
 

平成 21 年度 第 1 回 米子市公共事業評価委員会 会議録（概要） 

 

１ 日 時 平成 22 年 2 月 4 日（木）午後 2 時 30 分から 

 

２ 場 所 米子市役所 5 階第 2 会議室 

 

３ 出席者 委員（五十音順：委員長◎） 

◎伊木委員、大西委員、千原委員、山﨑委員 

米子市  

成谷建設部長（中途退席）、小西建築住宅課長、湯澤建築住宅課公共建築係長 

事務局 

皆尾企画部長、湯浅総合政策課長、岡企画員、池口企画員 

 

４ 傍聴者 １人 

 

５ 会議概要 

 

（１） 開会 

（２） 企画部長挨拶 

（３） 出席者紹介 

（４） 議事（米子市公共事業評価委員会要綱第 5 条第 1 項により、伊木委員長が議長） 

〇出席状況報告 

委員５名中４名の出席があり、会議が成立  

〇議事録署名委員の選出 

千原委員、山﨑委員 

〇会議の公開・非公開について 

      「米子市審議会等会議公開指針」により公開 

〇概要説明 

審議案件、資料等について、事務局から概要説明 

 

【市営五千石住宅建替事業の事前評価について】 

建設部建築住宅課 湯澤公共建築係長による資料説明 

  市営五千石住宅は、昭和 41 年から 43 年までに建設された簡易耐火構造平屋建住宅 48 戸

及び簡易耐火構造二階建 85 戸の住宅団地であるが、平屋建住宅は公営住宅法上の耐用年数

30 年を既に経過しており、二階建住宅も平成 25 年には全て耐用年数 45 年に達する状況で、

老朽化が著しい状態にある。居住水準・安全性・経済性の観点から、大規模改修は適当では

ないと判断されるため、入居者の居住水準の向上を図るとともに、バリアフリー化、駐車場

及び共有スペースの確保などによって、世代やハンディキャップを越え、住民が共生できる



良好な住環境を整備する事を目的に、公営住宅建替事業を活用し建替事業を実施する。 

建替計画   棟数： 9 棟  戸数：136 戸 

計画期間   平成 21 年度～26 年度（工事着工は平成 22 年度） 

建物構造   中層耐火構造三階建住宅  

住戸専用面積 47.38 ㎡～78.16 ㎡   

住戸タイプ  1LDK～3LDK 

全体事業費  約 2,600,000 千円  
 

伊木議長 

ありがとうございました。今、「市営五千石住宅建築建替事業」の事業内容および資料等に

ついてご説明いただきましたが、これから現地のことを含めまして、新規事業について何かご

質問、ご意見がありましたらお願いします。 

そうしましたら、大西委員からお願いします。 

大西委員 

先ほど現地を見せていただきまして、（市営住宅の老朽化が著しく）周囲と全然違う感じが

しました。 

今ご説明していただいたところで質問したいのですが、公営住宅法上の耐用年数というのは、

一般の耐用年数と同じと考えてよろしいのでしょうか。これがまず 1 点。 

それから、「ストック計画（公営住宅ストック総合計画）」は、どんなメンバーで作成された

のでしょうか。 

それと、鳥取・倉吉など他の市と同じような基準になっているのでしょうか、それとも米子

市独自の基準なんでしょうか。 

今お聞きしましても、建替えということで検討されてきて、たぶんこの表に沿っての建替えと

いうことで、「（建替え）ありき」のような感じがしたのですが、五千石住宅を建替えるにあたって、

他の選択肢の検討はされたのでしょうか。 

小西課長 

耐用年数は、公営住宅法によって定められた耐用年数でして、（五千石住宅は）ブロック構

造ですが、RC(鉄筋コンクリート）の場合、耐用年数は 60 年から 70 年といわれており、公営

住宅も 70 年ですので、そういう意味では一般と比べてもそんなに違いはないと思います。 

「ストック計画」は市独自のものですが、筋立てといいますか、基準になるところは全国共

通で、データの部分はそれぞれの地域のものを使用して作成するという考え方です。基本的な

ものは国交省から出たものを参考にしていますので、やり方等はどこもほぼ同じです。 

作成する際に、特に委員会というものを設けてはいません。米子市の場合、この「ストック

計画」は、全国的にみれば若干後の方で作成したのですが、それ以前に作成したところのノウ

ハウを持っている民間業者へ委託して作成したものです。 

大西委員 

委託して作成ということですが、さまざまな方のご意見を聞いてということですか。 

小西課長 

全体的にはどうかわかりませんが、入居者の皆様にアンケートをとったりはしています。 

 



