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平成３０年度 第３回 北見市住宅マスタープラン策定委員会 会議録

◎日 時
◎場 所
◎出席者

平成３０年１２月４日（火） 午後１４時００分～午後１４時４０分
北見市大通東６丁目３番地 第１・第２農業委員会会議室
審議会：石澤委員、越膳委員、河合委員、柴田委員、高橋(真)委員、橘委員、
辻委員、照井委員、小林委員、平野委員
（欠席者：一條委員、清野委員、高橋(清)委員、武澤委員、近江委員）
事務局：因都市建設部長、小原都市建設部次長、関山建築課長、今泉総務課長、
佐々木公営住宅建設係長、山口公営住宅管理係長、横山機械設備係長、
高倉電気設備係長、鴫原係員、笹原係員
傍聴者：０人

（事務局）
定刻になりましたので、ただいまより、平成３０
年度 第３回北見市住宅マスタープラン策定委員会
を開催いたします。
委員のみなさまにおかれましては、師走に入り大
変お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがと
うございます。
早速ではございますが、本日の議案審議に入らせ
ていただきます。北見市住宅マスタープラン設置要
綱第６条第２項の規定により、委員長が議長となり
議事を進めていただきますので、辻委員長よろしく
お願いいたします。

か。
それでは、「北見市の住宅施策の方針と展開方向に
ついて」
、ご説明させていただきます。
は じめ に、 資料 １「 今後 のス ケジ ュー ルに つい
て」をご覧下さい。
今後のスケジュールについてですが、策定手順と
いたしましては、フロー図のうち、楕円で網かけを
しております住宅事情の現状分析、課題整理や住宅
施策の方針、展開方向など、大きく３段階に分けて
進めております。本日は、このうち、太枠で示して
おります住宅施策の方針・展開方向につきまして、
ご説明をさせていただくものでございます。
次に資料２「第２回北見市住宅マスタープラン策
定委員会の対応」をご覧下さい。前回の策定委員会
で、委員の皆様からいただいたご意見と対応をまと
めたものでございます。
１．「住宅マスタープランに反映する意見」では、
皆様のご意見と後ほどご説明する住宅施策の展開方
向と実施方策との関係についてまとめています。
２．その他の対応といたしまして、記載のとおり
でございます。アンケートの結果報告書につきまし
ては、 ただいま精査中で ございま すので、でき次
第、送付させていただきます。
次に、別冊資料１ についてご説明させていただ
きます。２枚目の目次をご覧下さい。
今回の報告としましては、第５章と第６章の２項
目となります。まず初めに、１頁をご覧下さい。
「第５ 章 住宅施策の理 念と目標 」 につきまして
は、住宅マスタープランの基本理念と、基本目標、
公営住宅等の目標量について、まとめております。
「５．１基本理念」につきましては、現在、策定
中の第２期北見市総合計画の将来像である「ひと・
まち・自然きらめく オホーツク中核都市」と新総
合計画の目標の一つである「自然と調和する安全な
住みよいまちづくり」に関連させ、『人とまちがきら
めき、自然と調和する安全な住まいづくり』とし、
サブテーマを分野別施策である「快適な生活空間の
充実」と関連させ、『オホーツク中核都市にふさわし
い快適な生活空間の実現』を案として記載させてい
ただきました。
次 に、 ２頁 の「 ５． ２基 本目 標」 につ きま して
は、前 回、ご説明しまし た１４の 住宅施策の課題
と、基 本理念を踏まえ、 現計画 の ４つの目標に対
し、現目標である「環境循環型社会の実現に向けた

