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平 成 ２ ４ 年 第 ５ 回 上 士 幌 町 議 会 臨 時会

議　事　日　程

平成２４年１０月５日（金曜日）

日程第　１　会議録署名議員の指名

日程第　２　会期の決定について

日程第　３　議　　案　第５０号　工事請負契約の締結について
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　──────────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまより、平成24 年第５回上士幌町議会臨時会を開会い

たします。

　　本日の議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、関係説明員の出席を求め

ております。

（午前１０時００分）

　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

　──────────────────────────────────────

◎議会運営委員会の報告

○議長（杉山幸昭議長）　議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。

　　議会運営委員長、渡部信一議員。

○議会運営委員長（渡部信一議員）　議会運営委員会よりご報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、10 月２日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の

出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、議事運営及び議案の

審議方法等について審議いたしました。

　　議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

　──────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において９番山本裕吾議員、

10 番中島卓蔵議員を指名いたします。

　──────────────────────────────────────

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。
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　　今臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日１日間と決定いたしました。

　──────────────────────────────────────

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、議案第50 号工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第50 号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　別紙議案第 50 号関係資料をご参照願います。

　　このたび議決を求める工事請負契約の締結は、定住促進空き家活用住宅整備工事であ

ります。

　　本事業は、老朽化した西団地の旧公営住宅２棟を子育て支援住宅に改修、整備するも

のであり、国の補助事業採択を受け、平成24 年度当初予算において関係予算の予算議

決をいただいたものであります。

　　工事の概要はコンクリートブロックづくり、平家建ての２棟８戸を２棟４戸の住宅に

改修するもので、１戸当たり床面積が78.37平方メートル、浴室トイレ付の３ＬＤＫと

なっております。

　　工事入札につきましては、平成24 年９月27 日午前９時30 分に執行し、町内４業

者と町外３業者の合計７業者での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されまし

た。契約の金額は、5,061 万円、入札予定価格は5,327 万7,000 円で、落札率は

94.99％であります。契約の相手方は、上士幌町字上士幌東３線239番地、米倉建設有

限会社、代表取締役米倉昌雄氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成25 年２月28 日までとしておりま

す。

　　以上、提案理由と内容についてご説明をさせていただきました。ご審議の上、ご可決

いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第50 号について
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質疑を行います。質疑ありますか。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　工事そのものについて、反対をするものではありませんけれ

ども、当然、町営住宅という管理状況になるのだろうというように理解をするところで

ありますけれども、どういった建設後の管理を考えているのか、それからもう一つ、こ

れは再生住宅という形で考えられるんだというふうに思うのですが、そういった住宅の

家賃等はどのぐらいに見積もっているのか。当然、工事契約をするときに、この程度の

金額の家賃でこういった収支状況であれば大丈夫だろうと、こういった予測を立てなが

ら一つは再生をするというのが基本的な考え方なのだろうと思うのですけれども、そう

いった具体的には請負契約については入札でありますから多少の変動があるということ

もありますので、細部にわたってお聞きをするという考え方ではありませんけれども、

このぐらいを想定していると。それからもう一つは、入居条件というのはどういうふう

に考えているのか。今までの説明では子育て世代をぜひ入れたいというような話があっ

たんですけれども、そういった世代の住宅に対する考え方はどうなっているのかと。つ

まり供給要求というか、そういった人たちが非常に、例えば多いとか、そういった要望

がたくさんあるとかということがあった上で考えていくということが、政策上考えなけ

ればならない一般住宅とは違うところであるだろうと思うところでありますし、それか

ら本町では町単独の補助事業で住宅政策をやっているわけでありますけれども、その新

築住宅との家賃格差というのはどのぐらい、つまり再生住宅でありますから、どのぐら

いだという判断のもとに総額の予算、その上で国の700万円の補助であるとか、あるい

は地方債の財源措置であるとかということを考えた上で政策というのをやられるという

ように思うのですが、そういった部分について、きょう議決をすれば、建物は完全に工

事に入るという状況でありますので、この際そういった分も含めてお聞きをしておきた

いというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。

　　まず、前段、この間の経過とこれからの考え方について、若干触れさせていただきた

いと思います。

　　本日は、工事請負契約の締結ということで上程させていただいておりまして、この定

住促進空き家活用住宅につきましては、議会には２月の総務文教厚生常任委員会、産業

経済建設常任委員会に今回の事業の基本的な考え方、進め方等についてご説明をさせて

いただいておりまして、その後、先ほど総務課長のほうからお話がありましたとおり、
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当初予算で事業費のお認めをいただいたという経過があります。そんなことで今回総務

