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平成24年度 

第２回八戸市行政改革委員会 議事録 

 

日   時  平成24年10月25日（木）午後2時30分開始 

場   所  市庁本館３階 議会第二委員会室 

出 席 委 員  椛沢委員、北向委員、月舘委員、野坂委員、長谷川委員（職務代理者） 

事 務 局  早狩総務部長、原田総務部次長兼人事課長、中村行政改革推進課長、 

佐々木副参事、小幡主幹、阿部主事 

事業担当課  岩藤建設部長、松川建設部次長、吹越建築住宅課長、松橋副参事、 

(建設部建築住宅課)   小井川主事 

次    第  １ 開会 

       ２ 挨拶 

       ３ 審議 公共事業再評価について（市営住宅白山台ヒルズ整備事業） 

       ４ 閉会 

 

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

 

次第３ 審議 公共事業再評価について  

 

●長谷川職務代理者（以下、職務代理者） 

それでは会議を始めます。本日の案件は、市営住宅白山台ヒルズ整備事業に関する公共事

業再評価についてですが、審議に入る前に、まず八戸市における公共事業再評価の概要につ

いて、事務局より説明願います。 

  

〔資料「八戸市公共事業再評価の概要」及び「公共事業再評価に当たっての評価基準」に基

づき事務局説明〕 

 

●職務代理者 

それでは審議に入ります。なお、本日の審議の進め方ですが、はじめに事業に関する説明

と質疑を行い、全ての質疑が終了した後で委員会の意見について審議を行います。 

それでは、事業担当課からの説明を求めます。 

  

〔資料「平成 24年度八戸市公共事業再評価シート」及び「市営住宅白山台ヒルズ整備事業の

概要」に基づき事業担当課説明〕 

 

●職務代理者 

只今の説明について、何かご質問はございませんか。 

●Ａ委員 

この事務事業名が市営住宅白山台ヒルズ整備事業というような名称になっているのですが、
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この事業は要するに作るということだけがこの事業に入っているのでしょうか。それとも運

用といいますか、募集とかですね、どういう方に入っていただくとか、メンテナンスをどう

するとか、そういうところまで全部含めてこの事業に入っているのでしょうか。 

●事業担当課 

事業名が市営住宅白山台ヒルズ整備事業ということで、新設の団地、新たに整備する団地

ということでそういう事業名になっております。 

●Ａ委員 

利用の仕方とかそういうことは、この事業とは全く別な違う部署が管轄していらっしゃる

ということなのでしょうか。 

●事業担当課 

利用の仕方というと、例えば募集は私どもで担当しますし、例えば修繕は指定管理者に管

理を委託しておりますから、細かい修繕については当然指定管理業務の中に入っております

し、大きい修繕になると私どもの通常の修繕工事ということで、別工事で新たにその工事を

起こして発注するということになります。 

●Ａ委員 

分かりました。私はちょっと言葉が適切かどうか分かりませんが、運用という言葉を使い

ましたのは、まずこの事業の目的というのは建てるということだけではなく、なぜ建てるか

ということは当然入ってきますよね。その時に実は数年前に１回あそこの団地を見せていた

だいたのですが、その時にもちょっと話になったのですけれども例えば非常に素晴らしい環

境ですし、近くにスーパーが無いとかそういう生活の安定というちょっと不便があるかもし

れませんが、いい環境であるし、大体非常に価格も安いし、窓割りとか今日見せていただき

ましたけれども、私も住みたいなと思うような家で素晴らしかったのですが、ただこの資料

の場合、要するに抽選に当たった特定の個人が長期にわたって受益、まあ益を得ることがで

きるわけですので、世の中には宝くじが当たる人もいるし当たらない人もいるわけで、抽選

で当たったからラッキーねということでもいいのですが、ただやはりこれは公共性が非常に

強い事業ということを考えますと、私が今知りたいのは例えばここでは 500 万円以下の云々

ということがありますけれど、ここに今住んでいらっしゃる方たちの中に年収 500 万円以上

の方がいるのかどうか、それから今回空き部屋がありましたよね、そうするとその空いたと

ころにも当然前に人が住んでらしたのですけれど、その方達がどういう理由でお出になった

のか。つまりある程度の基準からはみ出した方もあなたには充分ここに住んでいただいて、

もう次のところに出て行っていただいて、他の方がお待ちですよということで出ていただい

たものなのか。例えばそのシステムがちゃんと確立しているのか、その辺をお聞きしたかっ

たのです。 

●事業担当課 

まず市営住宅というのは多分全国的に同じ基準、今年から国では法律を地方自治体に委ね

ているのですけれども、従前は国が全部公営住宅は公営住宅法の中で入居基準を決めていま

して、基本的に月収 15万 8,000円以下でないと申し込みできません。ですからそれを超えて

いる人はそもそも応募できないということになります。ですからその辺の公平さからいくと

15万 8,000円以下の人については、基本的に住宅に困窮している人は全て応募できます。先
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程、所得が多い人は当然入る時はその所得が超えていれば応募できないのですけれど、所得