大西委員 

じゃあ、あくまでも全国だいたい同じ基準ということで、後は委託して素案を示されてと

いうことでしょうか。 

小西課長 

それに市の方針なども盛り込みながら作り上げています。 

大西委員 

3 点目のところを詳しくお聞きしたい。 

小西課長 

耐用年数が過ぎているということもありまして、それから、構造的にコンクリートブロック

構造ということで、（昭和）56 年度に新耐震基準に変わっており、今の構造基準でいきますと

基準に外れる建物ということになります。このため、今の建物を利用した大規模な修繕、改

修等については考えていません。 

大西委員 

耐用年数が経過しているので基準に沿って建替えということだったのではないかと思うんで

すが、財政状況が厳しい中、市の方針として民間活力を活用するようなこともここ（「ストッ

ク計画」）に示されていますので、例えば民間住宅を借り上げる方法など他の選択肢はお考え

にならなかったのでしょうか。 

小西課長 

五千石住宅ということで想定したわけではありませんが、仮想で、今言われたような借上げ

という方法と建替えした場合とを比較検討して試算したことがあります。 

それによりますと、借上げというのは 20 年間ということになるのですが、20 年間に限って

言えば、確かに経費的に安くなるということは明らかでした。が、RC の建物ということであ

れば(耐用年数が）60 年から 70 年ということで、例えば 60 年、20 年借りて、また次 20 年借

りて、また 20 年借りると、長期的に見れば逆に経費的には高くなる可能性があるということ

も出てきました。そういう意味で採用はしませんでした。 

大西委員 

資料を見ますと県営住宅の比率が、米子市は他市に比べてかなり低いのですが、これについ

ては、県に対して働きかけをされたのでしょうか、それとも何か理由があるんでしょうか。 

小西課長 

何で低いかというとちょっと…。やっぱり東部の方かなという気はするのですが…。 

大西委員 

資料 3 の 46 ページをみると、平均は 51.2％なんですね。米子はぐっと低く、市がすごく頑

張っておられるように見てしまったのですが、なぜ同じような配分になっていないのでしょう

か。県営が米子市管轄のところに入ってくれば、米子市がここまで頑張られなくてもいいのか

もしれないですし…。 

小西課長 

理由はちょっとわからないのですが、現在、県営住宅は基本的に増やさない方針をたてられ

ています。米子市の場合は 12 戸、県から管理委託を受けています。 

それから、境港市は非常に多いですが、鳥取市、倉吉市も委託を受けておられます。その分

について、県営から市営にというような方針も出されていますので、全県なんでしょうけど、



県営住宅としては、あまり増やしていかないという方向性に持っていかれているような気がし

ています。市がなぜ少ないかといわれても正直言ってわからないところです。 

境は全体が少ないので、割合がこうなるのかなと思いますけど、鳥取、倉吉と比べてもそう

なので…。     

大西委員 

ありがとうございました。 

伊木議長 

続きまして、山﨑委員、ご質問ご意見がございますでしょうか。 

山﨑委員 

すべて 3 階なのはなぜでしょうか。住居専用地域なので高さの規制があって 3 階とせざるを

得ないということなのか、それともコストの問題でしょうか。 

もし 3 階以外でも高層が建てられるとすれば、F とか Gとか生活部分が西側を向いている住

戸については、高さで融通が利くのであればその辺は公園化して、南側に近い向きのところ

を高層化するというのは難しいのでしょうか。 

それと、米子市は、公共施設の土地に対しては緑地を3％確保するという基準がありますが、

そのへんの配慮はどういう形でされるのでしょうか。いちおう公園があるみたいなので、そ

こで配慮して、空いたところに緑地っていうのはあまり考えられないということなのでしょ

うか。  

現在住んでおられる方に高齢者が多いという住宅のなかで、障害者対応の 6 戸を除いた高齢

者への配慮というのが、先ほどご説明があったスロープの部分とエレベーター以外に、住戸

の中で何か具体的にあれば教えてほしいです。 

それと、資料の 4 で、地場産業の活性化と木材産業の振興に配慮したいという課題を掲げて

おられるなかで、地場産業への配慮というのがこういう計画の中でどういうふうになされて

いくのでしょうか。 

今回は無理かもしまれませんけれども、法規が変わって木造 3 階でも耐火構造でできるよう

になったので、実験的にでも、いつか木造 3 階の公営住宅をお考えいただいてもいいのでは

ないかと思います。2×4（ツー・バイ・フォー）ですと認定を取って木造耐火でいけるので、

