って

いれば。だから、むしろ行政が  持ってるよりは、

民間に預けてね、あるいは借り上げするとか。 

先ほども、非常に観光費がかさむというね、私も

後で、それはよく調べてみなきゃいけないなと思い

ますけども、やはり行政っていうのが、全ての面に

おいて、何でもかんでも全て行政がやってしまうと

いうことであれば、どんどん税金がですね、いくら

使っても足りなくなってしまうという。個人的には

ですね、今の安倍政権も、そういう傾向が見られる
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のではないのかなという。デフレを脱却したのはい

いけども、インフレに傾きすぎ ちゃってですね、

生活弱者、低所得者は対応できないんじゃないのか

なという危惧を持っているんですよ。ちょっと話は

逸れますけどもね。 

だから、そういった意味で、全て行政が引き受け

てしまうというよりは、民間に預けたほうが。きち

んとした計画があるんであれば、それはそれで、後

でまた精査して御相談をお願いしたいと思いますけ

ども、ただ単に、やみくもにですね、ある、という

ことであればね。例えば今、高齢者住宅などは、ど

の程度の計画があるのか教えていただけますか。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただ今の御質問に

お答えしたいと思いますけども、先ほどと被ってる

のかもしれませんけども、今の長寿命化計画の中で

ですね、公営住宅を維持していく、目標、管理戸数

ですけども、今のところ２５０戸という形で、平成

３３年度までの計画としては２５０戸を想定してい

ると。 

○議員（佐々木淳君）：（聴取不可）変わってく  

るんですか。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：いえ、管理計画と

して、村として公営住宅を２５０戸保有していくと

いう形で想定をしております。現に平成３３年度ま

での計画でございますので、これについては５年を

めどに定期的な見直しを行っていくということで、

平成２８年度が見直しの時期に入っております。こ

れに、いわゆる今、村が進めている民営賃貸住宅の

関係の部分をですね、あわせて検討をして、２８年

度にはどういう姿があるのかということを、もう一

回見直すという形になっております。 

現在の公営住宅用地つきましては、快適な長期利

用にふさわしい整備水準を確保するということが一

つの目標としておりまして、現に壊した所はですね、

昔でいえば少し間口が狭いような住宅があったとい

うところで、例えば現況の６戸を壊したとしたとき

に、そこに６戸を建設ではなくてですね、少し間口

を広げるとか、あるいはバリアフリーとかの、今後

の時代に即したものを考えるとですね、そこの用地

を少し広く取って、四つとか、そういう形の部分で

も考えられるんでないかというような計画を、この

長寿命化計画の中では載っております。 

その戸数についてはですね、２５０戸の管理目標

については、低所得者の収入基準に合わせた公営住

宅に入居を予定する数、いわゆる低所得者層の部分

で２５０戸は必要でないかという管理計画を今、持

っておりますので、仮に民間の方にその用地の跡地

を売却するにしても、公営住宅と同じような指定を

するような形で売却が可能と考えますけども、現況

でいくと、今の民間アパートの家賃推移を見ますと、

５万円くらいということになるとですね、先ほども

出ておりましたけども、低所得者の方が、逆に利用

できる水準なのかなというところもありますので、

そうなる場合には、やはり村としての施策を打つ、

いわゆる家賃補助の助成制度も作るとか、そういう

ところも見据えなきゃいけない。 

あるいは、その費用対効果も当然出てくるで し

ょうから、その辺も検討しながらですね、この２８

年度の見直しに合わせた形の中で、どういう方向が

いいのかということを協議しながらですね、住宅用

地の売却については、今後、考えていかなければい

けないと思っておりますので、よろしく御理解をお

願いしたいと思います。ちょっと分かりづらいです

けども。 

（聴取不可）福祉住宅というか、高齢者住宅だけ

に限定した建てる部分の予定は、現在はありません。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：もう２６年度ですか

らね、２８年度に見直すというと、２年もあります

ね。今現在、もう取り壊されてる所が、ずっと２年

間は空き地なのか、っていう、そういう理解でいい

んですか。 

それと、浜鬼志別の道道沿いの公営住宅の跡地も、

あそこも空き地になってから、かれこれ３年ぐらい

たちますね。それでも計画はあると。再度質問した

ときも、そのときについては、今、計画中であると

いうお話でしたが、計画があるというふうには聞い

てなかったんですけども。計画中ではあるとは聞き

ました。しかし、計画があるとは聞いてませんでし
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た。浜鬼志別もね。それから、鬼志別西町の最近壊