がだんだん増えていくと家賃を割り増ししていくのです。近傍家賃に準じて公営住宅の家賃

をある程度段階的にかさ上げしていき、更に月収でいくと 15万 8,000円を超えると今度は退

去を勧告ということになっていきます。ですから公営住宅はあくまでも低所得者のためのも

ので、税金を使って建てているということでそれ以上の所得のある人は民間なり自前のとこ

ろに移って下さいというシステムになっています。 

●Ａ委員 

勧告ということなのですね。勧告してスムーズに、つまり勧告というのはどれ位の力があ

るかというと、比較的勧告という言葉は私は弱そうと思ってしまう。前回伺った時も、色々

理由を付けて、はっきり言えば居座ってしまう人がいるという話を伺っていて、その時も、

では一応例えば３年とか５年とか区切っておいて、実際入った人は頑張って収入を上げて

色々やって、５年後は出なきゃいけないねと初めからそう思わせておいてあげて、でも実際

そこまで収入がいかなかったら需要があったら居てもいいかもしれないけれど、ある程度年

数を決めたらどうかという話があったのですよね。ですから要するに実際勧告をしてそれで

スムーズに事が運んでいるのかどうかは、現状いかがでしょうか。 

●事業担当課 

15万 8,000円を超えた方ですね。当然勧告して退去になるのですけれども実際その事例は

ここ数年ないです。それだけ収入が減少しているというか増えていない状態でございます。

15万 8,000円より多い方はいて、当然ある程度かさ上げして、でも民間よりは少し安い、そ

ういう基準で入居しています。収入超過者、我々は高額所得者と呼んでいるのですけれども、

その状態を何年か継続した場合に対象になるというのがあって、超えたからいきなりすぐ出

なさいということではないです。 

それから白山台ヒルズの場合に限っていいますと転居された方は、ここは子育て世代とか

若い世代が多いので転勤とか仕事の関係で退去される方が多いです。もう一つは家を新たに

建てる方とかですね。あとは高齢者の方に多いのですけれども家族と同居するとかですね、

そういう方が面倒を見てもらうために退去するというケースが多いです。 

●職務代理者 

平均的に居住年数はどれ位になっているのですか。今お住まいになっている 70歳以上が何

世帯かありましたよね。ただ出来てから間もないから。 

●事業担当課 

出来てからまだ 16年なのですけれども、そこのデータはちょっと無いのですけれども、早

いと１年ちょっとで出られる方もいます。 

●職務代理者 

転勤などで移動される時ですか。わかりました。よろしいですか。 

●Ａ委員 

はい、一応勧告というのはある程度は、もし現実的にそういうことが出てきたらきちんと

それはなさるということですね。 

●事業担当課 

はい。 
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●Ａ委員 

そうすると当初の福祉的目的とか、あとは収入が低い方に適切な快適な住宅を提供すると

いう部分に関しては、しっかりその部分を目標とするということですか。 

●事業担当課 

はい、そうです。 

●職務代理者 

Ｂ委員は、何かご質問ありましたら。 

●Ｂ委員 

３ページの費用項目の欄なのですが、先程 1.02 と、全体的には 0.01 のダウンだけで済ん

でいますが、この費用項目Ⓒの中を見ると建設費がかなり大きく落ち込んでいて結局用地取

得費の評価が上がってこの状態になっているわけです。この建設費の再々評価時の数字が再

評価よりもかなり落ちているのですが、この理由といいますか、指針分析の形でこの理由と

いうのが何かわかれば。 

●事業担当課 

元々133 戸の建設予定で、19 年度の再評価時は 133 戸での計算ですから、今 98 戸になり

35戸減っているので、減った時点の建設費なので当然落ちているということです。 

●Ｂ委員 

同じ戸数の評価ではないのですね。 

●事業担当課 

ないです。再評価時は 133戸での評価です。そのまま比べるのはちょっと難しいです。 

●職務代理者 

用地の方はどうして高くなっているのですか。 

●事業担当課 

用地の方は、これは社会的割引率というのがありまして、取得価格を現在評価に換算する

のです。年率４パーセントで換算することになっていますので、用地に関しては過去に取得

しているので現在価値よりもどうしても高い形で出てきてしまうのです。実際の取得価格と

すれば、１ページ目に出ているように約 12億 1,000万円ですのでそれ程大きく変わっていな

いのです。けれどもこの社会的割引率というもので現在価値に直すと、どうしても費用が高

く出てしまうという形ですね。 

●Ｂ委員 

一般的には今地価は下がっていますよね。それであればちょっとこう、違和感があるとい

うか。 

●事業担当課 

それはもう取得して支払った金額ですので、既に取得した費用、実際の取得した価格です。 

●職務代理者 

維持修繕費が半額位になっちゃうのは住宅の戸数の比例とはちょっと違っていますけれど、

何か理由がありますか。 

●事業担当課 

これも先程言った社会的割引率というもので割り引いていくと維持修繕費に関しては逆に
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将来に亘って出てきます。過去の分に関しては高く出るのですけれども将来に亘ると逆に低