省の事業を使ってやりますけれども、いずれにしても町が単独で改修整備をするという

新たな形の住宅ということになりますので、新規に子育て世帯を支援する等を定めた住

宅の管理条例というものが必要になります。その新しい条例の中で他の住宅条例同様に

入居希望者の公募から入居の条件、家賃等を定めさせていただくということになります。

そのようなことから家賃等の条例等の基本的な考え方につきましては、この後、 11

月の予定されております常任委員会にその基本的な考え方をご説明させていただいて、

12 月の議会に新条例案を提案をさせていただくということで考えております。

　　ご質問のありました家賃住宅料の考え方ということでのご質問等でございますけれど

も、この間、建設課、総務課、企画財政課等関係する課と新たな条例案等を含めて検討

会議を持ちながら検討をしてきているという状況にありまして、その条例案の最終的な

今、精査を進めているような段階にあるということでご理解をいただきたいというふう

に思います。

　　そのような中で家賃の具体的な数字等まではきょうご説明をできる段階にはございま

せんけれども、基本的な考え方ということで申し上げますと、当然子育て支援の世帯を

支援するといいますか、そういう施策として建築をするということになりますので、そ

うした部分に配慮が必要だろうということで思っておりますし。それから平成22 年に、

町外に住んでいらっしゃって町内の事業所で働いていらっしゃる方、というのは、通勤

して町内の事業所に来られているという方を対象に、事業主の皆さん、あるいは従業員

の個人の皆さんにアンケート調査等を実施をしております。そうした中で町内に適当な

住宅があったらこっちに来たんだけれども、なかったのでそのまま通勤しているんだと

か、そういうアンケートの調査結果がまとまっておりますので、その内容等をもう一度

精査をしながら、さらに町内においては先ほどお話がございましたけれども、町の施策

として民間の賃貸住宅を建てていただくということも施策として進めておりますので、

そういう今申し上げましたような事項を総合的あるいは政策的に判断をさせていただい

て、再度議員の皆さんにその基本的な、最終的な考え方をお示しをしたいというふうに

思っておりますのでご了解を賜りたいと思います。

　　そのようなことで、最終的には住宅ができた段階での管理ということについては、建

設課のほうに一括管理していただくということになろうかというふうに思っております

が、入居の条件等につきましては、子育て世帯ということになりますので何らかの年数、

年限を定めたり、こういう条件の方というようなことを条例の中でお示しして、規定し

まして定めることとしております。
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　　そのようなことで十分な答弁になっていないというふうに思いますけれども、本日の

段階についてはご理解を賜りたいというふうに思っております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　きょうは工事請負契約ということで詳しく入るつもりはない

んですが、ただ、当初予算のときにそういった議論を十分すればよかったのかもしれま

せんけれども、あの時点では総務省のそういった事業を活用できるというようなことも

含めて、他の議員からも公営住宅の再生利用というのはどうなんだというような質問も

あったという経緯があるんだというふうに思うんですが。ただ政策を実行するときには、

その財政というのはやはりきちんと頭におかなければいけない。どのぐらいの金額でこ

れが可能であって、公的なその側面で補いはこの辺までと、あとは建てた費用の部分で

その家賃として町も回収をするというのが基本だと思うんです。その辺がどうも十分見

えていない。だからその１戸、これ４戸の家賃収入に係る建てかえの工事請負契約なん

ですけれども、5,000万円、単純に割れば１戸1,250万円という費用で、再生住宅。と

ころが一千七、八百万円をかければ、この大きさではなくても住宅が建つという話もほ

かにはあるわけであります。そういった住宅が実際に、詳しい金額を聞いた経緯はあり

ませんけれども、賃貸住宅に関しては、そういった金額で建てられているのではないの

かどうかということも含めて、十分参酌をしてやりましたというふうに答弁いただける

のならいいんですけれども。そういったことを徹底してやはりやらないと町内の住宅事

情、家賃の部分でも幾分、問題を起こすのではないかという懸念を持ったということで

す。

　　そういうことからして、そういった検討はどういう形でしてきたのか。住宅が慢性的

に足りないという部分については、十分僕は理解をするんです。例えば、例をお話をす

れば、子育て世帯よりは賃貸住宅がどんどん今、年に十数件という形で建っていますか

ら、今ある公営住宅にせめてお風呂ぐらいつけてくれればいいんだけどという人が、物

すごく実は多いんです。これは農業だとか、言い方をかえれば、第１次産業に従事をす

る皆さんというのはどうしても、汗水を流して仕事をするということがあるというのと、

もう一つは農業関係では、勤務時間が非常に９時、５時というレベルではないというこ

ともあって、単にお風呂だけあればいいという話も随分聞いているわけであります。そ

ういった町民の全体的要望というのをきちっと踏まえた上で、子育て世帯にはこういう

支援や福祉政策の一環として対応が必要だということがあった上で、財政的にはこれが

一定の限度だろうなと、こういうことがあって初めて計画を進めていかなければならな
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いことだというふうに思うんです。