コスト的にも安いというふうにいわれています。ただ難点があるのが、木造 3 階の耐火だと、

階段の有効幅員が 1,200 取れるような計画ができにくいので、その部分は RC になってしまう

のですが、全体としては、今の RC の 3 階よりも坪当たり 10 万位安くできるというデータも

ありますので、機会があれば考えていただくと面白いかなと思います。 

なかなか難しいと思いますが、環境行政ということを言われてるなかで、せっかくの建替えな

のでどこかで配慮があってもいいのではないか、もし配慮されているとしたらどのあたりでし

ょうか。 

伊木議長 

回答の方をお願いしたいと思います。 

湯澤係長 

階数については、まず基本的に、現在非常に建物が建て込んでおり、空きスペースや駐車ス

ペース等がない状況であるため、これらを確保していくという観点で考えています。 

日影などについても検討していただいて、良好な住環境を考えたときに、隣に遺跡公園があ



り、あるいは民間の戸建ての住宅があるなかで、私たちもなるべく、高層のものではなく低層

にしたいなというところはあったのですが、委託先の設計事務所にご検討いただいたところ、

いろいろと配分をしていくのが難しく、周りの住戸の状況を考えるとあまりでこぼこしたよう

なプランというのもいかがなものかなというところがありまして、たまたまこの地域が谷の部

分であって、3階建て程度までであれば隣の民家を見下ろすようなことにはならないし、また、

戸数の確保、つまり交付金を受ける際に、建て替えの条件として現在の住戸の数以上の戸数を

確保する必要があるということで、最終的に 3 階建てとなったと考えています。 

西向きの建物ということですが、我々の立場からすれば、あまりそういった向きの部屋とい

うのは作りたくないのですが、先ほどの戸数確保といったこともありやむを得ないところはあ

るのかなと思います。 

ただ、せっかく山﨑委員からご提案いただきましたので、最終的に基本設計をまとめあげる

までに、そのへんのところを全部はできないですが、ある程度改善可能なところについては、

話はしていきたいと考えております。 

高齢化の対応については、先ほどスロープとエレベーターの話しかしませんでしたが、当然、

歩行する際に手すりなども必要になってきますので、可能な限りという条件付きにはなります

けど、手すりを階段室だけではなく廊下の部分などにも付けていきたいと考えています。 

木材の活用ということですが、木造 3 階建てで耐火構造ができるというお話をいただきまし

た。これについては私どもも承知しておりますが、ここ(五千石)でというと全体的にそういっ

たことをするのが難しいところもあろうかと思います。 

今後、まだほかの団地についても建て替えを予定しているところがありますので、規模の小

さいところについてはそういったことも検討してみる価値があるのかなと考えております。せ

っかくご提案いただきましたので、考慮したいと思います。 

この住宅につきましては、基本的な部分では木造ということではありませんが、内装など木

が使えるところについては、できるだけ使っていきたいと考えています。 

伊木議長 

今の質問に追加で教えていただきたいのですが、木造にした場合に、山﨑委員が言われたよ

うな 2×4（ツー・バイ・フォー）の工法だと耐用年数というのは、RC と比較してどうなので

すか。 

湯澤係長 

木造になりますと、どうしても耐用年数というのは短くなります。 

伊木議長 

その場合、コストはどうなりますか。コストが安くなる分と耐用年数との関係を勘案すると

割安になるのでしょうか。 

湯澤係長 

具体的に試算をしてみておりませんので、はっきりしたことは申し上げられませんが、どう

してもコストが RC よりも安いとはいっても、例えば RC の場合 1 回建てて 6、70 年ですが、木

造の場合は、30 年、35 年となった場合、また建て替えという話ができますので、その分でま

たかなり費用がかかります。そういったことを考えるとトータルではどうなのかなというとこ

ろもあるとは思いますけれども、地場産業の活性化というところも「地域住宅計画」のなかに

謳ってありますので、そういった手法も考えないといけないなとは思っております。 



五千石住宅の前に事業を行いました淀江の白浜住宅について、平屋の建物については木造で

造っております。戸数が 2 戸 1 棟の長屋のタイプのものですけど、住宅団地の規模に応じて、

今後考えていきたいと思います。 

伊木議長 

何か追加でありますか。 

山﨑委員 

環境共生についてお答えいただきたいのと、もうひとつ追加させてください。 