く出る形になるので、実際にはもっと高いです。2,000 万円を超えている形での維持修繕費

にはなっております。それが社会的割引率で現在価値に直した結果若干減ってしまう。 

●職務代理者 

利用便益が増えるのはどうしてですか。入居者数が増えるからですか。 

●事業担当課 

入居者数に関しては先程 133 戸から 98 戸になっているので減っているのですけれども、

土地の残存価格の考え方をちょっと改めまして、平成 19年の時は土地の残存価格を先程言っ

た社会的割引率で引いていたのですけれども、実際に評価手法で国が出している手引きの中

で、土地に関しては社会的割引率で減価しないということで、最終的な取得価格をそのまま

利用便益に入れて下さいということになっていましたので、そこを改めた結果、若干土地分

の評価が上がりまして、その結果利用便益が上がったという形になっております。それもま

た社会的割引率の考えかたのところで、若干難しい点はあると思います。 

●職務代理者 

この３ページについてですけれども、この評価基準の話でいくと今の話が事業の投資効果

ですから１ページ目の(3)ですが、要は後程上昇または同水準であるものという考え方からＡ

だというお話なのですね。さらに 1.03 も 1.02 も同水準だからＡだと、そういう評価をして

いるということですね、ちょっとここは確認しておいて下さい。よろしいでしょうか。また

何かありましたらご質問お願いします。 

●Ａ委員 

すみません一つだけ、評価シートの２ページの一番下ですね、その他特記事項なのですけ

れど、22年度策定の八戸市公営住宅等長寿命化計画というというところ、ちょっと説明して

いただきたいと思います。 

●事業担当課 

こちらですが、平成 21 年に国からこの計画を作らなければ要は補助金を出しませんよと、

改修ですとか先程建て替えですとかがあったのですけれども、それに補助金を出しませんと

いう通知が来まして、国で新たに作るというのではなくて、既存の公営住宅を改修したり、

要は既存のものを直して長期間にわたって使っていこうといった計画を具体的に団地ごとに

まとめた計画ということになっています。 

●職務代理者 

長寿命化ですから、今あるものは何年で終わる予定だったのですか。最初は何年とか住宅

であれば何年とかありますよね。 

●事業担当課 

計画が 10年間、平成 23年度から 32年度までの 10年間を計画期間ということにしていま

す。 

●職務代理者 

本来は今までは建て直してきた時代がありましたけれど、そうではなくて、それをすると

お金が大変なので引き続き長持ちさせてという計画を含めてという長寿命化ですね？ 

●事業担当課 
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そうです。 

●Ａ委員 

戸数を増やすのではなくてということですね。、利用出来るものを利用して、新しく作るの

を抑えるというためですね？ 

●事業担当課 

そうです。例えばコンクリート等の建物は法令耐用年数 70年と決まっているのですが、建

物自体は 70年持つのですけれども、どうしても設備の部分とかそういったものは耐用年数が

短く、補修なり改修なりして建設よりコストを安くして、財政的にもそういった考えでいこ

うといったものでございます。 

●職務代理者 

財政的にも年次的な予算の平滑化というものも計画の中にあるのですか？ 

●事業担当課 

そうですね、予算の平準化もあります。 

●職務代理者 

Ｃ委員、何かご質問ありましたら。 

●Ｃ委員 

外の庭の隣との境に竹の柵がありましたよね、あれは中に人が入居しているいないに関わ

らず痛み具合というのは同じだと思うのです、条件が外ですから。ああいうのは補修という

のは一斉にしているのですか。１回位は。 

●事業担当課 

竹垣については実際には一度も補修をしたことはないのですけれど、部屋を見に行った時

に委員の方がおっしゃっていたと思うのですが、1年目 2年目は青竹でいいのですけれども 3

年 4 年経つとどうしてもぼろぼろになってしまうのです。そのことは正直申し上げて入居者

の方からも言われているのですが、そこはちょっとこれから別な手法で何か手立てを加えな

ければならないと考えています。 

●職務代理者 

やはりあれが壊れた時に入居者が負担しなくちゃいけないようになってくると、入居者と

しては何となく「えっ」というふうに思われる方もいるかもしれないから、何かメンテナン

スを考えていかなくてはいけないでしょうね。 

●事業担当課 

はい。 

●Ｃ委員 

景観という意味でもそうでしょうね。 

●職務代理者 

みっともなくなっていくということですね。Ｄ委員は何かありましたらお話下さい。 

●Ｄ委員 

以前の再評価の行政行革委員会の時にＢ／Ｃというのは非常に難しいなあと思った記憶が

あってですね、今回の３ページの事業投資効果のやはりこの評価した年も理解したいなと思

っていまして、便益項目Ⓑの中の①利用便益の 38億 2230万円、この数字の出し方というの
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はどこかにありましたか。 