した所も。個別に名前を言いますと、プール横あた

りの古い公営住宅も取り壊す予定であるというふう

に聞いてますし、浜鬼志別あたりも、道道沿いもで

すね、まだまだ取り壊す予定であるというふうに聞

いてますから。 

私が望むのはですね、絶対に売却してほしい、っ

ていうことじゃないんですよ。ずっと放置してるん

だったら、ばばっと基本的な計画があって、何年に、

こういうふうに建って、何年に、こういうふうにな

りますよ、っていう青写真がきちんとあって、ある

いはそれが、今おっしゃったように２８年度に、ま

た見直しをするということであれば、それは問題な

いと思うんですけど、青図が全然ない、計画中のま

ま、ずっと走るっていうのは、それであれば、ちょ

っとね。いつまでたっても何も変わらないのかなと

いう。だって今までだって、ずっと変わらなかった

わけですから。今までが、ばばっと早く決まってた、

っていうんだったら、ここで私も、こんなことは言

いませんけども。 

たまたま私の住んでる北町の福祉住宅が建つ前ま

では、十何年以上も空き地でしたからね。十何年以

上も空き地。それで計画中だって言われてもですね、

これはちょっとね、納得しないというより、もった

いないですよね。もったいない。下水道だってある

んだから。だから、計画中であれば速やかに青図な

どを作ったほうがいいんじゃないですか。なかった

ら、売っちゃったっていいじゃないですか。ないん

だもの、だって。余しておくよりはいいですよ。 

それで足りなかったら、郊外に延びていったって、

それは一向にいいと思いますよ。だけど、街の道路

沿いの所は残しておいてね、郊外にいく。それが発

展してるからだ、って言われても、そうなのかな、

っていうね。少しだまされたかな、みたいな感じも

しないでもないんですけども。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：すいません。ただ

今の御質問にお答えしたいと思います。今、用地計

画の部分についてはですね、平成２３年１２月に策

定している公営住宅長寿命化計画の資料編という形

で、これに基づいて、先ほどは説明をさせていただ

きました。その中に、各地区における利用図。どう

いう計画を持つかというところも利用図としてです

ね、お示しをしているところでございますけども、

いずれにしても２８年の見直し、２年もありますの

で、その部分については今、  どんどん民営住宅

も建設されておりますので、２年待つのがいいのか

どうなのかも含めてですね、やっぱりスピードを持

ってやらなきゃいけないと思いますので、その分の

計画の、もう一度見直し等についても検討させてい

ただきたいと思いますので、よろしく御理解をお願

いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：これは質問じゃなく

て、お願いです。やはり安くてですね、住みやすい

家っていうのが、やっぱり希望ですよね。何せ住む

所がないですから。特に単身の方とかね。前段で同

僚議員も質問されましたけど、その部分については

私も全く同じです。私は、古い公営住宅を売却して

くれるんであれば、リフォームしたいという希望者

もいますし、私も、その希望者の中の一人です。特

に古い所は、あの部分では世帯で住むっていうのは、

今の時代に全くマッチングしないと思うんですよ。

狭すぎますよね、申し訳ないんだけども。だから、

そういった意味では、ああいう古い住宅が単身用に

改善すれば、これは非常に、遠方から通勤してもら

うよりはね、寮があるんだから入りなさい、住民票

を持ってきなさい、となれば税金も落ちますし、そ

ういったことを望んでるわけですよ。 

何せ、この村に人がいないことにはね、商業だっ

て栄えないわけですから。商業が栄えるためには、

人がいないことには無理です。経済が活性化するた

めにはね。漁業とか農業っていうのは、漁場とかね、

ほ場がきちんと整備されたら、それはそれで栄えて

いくかもしれませんけども、村に住もうと思ったら、

それなりの住宅用のサービスがなかったら、住みに

くくて、しょうがないですよ。今は村にコンビニが

あるから、あるいは商店も、まだまだやってくれて

るから何とかなりますけども、そういった不便を感

じてる人は、もの凄く多いと思います。 
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ということで是非、古い公営住宅は売却する方向で

検討されるようお願いをして、質問を終わります。

以上です。 