高齢者対応の件ですけども、独居老人がひとりで亡くなるということがままありますが、で

きればこの団地の中で、補助金は出ないのでしょうけど、ライフサポーターとかアドバイザー

を置くとか、どこかの施設と連携して見回りしてもらうとか配慮していただくようなお考えは

ないでしょうか。 

小西課長 

そういう住宅でシルバー住宅というのがあります。県営も市営も同じひとつの団地なのです

が、皆生住宅にあります。 

山﨑委員 

制度に則ったものとは別に、米子市独自のものとしては…。 

小西課長 

ただ、シルバー住宅というのは現実にはなかなか難しいですけれども、先ほど言われたよう

な他の施設との連携というのは、あってしかるべきだと思います。この住宅のなかでシルバー

というのは今のところ考えていないです。 

山﨑委員 

ソフトの面でもかまわないので、是非ともそういうものをご一考いただけるといいかなと思

います。 

湯澤係長 

環境共生ということですが、隣が福市遺跡公園で、周囲が森のような状況であって、荒神さ

んや傾斜地というところもありますので、そういった地形なり周囲の環境なりというものを考

慮に入れながら、できる限りではありますが、外構等について考えていきたいと思います。 

環境共生というとらえ方を、大きいところで見る、小さいところで見るということはあろう

かとは思いますが、ご説明のなかで申し上げたリサイクル原料等をいかに使っていくかなど環

境にやさしい最良の方法を考えながら、事業を進めていきたいと考えています。 

伊木議長 

山崎さんの質問の部分で確認したいのですが、今 3 階建てを予定されているのですが、これ

をもう少し高層階にすることについては、先ほど言われたように、周辺の民間住宅との兼ね合

いというのがいちばん大きいということですか。 

湯澤係長 

はい、これがいちばん大きいと思います。 

伊木議長 

それは、どれくらいの制約要件になるのかっていうのもあるでしょうけど、エレベーターを

付けますといった場合に、高層のものにしたときに、コストが下がるということはあるのです

か。 



湯澤係長 

それはやはり高層にすればですね、今、3 階建を 9 棟ということで考えておりますが、それ

ぞれにエレベーターが付きますので、高層階にしてそれを集約し数を減らすことができれば、

当然エレベーターの関係では減ってきますので、その分のコストを下げるのは可能だとは思い

ますけれども…。 

伊木議長 

民間の住宅との制約要件が非常に大きいので…。 

湯澤係長 

市が造る建物ですので、郊外の方ではどうなのかわかりませんけども、とくに街中でマンシ

ョンなんかですと、周辺住民の方とのトラブルといったものもかなり出たりしてましたし、そ

うしたことを市として未然に防ぐという意味合いからすれば、できるだけ周辺の住環境に合っ

た形で、3 階建くらいで抑えたいということです。 

山﨑委員 

緑地帯の件にお答えいただけますか。 

湯澤係長 

今回、建物を集約して、駐車スペースだけではなくスペースができていますので、その部分

については可能な限り植栽をするつもりです。先ほど環境共生の話もありましたが、あまり多

く作ると管理上の問題もありますので、できるだけ周辺と調和のとれた緑地帯を確保していき

たいと思います。 

山﨑委員 

市は条例作られて、義務にされましたよね。敷地面積に対し 3％以上ということで。 

湯澤係長 

はい、3％ということで。そのなかでは、なんとかやっていきたいと考えます。 

伊木議長 

続きまして千原委員、ご意見等はございませんか。 

千原委員 

現場を見て、住んでいる人たちの姿、つまり、いつ頃から住んでいて、今どんな生活をして、

何人で住んでいるのかといったところが全く見えなかったんです。ずっと長いこと住んでいる

お年寄りのために建替えるのかなって感じを持ちました。 

この場所で非常にいい市営住宅を造られることそれ自体はいいのかもしれませんが、それよ

りも前の問題が引っかかってしまいます。まず、市営住宅を作る目的って何だろうってところ

からもう 1 回やらないと。 

平成 15 年にまとめた（「ストック計画」）なかで、現状とまったく食い違っているというの

が、まずあるんですよね。人口統計が全く生きていないし、アンケートにしても平成 14 年 10

月のものなので、リニューアルしないと。今の視点でどうかというのをひとつ持ってないと、

結局、説明できないことになると僕は思います。 

実は僕は、去年まで行政改革推進委員会のメンバーとして、今、お金がない中で、効果的な

ものは何か、今起きている問題は、中心市街地の活性化は、これからの街づくりはといった課

題について、これから先の時代を見据えてどうあるべきかということを、市の幹部の皆さんと