（辻委員長）
みなさん、こんにちは。師走に入りまして、みな
さんお忙しい中集まっていただき誠にありがとうご
ざいます。先日、一部報道で北見の中心市街地の住
宅事情の現状や未来像について記事が出ていました
けども、今回平成３０年度の第３回住宅マスタープ
ラン策定委員会を開催させていただいてご意見を頂
きたいと思います。議事に入る前に、出席状況につ
いて事務局からお願いします。
（事務局）
出席委員数の報告でございますが、本日の委員会
は１５名中１０名の出席でございます。なお、一條
委員、清野委員、髙橋（清）委員、武澤委員、近江
委員は都合により欠席との連絡を受けておりますの
で、ご報告申し上げます。
（辻委員長）
それでは、早速議題に入ります。
これから事務局より議案第１号「北見市の住宅施
策の方針と展開方向」について、ご説明いただきま
す。
（事務局）
それでは、はじめに私の方からまず資料の確認を
させていただきます。本日配布している資料につき
ましては、会議次第、別冊資料１「北見市の住宅施
策の方針と展開について」、本日お配りしました資料
１「今後のスケジュールについて」と、資料２「第
２回北見市住宅マスタープラン策定委員会の対応」
です。みなさま資料の不足はございませんでしょう
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住まいづくり」については新目標２に統合し、３つ
の基本目標を掲げております。
１つ目としましては、市民福祉の視点から「誰も
が安心して暮らせる住まいづくり」です。
少子高齢化に対応し、市民の誰もが住み慣れた住宅
や地域で、安心して暮らすことができる、人にやさ
しい住宅・住環境づくりや、公営住宅の供給を中心
としながら、住宅セーフティネットの形成に努める
こととしております。
２ つ目 とし まし ては 、住 宅ス トッ クの 視点 から
「安全で良質な住宅ストックの形成と活用」です。
良質な住宅ストックを確保するため、性能の高い住
宅づくりや、既設住宅の適正な維持管理、リフォー
ムなど、長期に渡り活用される環境づくりと、地震
に強い住宅・住環境づくりをめざすこととしており
ます。
３つ目としましては、地域の視点から「地域の特
性を活かした住まいづくり」です。新総合計画にお
ける「多核連携型のコンパクトなまちづくり」を展
開するため、地域拠点の形成を担う快適で利便性の
高い魅力ある住宅・住環境づくりと、市民が住宅を
確保しやすい環境づくりをめざすこととしておりま
す。
４頁には、住宅施策の課題と基本理念、そして基
本目標の関係を一覧にしております。
次に、５頁の「５．３公営住宅等の目標」につき
ましては、計画期間における１０年後の２０２８年
の公営住宅の目標量を設定しております。設定方法
については、６頁 図５-１「公営住宅等の目標量の
設定」のフロー図をご覧下さい。
１０年後の２０２８年における北見市の将来人口
１０７，６１０人を基に国土交通省が作成した「ス
トック推計プログラム」に当てはめると、北見市の
将来の一般世帯数は５２，１８４世帯と推計されま
す。５２，１８４世帯のうち、公的借家に住む世帯
数は国勢調査の結果の推移から４，１６０世帯と設
定されます。２０２８年の公営住宅の目標量は４，
１６０世帯に空き家戸数を加算し、４，５００戸と
設定され、現在の管理戸数である５，０５４戸から
５５４戸程度の減少となります。また、この目標量
は、国土交通省が作成する「ストック推計プログラ
ム」により算出された「著しい困窮年収未満の世帯
数」を上回り、「公営住宅の施策対象世帯数」の範囲
に収まっていることから適正と考えられます。
現在の総合計画、長寿命化計画による２０２８年
の管理戸数は４，４４４戸となり、その差約５０戸
は新規整備が必要な戸数となります。目標量の設定
について、詳細な算出方法は資料１～６ページに記
載してございます。
次に、７頁の「第６章 住宅施策の展開方向及び
実施方策」につきましては、３つの基本目標を達成
するための７つの「住宅施策の展開方向」と１７の
「実施方策」を一覧にしております。このうち、８
つの実施方策を「重点施策」と位置づけ、基本目標
達成に向け、計画期間中に特に重点的に行う施策と
しております。今回の見直しにあたり、前回の策定
委員会で委員の皆様からご意見いただきました空き
家対策について新しい施策として、「重点施策４」
に位置づけております。