●職務代理者 

特にありません、ここにぽっと出ているだけなので、何か根拠の概要だけでも。 

●D委員 

いやすごく難しい計算だと思うので、大変であればそれはそれでイメージが沸けば私は構

わないので、逆にそれは数字が増えていますので、これなぜ増えたのかなというところが分

かれば違いをちょっと確認したいなあと思っていました。 

●事業担当課 

利用便益の中味なのですけれども、これは住宅本体の利用便益、それから駐車場の利用便

益、それから先程もちょっと説明しましたけれども、用地残存という考え方のこの３つがあ

りまして、住宅本体に関しましては建ててその翌年度から便益が発生するということで計算

しています。先程言いました市場家賃というものに基づいて、いくらの便益になるか、要は

利益が出てくるかということで考えておりました。それを翌年度より毎年、建てた翌年度に

積み上げていくという形で計算しております。その合計額が 15億 6,700万円ということにな

ります。それからもう一つの駐車場ですけれども、駐車場代ということで１戸当たり 3,000

円の便益・利益があるとして計算し、これも戸数当たりに建てた翌年度から同じように建て

た分の戸数分を加算していくという形で、これは１億 400万円程ということになります。 

それともう一つが先程言いました用地残存ですけれども、取得価格をそのまま利用便益と

して加算することになっております。これが 12億 1,300万円ですね。この考え方としては先

程言ったように最終的には要は残る価格と、もし事業が終わったとしてもその部分は利益と

して土地が残るので、そのまま売れるということでの利益という見方です。さらに先程言い

ましたけれども社会的割引率というのを掛けまして、これが現在価値、要は現年度、平成 24

年度の価格に過去と現在の価格を調整しまして、その結果ここに書いてあるとおりに 38 億

2,200万円というような便益が出てきます。 

●職務代理者 

今の計算手法は国土交通省か何かの住宅とかの中で、ルールが決まっているのですか。 

●事業担当課 

国交省から出ております「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」と、公共住宅

事業者等連絡協議会の「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価手法の解説」というのがあ

りまして、これに基づいての計算です。 

●職務代理者 

例えばその駐車料が 3,000 円とかと決めるのは全国画一ではないように思うのですが、そ

ういうのはどうやって決めていくのですか。 

●事業担当課 

住宅本体に関しては先程言いましたように近傍の住宅家賃というものになっていまして、

これは公営住宅法の施行令に規定されていて計算方法が決まっておりますので、例えば恣意

的に私たちが動かしたりすることができるようなものではなくて、家賃に反映されるきちん

と決まった方法があるのですけれども、駐車場に関してはそういうものがないですから、近

傍の民間事業者の駐車場を調査した結果、大体 3,000 円位だろうと想定して、１戸当たり
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3,000円と決めております。 

●Ｄ委員 

先程非常に基準がある程度確定されているということで、５年前との基準の変更というの

は特にあったのですか。 

●事業担当課 

基準の変更というのはないのですが、先程言いましたとおり土地の残存の考え方をちょっ

と変えまして、５年前の 19年度は気が付かなかったのですけれども、土地残存の方が取得価

格を計上しなさいということになっていたものを見落としていまして、19年はその部分を先

程言った社会的割引率で引いてしまったものですから非常に少ない金額が出てしまって、そ

の分の差額分がここで出ているということになります。元々この 19年の再評価時と再々評価

時の今回とは建設戸数も違うものですから、単純な比較はちょっと難しいかとは思うのです

けれども、そういった事情があります。 

●職務代理者 

それにしても用地取得費の増加分程は利用便益に反映されてはいなかったというところで

すか。 

●事業担当課 

はい、そうです。 

●職務代理者 

もしこれが反映されればＢ／Ｃがもう少し高い値になりますものね。 

●事業担当課 

そうです。19年度の再評価時はもっと高い値が出てきたということになります。 

●職務代理者 

そうですね。分子が大きくなればある程度Ｂ／Ｃが、前の方が多分もっと大きく評価され

ていたのだろうなということをちょっと感じていました。それでもまず事業投資評価の視点

というところでいえば、同水準というふうに数字ではなっているのですけれども、実際そう

じゃなかったかもしれないというのがあるかもしれないなと思って読み取っておりまして、

ただそれでも 1.0 よりも上ということであれば、まず私とすればそれは良い評価でいいのか

なという考え方は持っております。 

他に皆さんから何かございますか。 

●Ｂ委員 

今のこの評価シートの関係ではないのですが、住宅の建設計画で先程現地でも聞いたので

すが、あと基本的には 25・26年の２ヵ年だけですか、あと 10戸しか残っていないですよね。

そういう中で 25年の建設予定は３戸で 26年が７戸となっているのですが、仮にこの事業継

続となった場合に、あえて 10戸足らずであったら単年度で充分ではないのかという気がする

のですが、これからの国に対する予算要求とか今までの計画というのがあってなかなかその

辺見直しが難しいのか分からないのですが、10戸足らずだったらもう単年度で、25年で終わ

らせてしまってもいいのではと単純に思うのですが。 

●事業担当課 

その辺の予算配分は青森県の住宅計画の中で、国からの補助金は県が色々市町村に割り振
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りしたりするのです。だから枠が決まっていて、八戸だけ 10戸、本当は上げたい気持ちもあ