一緒になって考えてきました。 



だけどこの計画案でいくと、「その場所にそういうものを作る」という感覚なんで、その場

所にある必要性がまず、引っかかってしまう。 

お年寄り、少子高齢化だったら、街の中にあって買い物しやすいところ、車がなくても生活

できるところ、お医者さんがたくさんいるところという 3 つが、たぶんあるでしょう。ここ(五

千石)にそれを求めても…。（入居者の皆さんも）平成 14 年からの 8 年間で 8 歳歳を取ってお

られますので、今のニーズとしては、街の中の医療福祉型のマンションで生活したいっていう

のもあり得るんじゃないかなという気がします 

今造っていくものが 20 年先を見込んだものであったらいいかもしれないけど、さらに高齢

化、少子化、空洞化が進んでいくことを考えると、半分は売却して、半分くらいは街の中に移

していくような持っていき方がいいのではないか、財政が厳しかったら、半分の土地を売った

らどうかなというような感じを、僕は抱いています。 

それと、ひとつ聞きたいことがあります。ここで話をしていくことが、どういう形でどこに

上がって、どう反映されるかっていうことを知りたい。つまり、（行政活動との）整合性がど

うとれていくのか、ここに上がってきたものが、市のビジョンや財政の健全化などいろいろな

視点でのチェックがかかったものなのかということですね。 

伊木議長 

質問がいくつかあったと思います。まず 1 つ目が、平成 15 年当時の計画で、いろいろ時代

の流れが変わっていくなか、現時点で整合が取れているかという話と、中心市街地活性化や行

財政改革など近年のいろいろな計画なり改革などの流れと今回の計画との整合が取れている

か、それから個別の話として、その場所で建替える必要があるのか、あるいは居住者の方、お

年寄りの方などを想定した場合、別の場所に建てるということも含めて。必要に応じて企画部

の方にご意見等を伺いながら、ご回答いただけたらと思います。よろしいでしょうか。 

小西課長 

アンケートは古いと思います。その後、皆さんの意見を聞いたかというと、全体では聞いて

いません。ただし、その当時でも 90％以上の方が、建替えたら同じところに住みたいという

ことでして、建築課として今まで建替えをやってきたなかでも、建替えの際に、もとの住宅に

戻りたいっていう方がほぼ 100％です。1、2 件は別の意見もありますが、やはり住み慣れたと

ころに希望される方は多いです。（五千石でも）すべての方ではないかもしれませんが、非常

に建て替えを望んでおられて、遅れていることに憤っておられる方もありますので建設をすす

めたいと考えています。 

伊木議長 

その他の件については企画部の方からご回答するのが、いいのではないでしょうか。 

湯浅課長 

非常に難しい話なのですけど、実は今日、中心市街地の活性化の関係で山口県防府市の議員

さんの視察がありまして、郊外で市営住宅の建替えが出てきた場合に、中心市街地への誘導と

いうことは考えておられますかという先ほどのご質問にあったような内容のことを聞かれま

した。 

どういうお答えをしたかというと、中心市街地の市営住宅は比較的新しいものが多く、当面、

建替えの必要はない状況ですが、郊外のものは現在も（建替えを）進めており、さきほど、住

み慣れた所に住み続けたいという話がありましたけども、例えば今回は五千石というエリアの



中で、地域コミュニティとか自治会活動といったものがきちんと成り立っているという現状を

みると、やはり、郊外には郊外としての住民の生活というものがあるという観点から、今現在

は、現在地での建替えをやっておりますという答え方しかしておりません。 

ただ、情報が新しい、古いという部分も当然あるんですが、欠けている視点というのがあっ

て、市営住宅というものについて、米子市がどういう方針で、どういう政策をもって今後取り

組んでいくのかということについては、実はあまり深く掘り下げて考えてきたことがございま

せんで、その辺は今後の課題であろうと思っております。今のところ、そこまでのお答しかで

きないのですが…。 

千原委員 

その場所で地縁、血縁が生まれてしまうと、自分が最初に思っていたことと違ってくるなと

いうのを感じるので、小西課長や湯澤係長が言われることは非常によくわかります。だけど、

130 戸あって 50 戸が政策目的で空けてあるということは、今のニーズは 80 戸なんですよ。で

あれば 80 戸分だけをそこに造って、残りの 50 戸分はこれから先のことを考えて、中心地の方

に借上げて作っていくというスタンスをとっていかないといけないと思います。そういった感