８頁からは、「６．２各展開方向の実施方策」とし
まして、その「考え方」について、まとめておりま
す。なお、今回の実施方策につきましては、展開方
向を具体的に進めていくための項目をあげ、その考
え方を 記載しております が、次回 の策定委員会で
は、具体的な実施メニューや､参考事例などを交え
て、具体的に、分かりやすいものにしてまいりたい
と考えております。また、成果指標についても、次
回設定予定でございます。
８～1０頁の「基本目標１ 誰もが安心して暮らせ
る住まいづくり」には、４つの展開方向をあげてお
ります。
（１）「子育てを支援する住宅・住環境の整備」に
つきましては、枠の中に記載してありますとおり、
未来を支える子供達が健全に育つよう、子育てに適
した住宅の確保や、安全な公共空間の整備など、子
育て支援施策と連携し、子育てしやすい住宅・住環
境づくりに努めることとしております。
次に、９頁の（２）「高齢者及び障がいのある人等
の自立を支援する住宅・住環境の整備」につきまし
ては、高齢者や障がいのある人などが住み慣れた住
宅や地 域で、自立して暮 らし続け られるよう、住
宅・住環境のバリアフリー化や、ユニバーサルデザ
イン化に努めるとともに、福祉施策と連携し、高齢
者や障がいのある人などが安心して住み続けられる
環境づくりに努めることとしております。
次に、１０頁の（３）「住宅セーフティネットとし
ての住宅の供給」につきましては、これまで住宅セ
ーフティネットの中核を担ってきた公営住宅の供給
に加え、今後は、民間事業者等との連携のもと、多
様化するニーズに対応した住宅セーフネットの形成
に努めることとしております。
次に、（４）「空き家対 策の促進 」 につきまして
は、今後増加が予想される空き家に対して、「北見市
空家等対策計画」と連携して空き家対策を推進する
こととしております。
次に、１１頁の「基本目標２ 安全で良質なスト
ックの形成と活用」につきましては、今後、建設さ
れる住宅が、将来にわたり良質な住宅ストックとし
て維持 活用される よう、 質の高い 住宅づくりの奨
励、地域の住宅産業の技術向上支援、及び耐震化の
促進に努めることとしております。
最後に１２～１３頁の「基本目標３ 地域の特性
を活かした住まいづくり」には、２つの展開方向を
あげております。（６）「地域の住宅産業の振興」に
つきましては、地域材の利用の推進や建築技術者の
技術力向上の支援等を行い、地域の経済や雇用を支
える重要の役割を担う住宅産業の振興を図ることと
しております。
次に、１３頁の（７）「魅力ある持続可能な地域・
住環境の形成」につきましては、持ち家取得の支援
やニーズに合わせた住宅の確保、ＵＪＩターン等の
促進など、多様なニーズに対応した住環境づくりに
努めるとともに、既成市街地や農山村地域・漁村地
域において、住み慣れた地域に住み続けられるよう
住環境の向上に努め定住を促進することとしており
ます。
以上で、説明を終わらせていただきます。
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（辻委員長）
ありがとうございました。事務局から説明があり
ましたけれども、第５章、第６章がポイントになる
かと思いますが、皆さんの方からご質問、ご意見が
ございましたらお願いします。

（辻委員長）
ほとんど借上げ住宅ですか。
（事務局）
昔ですと、敷地に校長先生、教頭先生の住宅があ
ったのですが、古くなった住宅については更新でき
ない状況となっておりますので、近隣の住宅を借上
げて住んでいると聞いております。

（橘委員）
２点伺いたいのですが、公営住宅の関係でご説明
受けましたけども、将来的には４，５００戸という
想定の戸数になっていますが、現在の公営住宅の戸
数に合わせて、今の常呂自治区の空き家の戸数が非
常に多いんですけど、理由はすぐ入居されないせい
なのか、それとも出た後の整理環境の予算が無いの
かが１点目です。
もう１点は、この会議に直接関係あるのかわかり
ませんが、廃校になった後の教員住宅の関係で、空
き家が多いのですが、今回の計画には、教員住宅の
空き家も含んだ計画ですか。

（辻委員長）
常呂の入居率は低いことが分かりましたが、他の
自治区の入居率はどんな感じですか。
（事務局）
北見自治区ですと、全体で４，０４１戸ありまし
て入居している戸数は約３，４００戸となっており
ます。端野自治区については、２８９戸ありまして
その内入居している戸数が２１７戸となっておりま
す。それから、留辺蘂自治区につきましては、４０
０戸ありまして、入居している戸数は、２８３戸と
なっておりまして、留辺蘂自治区についても、かな
り老朽化が進んでいる住宅がかなり多いということ
もございまして、実際に住宅に入れるところが少な
いという要因もございまして、入居戸数は少なくな
っております。

（事務局）
公営住宅の戸数の関係について、先ほど資料の説
明でもありましたとおり全体として市の管理してい
る戸数が５，０５４戸ありまして、８月現在で入居
している戸数に関しましては、４，０７９戸となっ
ています。常呂自治区のお話しが出てきましたけど
も、こちらにつきましては、管理戸数が現在３２４
戸ありまして、その内１７４戸入居しておりまして
先ほどのお話しのとおり今空き家が非常に多い状況
になっております。
要因について、この戸数の中には、今年度解体し
ました弁天団地や東浜団地こちらの方も既に空き家
になっております。こちらの両団地については、新
しく市街地に末広団地ということで建替えの場所を
移して入居者はそちらに移っている状況です。次の
建替え予定団地は北進町団地でして、そちらについ
ては、 建替えに備えまし て空き家 を作っ ていまし
て、１つは政策的に建替事業に入る前に入居制限を
している部分と老朽化している建物も多いこともあ
りまして、なかなかそこの入居が増えないというこ
ともございます。また、新築についても、一部移転
建替で末広団地を建設しましたけども、若干の空き
があるということもあります。募集していますが、
実際入居できる世帯がなかなかいないというのが現
状と常呂自治区から聞いています。
それから、２点目の教員住宅の関係につきまして
は、我々の方でもどれだけの棟数、戸数があるのか
把握できていない状況でありますけども、一定程度
古いものについては、除却する方向で教育委員会が
年次計画を立てながら、そのような方向で考えてい
ると聞いています。また、再利用できる教員住宅は
少ないと聞いていますし、利活用の方針も難しい状
況だと聞いております。