るのですけれど、そうすると他の自治体で事業が出来ないとか、やはり県の方でバランスを

考えて配分しています。八戸は毎年白山台事業をやっているのですけれど、大体１棟とか２

棟位しか割り振られない、そういうことがあるので今までも大体そういう程度の事業計画し

か上げていないのですけれども、一度にどっと上げても、なかなか予算、国の補助は２分の

１なのですけれども、市の単独費も当然ありますので、他の事業との財政的な兼ね合いも含

めて、色々その辺は市の中で調整しながら決めている形です。 

●職務代理者 

これは、県は財源負担は何もしていない事業ですけれど、それでもその国庫補助事業をす

るための県内調整は県がやるわけですか。 

●事業担当課 

そうです。県が地域住宅計画を立てていまして、県も県営住宅やっていますので。あと県

内の市町村までありますし、それを調整するのが県になります。 

●職務代理者 

分かりました。 

●Ａ委員 

事業の費用とか事業目的というのは非常に分かりやすい面ですが、この評価基準、１ペー

ジの(3)にあります事業効果という言葉が出てきているのですが、この事業に関して事業効果

というのは何になるのですか。 

●事業担当課 

公営住宅の事業目的というのは低所得者に対する低廉な家賃ということで全て共通なので

すけれども、白山台ヒルズの整備事業という中でのそこに限っての目的といいますと、ここ

は新しいニュータウン団地というか、街ですから、ある程度居住人口を増やすということも

一つこの事業の中でありますし、ニュータウンが出来た時になかなか人口が増えていかない

というのがあって、その時の整備公団から、市が用地を取得して住宅を建ててくれませんか

と、その時も県営住宅が先行してやっていたのですけれども、まだなかなか移ってこないと

いうか人口が増えないということで、そういうこともここに限っては目的としてあります。 

●Ａ委員 

目的という言葉だとすごく分かるのですが、ただ事業効果という言葉が出てきたので、そ

うすると例えば今の話だと人口が増えなかったけれど、これを作ることで人口が増えること

によって、白山台ニュータウン全体の価値が上がるとかイメージが変わる、そういうことで

他の近隣にも、もっともっと入居しやすくなるようなことの効果ということを期待なさって

いたとのことでしょうか。 

●事業担当課 

そういうことです。 

●職務代理者 

住宅を作るとともに、いわば最後の集合住宅としての役割の施設として集会所を作られる

というお話ですので、それについても少し何か意見、質問があればお話いただければ。 

これは市営住宅の皆さんが使うというのが決まりですか。 
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●事業担当課 