覚を持つと、コンパクトシティを考えていく米子のビジョンと整合が取れるじゃないかってい

うのを、僕はずっと思っているんです。 

今あるからだとか、補助金があるからとかというのでは、絶対に次のステップには進んでい

かないので、行財政改革の考え方をひとつひとつの事業のなかに持ちこんで検討していったら

いいじゃないかということなんですね。  

昭和 26 年のもの（公営住宅法）から引っ張ってきても違うと思うんです。今回作るものは、

こういう目的で誰に入ってもらいたいからこの場所に造るんだということを、もう 1 回きちん

と決めておいた方がいいのかなと思うだけで、反対という意味では全くない。逆にいうと、こ

れから先を読んで、意図的なものが入っても、130 世帯が入ってるわけじゃないので、本当の

ニーズを聞いたら、そこで造る必要のある戸数は変わってくるかもしれない。その足がかりを

今回考えてみたら、いかにも米子市のビジョンらしいのにという気持ちがある。 

伊木議長 

わかりました。今のことについてご返答はございますか。 

皆尾部長 

企画部の立場でということになってしまいますが、今の千原委員がおっしゃるのはまさにそ

の通りだと思います。中心市街地の人口誘導の問題とか、トータル的な人口推計、行革の立場、

そこらあたりと整合がとれているかということに対して、私どもとしては、整合が取れてます

ってことはなかなか言いにくいと思います。 

五千石住宅が、計画では 20 年には終わっていないといけないのに延び延びになってきてい

る経過とか、コミュニティの崩壊につながるんじゃないかといったことは確かに、尊重しなき

ゃならないと思います。 

ただ、千原委員がおっしゃったように、80 戸の建設でいいんじゃないか、あと 50 戸は別の

ところに他の方法でという提案があると、企画部としては、事務局の立場、それから総合計画

を管理している立場からいうと、この意見を尊重しますと。最終的にはどういった政策決定が

なされるかわからないけれど、今言われてきた意見は尊重しますという答え方しか、今はでき

ないと思います。それに対して、建設部として千原委員の意見にどう答えていくのかというと



ころで、建設部の考え方をちゃんと述べておかないといけないような気がします。そのあたり

は小西君、もともとの計画どおり 133 戸の改築がいるんだと。そこは建設部からちゃんと述べ

ないと。 

小西課長 

前に申しましたように、そもそもこの団地は平成 11 年に建替えの第一次計画をたてたんで

す。私の記憶なんですけど、平成 8 年ぐらいから政策空家を続けておりまして、いろいろな事

情で延びたために一時期募集をして入居していただいたこともあるのですが、この政策空家で

対応する期間が非常に長くなってしまったから、余計に空いてしまったというのも確かにある

と思います。今までの団地ですと、ここまで政策空家をやってきたことはありませんので、あ

まりよくないケースではないかなと思います。 

確かに、言われるような中心市街地を含めた課題も確かにあります。市で、中心市街地で建

替えるとしても、敷地が狭いなどいろんな問題もありますし、検討をしかけたことも正直あり

ますけど、検討しないといけないな、やっていかなければいけないなとは思っております。 

千原委員 

これがいけないってことでは全くありませんので。 

ただ、この委員会に出された「ストック計画」自体がですね、すでに違っているものが入っ

てるんで、今回出されるときに、今の状況はこう変わってますよ、市の計画を入れたらこうい

うものが考えられますよっていうようなことを出していかないと。 

僕の職場だったら、こんなもの出すなと言いますね。今の時代を生きていて、これだけ経済

が変わって厳しい状況の中で何をしようか考えたときに、これではいけないと、私だったら言

うんです。今の市の動きの中で、これの方がよりベターなものとなりますので、こういうふう

にしたいと思いますっていうのがないと。 

これ（「ストック計画」）をもとにこれを作られた、いや計画が変わりましたから遅れてます

って言ったって、今の時代を読んだものがこのなかに織り込まれないといけないので、この計

画を見たときに「そうかいな」って疑問を持ったということです。だから、これが悪いとは全

く言ってません。僕もこれ（事業自体）はいいと思う。 

小西課長 

確かに「ストック計画」を作った時期も古いですし、見直しもなかなかできてない。それは

確かです。 

千原委員 

今回、委員会に上がっていなかったら僕は何も言わないけど、委員会に上がったものが、こ

の 15 年 3 月の計画に基づいたものであるのなら、今やってることとの整合性はどうなってい

るのかなということだけです。 