（辻委員長）
その他ございますか。
（越膳委員）
今年７月に調査した、住宅の住み替えに関する市
民アンケートの結果は、１１月１４日の北海道新聞
に載っていましたが、５年前の調査では、「現在暮ら
している自治区内での住み替え希望」が最も多かっ
たですが、今回の調査では「北見自治区への住み替
え希望」が４割を超えたとのことです。
住替え希望の理由は、｢広い住宅への移住｣｢除雪の
負担軽減｣｢老後の生活の安心｣が多かったようです。
住替えを希望する地域では、｢北見自治区の中心街ま
たは、その近く｣が最も多く除雪の負担軽減は、中高
層のアパートや公営住宅は確かに除雪が楽になりま
すし、老後の生活の安心という点では、中心市街地
に病院がたくさんあることと、ちょっと外れれば老
健施設が多数存在して、選択肢が多いところが大き
な理由かと思います。
この結果を踏まえて、市ではまちなか移住を推進
すると判断したようですが、はたして中心市街地に
公営住宅や民間賃貸住宅を建設する土地を確保でき
るのか、大変疑問に思っております。
中央通りを挟んで、国道の北側には小さな土地、
建物が数多くあって、地権者の同意を得るのは非常
に困難だろうと想像されるからです。広いスペース
が確保できる場所はコンテナヤードだけではないで
しょうか。
中心市街地での居住の将来展望を考えるとき、市
としては今の段階では絶対に発信できないことでし
ょうが、ＪＲ石北線の廃止後の跡地利用を考えてお
く必要があると思います。
乗客の大幅な減少による慢性的な赤字路線である

（辻委員長）
今現在、教員住宅を新築しているところはありま
すか。
（事務局）
新築の教員住宅はほとんど行っておりません。

3

第 3 回 北見市住宅マスタープラン策定委員会（Ｈ30.12.4 ）会議録

ことよりも、２ヶ所のトンネルがそろそろ寿命を迎
える時期にあることの方が重大です。少し調べまし
たら、石北トンネルは開通後８６年、常紋トンネル
に至っては１０４年が経過しており、いつ通行不能
になってもおかしくない状況だそうです。この２ヶ
所のトンネルをつくり直す資金的余裕は、ＪＲ北海
道にはたぶん無いと思います。石北線が廃止になっ
た後は、住宅地として利活用が可能になることを念
頭に入れて、中心市街地での住宅地開発をどのよう
に進めるか考慮しておくべきかと思います。以上で
す。

（辻委員長）
中心市街地においては、今後も民間活用して借上
住宅が主体になっていくということで、やはり民間
の方の土地の名義が複雑で、１００坪無いところに
いろいろな人が固まっている土地を取得して、それ
を利用するというのはなかなか大変で、せいぜい駐
車場にするくらいでして、まちなかを見たら駐車場
のスペースが広くこれをどこか１ヵ所にまとめるこ
とができたら、相当の建物や利便性の高い建物が建
つのではないかと言われているけど、とりあえず民
間活用で市が借上げるという方向で公営住宅はいく
ということ。あとは、民間がマンションなど建てて
それで行うしかないですけども、費用対効果を考え
てまちなかにマンションを建てていいのか、入る人
はいるかもしれませんが。
話しは少し余談になりますけど、富山県富山市あ
たりは中心市街地の空いてる駐車場にマンションを
建てたら、市から相当の補助が出る。つまり入る人
に敷金も市で払って入居費の何ヶ月間分は助ける。
つまり、そういう人がいれば民間の人が建てる。
建てたら何がいいかといいましたら、駐車場として
貰う固定資産税よりも建物を建てた時の固定資産税
がすごく多いということで市の財政も潤うという計
算のもとで活性化していくのもある。
中心市街地は今後そういうやり方も私の考え方と
してはある気がします。
他ございますか。