はい、そうです。 

●職務代理者 

集会所の管理とかそういうのはどういうふうになっているのですか。 

●事業担当課 

管理は白山台ヒルズに限っては、ここに町内会がありますので、そこに管理運営を任せる

ということになっています。 

●職務代理者 

はい、分かりました。今もう住んでいられる方から集会所が無くて困っているとかそうい

うお話は出ているのでしょうか。 

●事業担当課 

そのうちに建つというのは大体推測していらっしゃるので、いつ頃になるのかなという話

は聞かれて、今年度中には出来ますという話はしております。 

●Ｃ委員 

今のお話に関連して、集会所がまだ使われていない状況ですよね。そうすると自治会は今

はどこでやっているのですか。自治会があって集会所がまだ出来ていないのですが。 

●事業担当課 

自治会はあるのですけれども、そういった集まる場所がないということです。 

●Ｃ委員 

今までもどこかで会合は開かれているわけですよね。 

●事業担当課 

恐らくだと思うのですけれども、入居者のお宅でしょうね。例えば会長さんの家とか副会

長さんの家とか、そういった場所、または公民館をお借りしてやられているかもしれません。 

●職務代理者 

集会所を先に作ってあげた方が、お子さんが多い世帯がたくさんいらっしゃるというお話

がありましたし、皆さんあそこの部屋に集まるのはちょっと無理じゃないですか。どこかの

施設を借りていればいいですけれどね。 

白山台では皆さんでお祭りをやったり、もちろん三社大祭に出られたり、全体の町内会と

しては色々な意味でアクティビィティーが高いですよね。 

●事業担当課 

その基本計画の時に位置がここだったものですから、どうしても用地取得と建設で、どち

らも奥の方にあるので、そこまで用地を取得して道路を作って、やっと今年度整備出来ると

いうようになってしまったわけでございます。 

●職務代理者 

そのうち転勤になっちゃう人はちょっと可哀想ですね。 

●Ａ委員 

集会所の話で今、ここの白山台ヒルズに住んでいらっしゃる方の集会所ということでした

よね。 

●事業担当課 
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はい。 

●Ａ委員 

そうするとここは、この区画でなんとか町内会というのがあるのでしょうけれど、ちょっ

と道路を隔ててすぐそばに別の賃貸住宅などありましたよね。ああいう方たちは利用できな

いのですか。町内会が違うという感じなんですか。 

●事業担当課 

その辺はそこの市営住宅の管理者というのですか、町内会の役員なりその町内会の皆さん

のそういう同意が得られれば、その辺は自由に対応してもらっています。他の団地でも使っ

ている所があります。 

●職務代理者 

この書類が私どもに送られてきた時に、デーリー東北に市営住宅への空きに対する募集を

かけたら少しその募集に対して応じる方が少なくて、というニュースが新聞に掲載されてい

ましたけれどそれについて教えて下さい。 

●事業担当課 

あの記事については、災害公営住宅というのをこの白山台ヒルズも含めてですが、市内４

ヶ所に 62戸建設していまして。 

●職務代理者 

別の話ですか。 

●事業担当課 

はい、それは同じ住宅なのですけれど入居できる方を被災されて家が無い人だけに限定し

ていますから、一般の方は応募できないので、それが 62戸に対して 41戸というように少な

かった。少なかった理由は色々考えられるのですが、62戸そのものが多いんじゃないかとい

うこともちょっと言われたりするのですけれど、それは我々は、どこの県もそうなんですけ

れども被災された県は、その公営住宅を建てるにあたって皆さん建てたら入りますかという

意向調査を実施して、それによって国ではマックスがここまでというのが決められているの

ですけれど、我々はマックスまで建てても実際空いたりするとお金を国に返還しなければな

らないというのがありまして、補助事業にそういうデメリットもありますので、なるべく実

態に合った戸数を建設する。そのために意向調査を実施して、その時に 61～62世帯位が入り

ますということでその戸数を建てたのですけれど、実際に募集をかけたら 41世帯しかなかっ

たということです。 

●職務代理者 

何か調達されたかもしれないですね。 

●事業担当課 

はい、そこがこれからの調査によるのですけれど、募集していて一番少なかったのは多賀

台の市川地区の被災の方が、あそこの多賀台団地に 26戸建てるのですが実際は 14戸位の応

募しかなかったのです。そこはどういう理由で応募しなかったのかなというのは、色々住宅

の支援事業をやっていますので、それで再建したり、リフォームしており、まだ骨組みがが

っちりしているものも全壊とはいえ骨組みがちゃんとしているので、そこは直して住まわれ

たのかなとか、色々理由は考えられるかとは思います。 
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●職務代理者 

そうしますとそちらの話は被災者の方に向けた災害住宅の話で、こちらは一般市民に対し

て求められているものに対して応じているものであって、その倍率、募集倍率は非常に高い

ものだとかいうことが維持されているということなのですか。 

●事業担当課 

はい、そうです。 

●職務代理者 

一応別な話ということですか。 

●事業担当課 

はい、そうです。 

●職務代理者 

分かりました。他にご質問等はございませんか。 

●Ｃ委員 

よろしいですか。すいません私ひょっとするとご説明を現地で受けている時聞き漏らした

かもしれませんが、公開していただいて今日見せていただいたお部屋というのは、今までも

どなたかお入りになって使用したことはありますか。 

●事業担当課 

はい、そうです。 

●Ｃ委員 

今空いているからお見せいただけたということですか。 

●事業担当課 

はい、そうです。 

●Ｃ委員 

そうですか。管理状況の中で今空き家が４戸あって、11月に入居が一つ決まって残りの３

戸は 10月に公募予定ともう始まっている。 

●事業担当課 

はい、月曜日から募集をかけていまして、今年の３回目の募集ですけれども、３戸募集し

ています。 

●Ｃ委員 

今どうですか反応としては。 

●事業担当課 

まだそこは集計していないのですけれど、いつもの通り白山台は大体５倍、最低でも５倍

というか７倍から９倍という高い倍率だと思うのですが。 

●委員 

すごい倍率ですね。 

●事業担当課 

前回落ちた人でもここしか希望しないような人もいらっしゃるので、当然それなりの倍率

があります。 

●Ｃ委員 
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ちなみに空き待ちということは出来ないのですよね。 