それが委員会に出てきているのなら、それに対しては言ってあげないとベターなものになら

ないかなと思って。それに気を付けながらしてくださいというだけの話です。 

小西課長 

わかりました。 

伊木議長 

それではですね、千原委員のご質問ご意見等は以上でありまして、事務局の方に確認なんで

すけど、今日欠席の松原委員からご意見ご質問が出ていますでしょうか。 



事務局 

今日の時点ではまだ来ておりません。 

伊木議長 

わかりました。そうしますと、皆さんひととおりご意見をいただきました。私の意見は皆さ

んがそれぞれの言われたことのなかにあったものですから、逆に皆さんから詳しく質問等して

いただいたので、私の方から重ねて言うことはございません。 

ひととおり終わったところで改めて、ご質問、ご意見等、これは挙手で承りたいと思うんで

すけど、いかがでしょうか。 

千原委員 

建設がですね、どのような形に変わるかは別として、経済界に身を置く立場からは、公共工

事が非常に少なくなって企業が非常に厳しい状況に置かれていますので、ぜひとも、この建替

え工事については計画に基づいていいもものを造られて、着実に実行してもらいたいと私は思

います。 

伊木議長 

他にございますでしょうか。 

そうしますと、ご意見ご質問等も出尽くしたようでございますので、ここで改めて委員会と

して判断をいたしたいと思います。 

事前評価につきましては、事業の目的、必要性、効果などの点から事業の妥当性を検証して

いただきます。ここで実施、あるいは条件付き実施、または再検討といったような方向性を示

す形でまとめて、その他ご発言をいただいたものにつきましては、場合によっては付帯意見と

してまとめたいと思っています。 

ではみなさまのご判断を承りたいと思います。市としては先ほど説明した内容で実施したい

ということのようですが、委員の皆様のご意見はいかがでしょうか。 

実施で OK という方は挙手をしていただけますでしょうか。（大西委員、山﨑委員挙手）そう

しますと条件付き実施は。（千原委員挙手） 

千原委員 

もう 1 回、今の時代にあったものか、米子市のまちづくりの観点から、この計画が規模的に

どうなのか、また一部をどこか中心地につくるという可能性があるので、それについても探っ

てみたい、ということです。 

伊木議長 

再検討という方はないようですので、実施あるいは条件付実施ということでまとめていきた

いと思います。千原さん、ご確認ですが、工事そのものについては特にご意見はありませんか。 

千原委員 

ありません。 

伊木議長 

全体計画との整合性とか、その部分で意見があるということですので、委員会の結論として

実施としたうえで、出された意見をある程度集約しまして、付帯意見としてまとめていくとい

うことでいかがでしょうか。 

千原委員 

結構です。 



大西委員 

ニーズも多様化しておりますし、時代も刻々と変っている、そのなかでそういう計画を作る

ときには、私の体験からも、なかなか逐一作っていくことはできなくて、一定期間に 1 回みた

いな形になるんですけれども、やはりニーズの多様性に対応できるように、すでに（「ストッ

ク計画」のなかの）市の方針にもあるんですけど、やはり、民間の施設を活用して、千原委員

がおっしゃたように、高齢化してきて五千石住宅に住めなくなったので、例えばこういった中

心市街地に身を置くことができる、そういった選択肢はいろいろ広がってくると思いますので、

そういった実情も住宅政策をお考えになるときにしっかり検討していただきたいと思います。 

もうひとつ、個人の持家という点についても、いろいろなところで空家、住んでいらっしゃ

らない家が増えてきていますし、これからもっと増えてくると思いますので、難しいこともあ

ろうかと思いますが、活用していくことを考えていただきたいですね。 

伊木議長 

わかりました。山﨑委員は、何か付帯意見としておっしゃることはありますか。 

山﨑委員 

私は高齢者対応にこだわりがございまして、米子市の対応として、部を超えたソフトもハー

ドも超えた支える体制みたいなもの、公営住宅を造るにあたって、そういったシステム造りを

考えていただけたらなと思います。 

伊木議長 

皆さんの意見が出揃ったようですのでまとめますと、ひとつは全体計画との整合性をいかに

つけていくのかという点と、民間の空き家の増加等に応じて、そういったものをどういった形

で計画のなかに取り込んでいくかその視点を入れるということと、高齢化社会に向けて、すで

に始まっているかもしれませんけれども、高齢者に対する対応をいかに充実していくのかとい

う、この 3 点を事務局の方と相談して文章をまとめて付帯意見としたいというふうに考えてお