　　それが不十分であれば、当初予算で認めてあっても政策意図に違いがあれば、途中で

また変更するということも含めて考えなければならないことではないのかなというふう

に、実は思うところでありますけれども、そういった検討というのはどういう形でなさ

れているのか、この際お聞かせをお願いしたいというふうに思います。詳しい内容につ

いてというか、今後の運用については、今の商工観光課長の答弁で今後に推移を見守り

たいと思いますけれども、その辺についてはどうなのかちょっとお聞きをしておきたい

と思います。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　ただいまのご質問にお答えさせていただきますけれども、住宅

施策全般について答えられる立場ではないんですけれども、この間のこのことについて

検討してきたという中で申し上げますと、いろいろな町の住宅の事情等、公営住宅をこ

れからどうしていくかというようなお話なり、いろいろな住宅の町の状況について総合

的な話をする中で、１つの方法として総務省の事業を活用して、公営住宅としての耐用

年数が経過をして現段階での公営住宅としての改修は困難だというところについて、何

とか国の事業を活用してそういう対策に充てたいということで、アンケート等の結果に

基づいて、町外から通勤をされている方なんかも町内にそういう住宅があれば、こちら

のほうに引っ越しをしていただけるというようなことがあるというふうに認識をさせて

いただいて、そういう検討のもとに今回、旧公営住宅を改修して事業を進めようという

ようなことを当面のお話として、そういうことで進んでまいりました。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　佐々木議員とダブっている面もあるんですが、それを除きまし

て質問いたします。

　　２点、質問したいんですが、料金設定についてはこれからの検討課題ということで各

委員会にも諮るということで答弁ありましたが、一般的に公営住宅ですので住宅料金を

決めるときには、かかった建設費とか年数とか、それから収入によって決まります。だ

から、そのパターンからいくとこの今回の住宅の料金はかなり設定がちょっといろいろ

検討しなくてはいけないのかなと私は思って拝見いたしました。その件について、もし

答弁があればお願いいたします。

　　それと、これは前年度からの課題ですのでいろいろな資料も拝見しているんですが、

国の総務省の補助金をもらいながら、あとは過疎債を利用しながらの建設ですので、町
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の財源自体はそれほどかかっていないと判断しています。それで、当初予算で全体の予

算が5,500万円ほどの中で補助金が3,400万円ですか、それぐらいだと思います。それ

がそのとおりなのかどうかと、そういう点と、そのほかの分は全部過疎債を使うのかど

うか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　今の金額の関係でございますけれども、これは２月の段階で両委員

会のほうにご説明をさせていただいておりますけれども、その段階では事業費が、その

段階ですけれども5,500万円ほどの事業費ということで、そのうち国庫補助金は700万

円、定額の700万円でございます。

　　さらに、地方債、過疎債につきましては補助残の75 ％適用されまして、この過疎債

が3,400万円ほどでございまして、一般財源は1,390万円程度と。その段階ではそうい

うご説明をさせていただいております。ただ実際に、今回入札を執行いたしまして

5,061万円ということになりましたので、補助金の700万円は定額でございますので、

変わりませんけれども、過疎債の金額、あるいは一般財源の持ち出し分の金額は若干減

ってくるということになってまいります。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　その点、わかりました。

　　補助金と過疎債を含めて、一般財源含めてかなり一般財源も出ると、そういう点につ

いて、その点を踏まえて多分これから料金設定になるのかなと思って拝見いたしました。

これから委員会にかかるということですので、国のお金を活用しながら町の財源を極力

抑えて、それでなおかつほかの住宅とのバランスも考えながら料金設定しないといけな

いのかなと思って質問させてもらいました。答弁があればお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　議員おっしゃるとおりだと思います。基本的には建築費にどういっ

た金額がかかるかということは基本的にはそういったところからスタートいたしますけ

れども、最終的な家賃につきましては、これは町内のそういった賃貸住宅とのバランス

も当然ございますし、そういう意味では極端に安くするとかそういったことには当然な

りませんので、十分そういったいろいろな背景を勘案した上で改めて両委員会のほうに

またご協議を申し上げて、決定をしていきたいというふうに考えているところでござい

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　この住宅の耐用年数は建った時点では何年になるのか、それ
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だけちょっと確認をさせていただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　この住宅につきましては建設当時は、公営住宅で建設をしておりま

して、当時は耐用年数は公営住宅法によりまして35 年というふうに規定しておりまし

たが、ちょっと年数は今ここで記憶していないんですけれども、４、５年ぐらい前に公

営住宅法の改正がございまして、その中で構造等の見直しなんかもございまして、その

段階で簡易耐火の平家建てにつきましては35 年から 30 年、木造と同じように耐用年

数をみなすというふうに変わりまして、現在では 30 年という見方をしてございます。

　　よろしいですか。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　きょうの工事で新しくする部分もある、恐らく補強する部分、