●事業担当課 

うちの場合はあくまでもその都度の公募による公開抽選ということで、受付順とかさっき

言った空き待ちという制度は取っておりません。 

●職務代理者 

この事業はあと２年で終わるわけですけれど、市としての市営住宅の整備というものにつ

いてその後どんなふうに進めていこうとか、そういうふうな計画はどこかで今考えられてい

るのか、それともまだ？ 

●事業担当課 

先程の長寿命化の総合計画の中で、例えばここの団地は修繕とか、ここは建て替え計画と

か、長寿命化計画の前のストック計画というのは平成 15年度にやっていますので、それによ

って建て替えというのがありまして、その団地は建て替えしていくのと、それから古い団地

のうちで空き家政策というかそういう全然建て替えもしない、将来的には廃止してどこかの

団地に集約するという団地もありまして、それを踏まえて色々計画を立てて。 

●職務代理者 

計画を決定されているのですか。 

●事業担当課 

ただ今回の災害によって、当初多賀台住宅をやって次は例えば新井田道とか油久保とか熊

野堂とかある程度それなりの順番はあったのですけれど、急に今の災害のために、災害公営

住宅を建てる場所を確保するために多賀台団地を結構大きく壊している。当初は少しずつ壊

して５年計画でやるつもりが、一気に壊してそこで災害公営住宅を建てて、計画自体は５年

計画で進める予定なのですけれども、それで新井田道もその後に多賀台が終わったら新井田

道をやろうという計画でおったのですけれども、湊地区に被災された方を収容するための災

害公営住宅を建てる場所を確保するために、一斉に新井田道は建て替えと災害公営住宅を一

緒にやってしまうという計画で、その辺逆に言えば前倒しになっている部分が少しあります。

計画自体はそういうストック計画とか長寿命化計画に則って進めていくことになっておりま

す。 

●職務代理者 

この市営住宅の戸数供給といいますか、そういうのは市民の人口に対する比率分用意され

ているとか、あるいはそれから住宅の面積がありましたね、３ＬＤＫだとか２ＬＤＫだとか。

ああいうふうなものというのは法律で決まっているのですか。 

●事業担当課 

居室の面積、まあ住宅の面積は、従前は国が整備基準というのを設けまして、あと設備は

こういうものを置きなさいという、それに基づいて最低限の基準は設けてそれに則って整備

しなさいということです。 

●職務代理者 

戸数はいかがですか。 

●事業担当課 

戸数は八戸では住宅マスタープランとストック計画というのを 15 年度策定していまして、
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それで八戸の適正な戸数は 2,800 戸ということで、その他に県営住宅もありますけれども八

戸市として整備する戸数は大体 2,800 戸が適切ということで、それに向かって今整備したり

建て替えたり、実際は 3000いくつかの管理戸数があるのですけれども、ですからそれはもう

古い住宅とかは廃止したりしてある程度集約していくということです。 

●職務代理者 

それで前に見直しをしたのが前回の平成 19年以降のところで、戸数がこの団地については

少し見直ししているというところですね。わかりました。 

他に何か皆さんからご質問はありませんか。質疑はよろしいですか。 

●Ｄ委員 

先程評価シート(3)の投資効果は数字の面の評価だと思っているのですが、もう一つは(2)

の必要性ということに関しては、これはちょっと解釈かなと思っておりました。この(2)の事

業の必要性に関する視点というところで少しお伺いしたいなと思っておりました。 

先程実際現地に行って見て特に平屋は、ここは確実にどちらかというと高齢者向けのモデ

ルだなと。トイレひとつにしても広いのでそういうイメージを持ったのですが、実際には入

居されている方は若い人も受け入れになっているから、その辺で当初の目的、計画時とも比

較し、その事業報告の形になっておりますので特に問題は発生していないのかなという気は

したのですけれど、入居者のアンケートとかで何か意見が出ていればと思いまして。どうで

しょうか。 

●事業担当課 

私どもでは例えばあそこは、２ＬＤＫ平屋の部分は特段、高齢者とか障害者とかというそ

ういう形では作ってはいないのですけれども、うちの市営住宅は最近はとにかく木造で長屋

タイプと、高層にはしないというのが原則で進めていますので、是川団地ももう終わりまし

たけれども全てそういうタイプの形で作っています。ですから高齢者の方も若い人も全て入

居可能ということになってはいるのですけれども、たまたまあそこがどうしてもお店とか交

通の便、市営バス、そういう不便さがあって応募する方がどうしても若い世代が多いという

ことです。 

●Ｄ委員 

それが９倍ですか。これは人気がある場所になるわけですか、八戸市内の中では。 

●事業担当課 

私どもの募集でいくと、いつも高いのは白山台ヒルズと類家南です。それともう一つは白

銀台の特質な例といいますか１ＬＤＫでこれが単身の高齢者の方でもＯＫということで、普

通市営住宅は同居要件をつけているのですけれども、白銀台の１ＬＤＫ、他にも１ＬＤＫで

なくても単身でいいという団地もあるのですけれども、ここの団地に関してはトイレとかそ

ういう形も広いし、例えばお風呂も整備されているので、年金暮らしで民間アパートに住ん

でいらっしゃる高齢者の方がそちらに移りたいということで、あまり募集は出ないのですけ

れども時々出ると 10倍超えとか 15倍超えで応募がどっと来ます。 

●Ｄ委員 

それであれば今後、整備はあと２年間ですか、あったとしてもあと８戸程ですか、建設さ

れた場合でもおそらく高い倍率とニーズはそのまま維持されるだろうという、利用されるこ



15 

 