ります。 

千原委員 

私どもは、130 に対する 50 のことを言ってますので、一部についていけないと言ったら、

今回はそれの対応をしないとだめなのかという捉え方をされると困ります。今回はこれでいく

んだけど、次の建替えについては、そういうものを踏まえ、「ストック計画」を今の時点に合

ったものにしながら考えていくということも 1 つの課題であるということを含めてというこ

とですね…。 

伊木議長 

そうですね。今、133 戸のうち 50 戸が空いているという現状ですが、ご説明のとおり、133

戸を維持しないと補助金が出ないという資金的な部分で、全然違う計画になるということもあ

りますので、この部分については千原さんが言われたように、今後全体計画の中で、公営住宅

の中心地への誘導をどういうふうに整合を図っていくのかというなかで織り込んでいただく

ように話をしたいと思います。 

  そうしますと、意見につきましては実施ということでまとめさせていただきます。先ほど申

し上げたような付帯意見、これについては事務局と相談してまとめたいと思いますけれども、

付帯意見を付けて意見具申したいと思います。 

以上で本日の審議は終了したいと思います。本日の議事内容については事務局でとりまとめ、



議事録署名委員にご確認いただいたうえで、各委員へ通知をお願いします。 

審議の結果につきましては、次回２月 10 日の公共事業評価委員会が終了した時点で、再評

価の結果と併せて市長に具申することといたします。 

以上で今日の審議は終わりですけれども、せっかくの機会ですので、委員の皆さま、改めて

ご意見、ご発言がございますか。 

大西委員 

こういう計画ができたからこれに沿って結論を出していくみたいなことになっていくとい

うことはどこもあるんですけれども、もう少し柔軟な対応というか、ずいぶん古い資料に基づ

いて目的を決めてしまうということではなくできたらなと思います。 

確かに難しい部分はあるんですよね。ただ、今のニーズとやっぱりちょっとずれたり…。民

間の方が、動きが速いと言われるのはそういうことだと思います。 

千原委員 

去年、うちの両親がけがをして入院したりしたことがあったのですが、そういったなかでこ

れからは、お互いの病院がそこにあるとか連絡が取れるとかね、そういうのを作っていかない

と。実際、お店が近くにないと歩いていけないので、僕が車で送る。そうすると、病院があっ

た方がいいし、お互いが連絡を取れるようにした方がいいし、買い物がやっぱりできるように。 

今は、バスを利用するようなことをしない時代であるし、たぶん、高齢化していったら余計

そうなるで、本人にとってはいい団地だなということになるけど、そこにぽつんとあっても何

の意味もない。 

そこらへんを知りすぎているとわからなくなっていくので、もう少し大きな見方で見るとい

うことを、常に視点のなかに入れ込むのがいいのかな。計画としては、僕はプロでないからわ

からないけれど、いいものができるんだと思います。 

山﨑委員 

こういう基本設計を発注していただくときに、ちょっと予算と時間を取っていただいて、発

注する対象にワークショップを入れて、意見、アイデアを吸収するという方針を検討していた

だくといいかなと思います。ただ、難しいことは重々承知しています。経験もありますし、聞

いたからといってきれいにまとまるかといえばそういうわけでもないし、でも、無駄ではない

と思うので、もし機会があったらそういうことも一度お考えいただきたい。 

千原委員 

私もそう思います。出来上がったものが評価委員会のなかに出てきてしまうと、いい悪いが

なかなか言いにくくなってしまう。そうすると認めてしまう形になるけど、ここまで積み上げ

て、お金もかけて計画されたものをぽんと出して、だめだよねって言われたら全部崩れてしま

う。それではまずいので、この計画をどうしようというときには、市だけではなくて、今言わ

れたワークショップのような形のなかで、例えばそのなかに僕がいたりすると「中心市街地で、

高齢者向けのマンションが建つんですよ。」というような話をして、それ織り込んでいくこと

もできる。 

これからいろんなことをやるときには、縦横の整合性を取りながらいかないと、無駄な金を

使って、時代に合わないものを作ってしまう。ほんとにこれであっているんだろうかと常に考

えていかないといけない。我がことならいいけど、全体から見たときにどうかなということが

視点として必要だと思います。 



伊木議長 

以上で終わりたいと思います。これで議長の役を降りたいと思います。スムーズな議事進行

にご協力をいただきありがとうございました。 

 

（５） 総合政策課長挨拶 

（６） 閉会 

 