強度についても補強する部分も、あるいは耐火等のその対策を打つ部分もあるんだろう

というふうに思うんでありますけれども、それを含めて今度建てた再生住宅については

耐用年数は何年か、お知らせを願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　総体的にちょっと町の全体的な判断ということではなくて、私の私

的な判断になるかもしれませんが、今回の改修工事につきましてはブロックの壁を残し

まして、ほかは全部解体いたします。中は床も含めて、床の軸組みも含めて全部解体を

いたしまして、全部やりかえを行いますので、木材につきましてはすべて新しくなると

いう状況になります。

　　また、残されたブロックにつきましては設計の委託の中で耐力度の調査を行いまして、

今後十分使えるという判断をしてございます。

　　よりまして、ほぼ新築並みというふうに見ていいのではないかという判断を私として

はしてございますので、30 年かなというような認識で個人的にはおるということでこ

の場での説明とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですね。佐々木議員。ほか、質疑ありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　工事請負契約ですけれども、先ほどからほかの議員さんのほう

から質問ありましたように、この定住化促進に総務省の事業に乗って、子育て支援を中

心とした再生住宅だということでありますけれども、サラリーマンで例えば、町外から

通っている形の子育て支援に対して、これを再生住宅を行いたいと。しかしながら、ま

た町内においては自営業者を含めた中で自分で住宅を建てる人もいるんじゃないかと。
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今後これから条例をつくっていくということでございますけれども、その辺の子育て支

援と、それから定住化、例えばＩターン、Ｕターンだとかという農家を含めて、一般企

業を含めて帰ってきている方もかなりいると思いますけれども、そういう子育て支援、

それから定住促進という絡みから見ると、各課に絡んでいるということはありますけれ

ども、その辺のことをやはり勘案した中で、これについては専門の条例でいいと思うん

ですけれども、その子育て支援、定住化対策について十分に勘案した中の、その中に条

例に組み込むのがいいのか、それとも別な形でやっていくのか、その辺の考え方はいか

がですか。

○議長（杉山幸昭議長）　早坂商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　子育て支援ということで今回の住宅を改修をする、整備をする

ということになるわけですけれども、町外からの通勤者ということも申し上げましたけ

れども、町外から通勤されている町外に住んでいらっしゃる方ということも対象ですし、

町内に実際に今住んでおられて賃貸住宅に住んでいるんだけれども、子供が大きくなっ

てきたので手狭で、もう少し広いところに移りたいというような方もいらっしゃると思

うんで、そういういろんなケースがあろうかというふうに思っています。

　　条例規定の中では、そういう子育て世代ということですので年数を限定して、その状

況に応じて入っていただくような形を条例の中に盛り込みたいというようなことで考え

ております。

　　ちょっと不足な点ありましたか。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　私の質問がちょっとわからなかったかなと思うんですけれども、

この住宅についてはそのことで了解します。

　　ただ、言うように、定住化促進と子育て支援ということを目標に置いてこの住宅をや

ったということでありますけれども、私が言っているのは、子育て支援だとか定住化促

進ということで、そのほかの例えば新築だとか、そういうことも十分勘案した中で今後

進めていかないと平等性に欠ける。これだけにかけてしまうと町民、子育てをこれから

一生懸命しようとする方々もいるわけですから、サラリーマンで定住化以外の方も町内

にもいるわけですね。その辺のことについての考え方も組み込んだ中で、やはりこの今

回つくる条例に入れるのか、それとも全体的な町の中でやっていくのかということで質

問したんですけれども。よろしいですか。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　今、これ以外にというようなことでのお話であったんですけれども、
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実際に既に本町では新築住宅に対する支援も実施をしております。また、いわゆるリフ

ォームに対する支援もあわせて実施しているということでございまして、それも背景に

は議員おっしゃるように、やはりそういった子育て世代も含めて定住促進を図るという

ことで、少しでもそういった新築の推進を図るということも含めて政策的には既に打っ

てきているということになりますけれども、まだまだ足りない部分もあるかもしれませ

ん。そういう意味で今後も本町については、子育て支援というのは非常に政策の柱とし

て進めていくという考え方に立っておりますので、そういった新たなこういった政策に

ついては、今後また検討させていただきたいなというように考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 50 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第50 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 50 号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本臨時会の会議に付された案件の審議はすべて

終了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　会議規則第７条の規定により、本臨時会はこれで閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本臨時会はこれで閉会することに決定いたしました。

　　これをもって、本日の会議を閉じます。

　　今臨時会の議事運営に特段のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
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　　以上をもって、平成 24 年第５回上士幌町議会臨時会を閉会いたします。

（午前１０時３０分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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