とはこのまま高い状況で継続されるだろうというのは予想されるかなという解釈で良いのか

なと思っていましたけれども、そういうことでこの９倍とか倍率が高いということが書かれ

ているのかなと思っていたのですけれども、そういう解釈でよろしいでしょうか。 

●事業担当課 

はい、そうです。 

●Ａ委員 

今のお話で要するに高層にしないで木造の長屋タイプって決まっているとおっしゃったの

ですけれども、それは要するにエレベーターを付けなくていいとか、地震の時に被害が少な

いとか何か理由があってそれを決めているのでしょうか。 

●事業担当課 

まず昭和 47、48年ごろから結構色々市営住宅を建てて、４階５階ありますよね、そういう

ものを見るとその当時は市営住宅で鉄筋コンクリートで人気があったのですけれども、今は

その４階５階とか、とにかく３階４階５階というのは嫌われるのです。高齢者の方は特にで

す。例えば今まで住んでいたのだけれどもどうしても足腰が弱くなったとかで、どこか１階

に移りたいとか別な団地にとか、診断書があれば住み替えというのを認めているのですけれ

ども、そういう傾向が多いですから、敷地の状況が許すかぎり平屋で、３ＬＤＫだとどうし

ても横長に敷地を取られますからそれは２階建てで、というふうに考えています。 

今中心街に番町ヒルズを借り上げましたけれども、ここはもうエレベーター付きですから、

そういう形であれば高齢者の方とか障害者にも対応可能だと思います。 

熊野堂という市営住宅があるのですけれども、そこは中心街に近い長根リンクの後ろの方

なのですけれども、そういう中心街に近いところであればまた敷地も限られていて、そうい

う場合は平屋というわけにはいかないので、現在の入居世帯数を確保するにはやっぱり高層

化しなければならないという形で、そういう状況の中で色々判断しております。 

●Ａ委員 

たまたま二つあって中途半端な通路があったりした所がありましたよね、それでこれはや

っぱりプライバシーだと、隣とトラブルになってはいけないとかお話になったのですけれど

も、その感覚でいったら私は全部個別にするのが良いという意味ではないですが、その隣の

音がうるさいとか何とかということでいうと、離して建てそうなものなのに長屋タイプに決

めてやると、それは何か理由があるのかなと思いまして。 

●事業担当課 

一番大きいのは建設コストです。一戸建てで建てるとどうしても基礎が独立して必要です。

長屋だと基礎は兼用だし壁もある程度共有できる、そういうコストですよね。なるべく建設

コストを抑えるという意味ではそういう形でしたいということで、長屋を基本にしています。 

●Ａ委員 

はい、わかりました。 

●職務代理者 

他、何かございますか。もし無ければ質疑の方は終了させていただいて、いよいよ皆さん

でこの事業を評価するということで、評価基準５つの項目について見ていただいたシート、

それから質疑を受けてこの評価基準の一番最後の４ページにあります私どもの委員会として
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の総合評価、継続、計画変更、休止、中止、この４つの中でどれが妥当かというお話を皆さ

んで意見交換させていただければと思います。これは全部お話するというよりも順番に、私

はこれが妥当だと思いますという話を、それに少し補足のお話もあれば付け加えながらお話

いただければと思いますので、恐れ入りますけれどもＡ委員からお話いただけますか。 

●Ａ委員 

評価としては継続で良いと思います。ただやはりできるだけ利用者、それだけ人気があっ

て応募される方が多いということは、一部の方がとても利益を得て他の方は残念賞というこ

とですけれども、やはり公平性が保たれるようにある程度住む年数を決めるとか、より困っ

ている方にその住宅が回るような、そういう運用システムに配慮していただければ継続で良

いのではないかと思っております。 

●Ｂ委員 

私も継続でいいと思います。残りも 10戸足らずで事業年度もあと２年ですし、倍率でいえ

ば入居希望倍率も高いということからいけば継続で良いと思います。 

●Ｃ委員 

継続でよろしいかと思います。先程から何回もご説明を受けていますように希望者も多い

ということでよろしいと思います。 

●Ｄ委員 

はい、継続でお願いします。コメントは先程も質問させていただいていますので十分させ

ていただきました。 

●職務代理者 

それでは皆さんのご意見は継続ということで、この事業は総合評価としては継続というふ

うに判断させていただきます。それで今、お話の背景はあるのですけれども、前にこの附帯

意見を付けるなどというようなことも、事業の中に特にこういうことに注意しながら事業を

進めていただきたいという時には私どもの委員会から申し上げることも可能なのですけれど

も、今申し上げた一つの利用者の公平性、居住年数運用というお話でいきますと、勧告する

ような制度を用意されていらっしゃる。ですからそういう意味でいきますとその運用を適切

に行なうということで対応できることではないのかなと思われる点、それから希望が多いと

いう情報、それはここにもありますから、特に改めて書くことでもないのではないかと思い

ます。そういう意味では特に附帯意見を記載しないということで、単に継続ということを総

合の判断とすることでいかがかと思いますがよろしいでしょうか。 

●全委員 

 異議なし。 

●職務代理者 

本日の審議案件については、以上で終わりとなります。これで本日の委員会を終了といた

します。ご協力ありがとうございました。 