（辻委員長）
一極集中の利便性の高いところに集中しやすいと
いうことが如実に現れているのではないかと思いま
す。
それに対して、公営住宅を中心市街地に建てる、
あるいは、借上げ住宅など今までやってきています
ので、今後は中心市街地にできるだけ多くの公営住
宅を建てるという方向に変わりないということです
か。
（事務局）
まちなか居住の話ですけども、現計画におきまし
てもまちなか居住の推進ということで、住宅政策で
述べさせていただいております。それ以前には、ご
承知かと思いますが、まちの中に３棟１４２戸の借
上市営住宅を実施して参りました。
ま ちな かの 借上 げる とい うの は、 本来 であ れば
我々事業主体の北見市が直接土地を所有して建てる
というのが今までのやり方ではありましたけど、ま
ちの中にはなかなか市の用地がなかなか無いという
ことと、新たに土地を買うとなると土地の取得費用
も掛かってくるため初期投資にかなりの費用が掛か
ってくるということもございまして、まちの中につ
いてはできるだけ民間さんが所有されている土地を
うまく利活用させていただいた中で、例えば、１階
に店舗など様々なものと複合させて上に住宅を建て
ていただくという手法で今まで行ってきました。そ
ちらについては、ある程度今後についても今回の政
策の方でも挙げさせていただいておりますけども、
まちなか居住の推進ということで引続いて中心市街
地の活性化でまちなかの未利用地の活用、駐車場、
空き家等を民間さんの力も借りながら、うまく流動
していけたらなと思いまして、今後もまちなか居住
の推進 を引続き実施して 参りたい と考えておりま
す。

（照井委員）
中身を見させていただきまして、あくまでもマス
ター計画だから、総合的な書き方をしたと思います
が、先ほど説明の中で細かい部分、いろんな計画に
ついては、今後出てくるという話しですけども、こ
の計画は基本的に１０年先を見越した計画というこ
とでいいでしょうか。
（事務局）
計画期間が２０１８年から２０２８年を見据えて
計画となっております。
（照井委員）
これから個別計画で細かいことが出てくると思い
ますが、それは年次になるのか又は単年度ごとにな
るのか、それとも１０年まとめて出すのかお聞きし
たいです。
（事務局）
今後 は今回の実施方策 を出させ ていただきまし
て、その先に今後の取組みについてどんな取組みを
行っていくのかを次の議案に記載させていただきま
すが、こちらについてですが、例えばそれぞれ子育
て分野ですと、子育て分野で持っている計画もござ
いまし て、その計画とあ る程度合 せ わながら、ま
た、福祉、高齢者関係ですと地域福祉計画などそれ
ぞれの年次が少し違いますが、本計画の要素を入れ
ながら、計画期間と一部重なったり、他の計画も途
中で計画の更新や見直しを行っていきますので、あ
る程度連携を保ちながら進めていきたいと思ってお
ります。

（事務局）
補足ですが、ＪＲのお話しが出ましたが北見市と
しては、ＪＲを存続させるという立場ですのでコメ
ントは差控えさせていただきたいですけども、同様
に旧ふるさと銀河線の跡地ということであれば、現
在住宅地を含めた中での利活用ということで市が中
心になって計画を立てております。
結果的に廃線になったときには、ＪＲさんとかと
協力していきながら利活用を検討していかなければ
ならないと考えております。
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また、国もしくは、道の取組みについてもこちら
の方で動向をある程度見極めながら適宜計画を行っ
ていきたいと考えています。
（辻委員長）
北見市の新総合計画は１０年後先を見据えた計画
をたてるとけど、５年毎に見直しをするという方向
ですけども、それでなければ１０年先をそのまま目
標にすると相当のズレが生じる可能性があるので、
５年くらいを目標で基本的に直す。当然２、３年で
見直しをかけないとならない状況になるかもしれま
せんが、随時今の計画と合わないとなったら、直し
ていただきたいと思います。
（辻委員長）
他に質問がなければ、本日の議案審議を終了させ
ていただきます。
次第の３その他ですが、事務局より補足説明があ
ります。よろしくお願いしします。
（事務局）
それでは、次回の開催についきまして、説明させ
ていただきます。次回の開催は来年１月の予定でご
ざいます。大変お忙しい時期とはなりますが、みな
さまのご出席をよろしくお願いします。私の方から
は以上となります。
（事務局）
以上をもちまして、平成３０年度第３回北見市住
宅マスタープラン策定委員会を閉会といたします。
本日はご多忙のところ本委員会にご出席いただき
ましてありがとうございました。
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