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１ 開会 

 

２ 議事 

 

（１）委員長及び副委員長の選出について 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

北海道政策評価委員会規則第３条第４項において、委員長と副委員長は互選により選出するこ

とと定められている。 

 推薦される方がいたら、ご発言をお願いする。 

 

【各委員】 

 （発言なし） 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 差し支えなければ事務局からの提案で構わないか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

委員長には、改選前に委員長を務めていた内田委員にご就任いただくのが良いと思うが、いか

がか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 それでは、委員長には内田委員を選任する。 

 次に、副委員長は内田委員長からご指名していただくことで構わないか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 
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【事務局（総合政策部計画推進課）】 

それでは、内田委員長から副委員長のご指名をお願いする。 

 

【内田委員長】 

前期にも公共事業評価委員だった、渡部委員を副委員長に指名する。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

内田委員長から副委員長に渡部委員を指名していただいたが、いかがか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 それでは、副委員長には渡部委員を選任する。 

 

 

（２）公共事業事前評価 継続審議地区の審議について［３地区］ 

 

「08-05 道営住宅建設 （仮）啓南地区」 

「08-06 道営住宅建設 啓北地区」 

「08-07 道営住宅建設 （仮）日新町地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【内田委員長】（継続審議の理由） 

 私の方から継続審議と判断した理由等について説明する。 

前回の公共事業評価専門委員会からのポイントだが、ＰＦＩ等の民間の力を取り入れた整備方

法もあり得るのではないかということで、費用の面に特に焦点が当たっていたところ。 

建設費用が分かりづらいことから、私が整理した資料（非公表）でいくつかのポイントをお示

ししたい。初めに、標準建設費という概念があり、これに基づいて国から助成されるわけだが、

直接建設や買取りの場合は全体工事費のおおむね 45％が助成され、借り上げの場合は共用部分の

工事費の２／３のおおむね 45％が助成される。ただし限度額があって、標準建設費（主体附帯工

事、特定工事費及び共同施設工事費の合計額）が助成の上限値となっている。 

また、標準建設費というのは、毎年 1,000 のモデル事例の工事費を基に算出された標準的な工
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事費として国土交通省が定めている。これは、平成 31 年から令和２年にかけて工事単価が高く

なり、こうした情勢を反映した建設費が示されているところ。 

この中で北海道の標準建設費がどうなっているかをお示しする。この標準建設費というのは、

豪雪地区とか、その中でも細かく地域特性を踏まえた建設費が示されている。今回の対象となる

建物が中層耐火構造３～５階、これは１戸あたりの標準面積は 94 ㎡だが、それに対し 1,894 万

円/戸とされている。特例としては、床面積が事例によって異なるため、１戸あたりの平均床面積

が標準床面積未満の場合は補正を行うほか、特例加算としてエレベーター設置や特殊基礎工事な

どを行う場合、これらが加算できるものとして、標準建設費が計算されることとなる。 

なお、3 地区の１戸あたりの建設費は建設費と測量設計費の合計から計算され、いずれも評価

調書に全体額が記載されているが、それを１戸あたりに換算すると３地区とも約 3,000 万円とな

り、測量設計費を除くと 2,900 万円である。これに対し、北海道の標準建設費は約 1,900 万円と

されており、北海道は特に寒冷のため、東北地方よりも高いものが示されている。私が一番問題

視しているのは、当該地区がこの標準建設費に対し、1,000 万円以上も高い建設費を計上してい

るにも関わらず、その根拠を示されていないことが問題と思っている。ただし、金額が高いと言

っているのではなく、その根拠が無いことを問題視している。 

私が考える建設費の妥当性は近傍同種家賃によって検証が可能と考えられ、近傍同種家賃は民

間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度になると思われる。 

また、公営住宅入居者の場合、本来入居者（公営住宅の区分による低所得者に該当する者）と

収入超過者（月額所得 16 万円以上に該当する者）は、それぞれの家賃算定基礎額を基に算定され

た家賃の上限額が定められており、月額所得が 31 万円以上の高額所得者に対しては近傍同種家

賃そのものが家賃となる。 

なお、近傍同種家賃における具体的な算定については、不動産鑑定士の評価基準に基づいて定

められている。啓北地区（旭川駅の北側約５km で、１ＬＤＫ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫの割合が１：

３：１）については、戸あたりの建設費を３千万円で計算すると、家賃は約 17 万円/月・戸とな

る。参考として、道営の宮下東住宅（旭川駅の東側約１km、平成 30 年竣工、２ＬＤＫで専有面

積 58.5 ㎡）では家賃が約８万円/月・戸となっており、私はこれが相場だろうと思うが、これに

対して啓北地区の約 17 万円/月・戸というのは非常に高いのではないかと思う。 

本日、私が追加として用意した参考資料１だが、２ページの【表１】は平成 25～29 年におけ

る地方自治体の建設費（公営住宅実績）についてアンケート調査されたもの。これによると、今

回の対象である「中層耐火構造（地上階数４～５階）」について、一番高いところでも戸あたり約

2,000 万円となっている。これは工事の平均値ではなく、最も建設費が高いところを示しており、

現在の啓北地区に適用した場合には約 24 億円（（3,000 万円/戸－2,000 万円/戸）×240 戸）の

コスト縮減が可能となる。 

ポイントは、期待値や平均値ではなく、【表１】の最大額を更に上回る３千万円/戸を当該地区

の建設費としていることであり、この差額 24 億円に対する積算根拠と合理性を示していただき
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たいというのがお願いである。 

なお、昨日、担当課から追加資料の送付があり、大体の内訳はそこで示されている感じはした

が、私から提示したい議論のポイントとしては、建設費が一般に考えられているものと比べて高

いこと。既に実施している事業と比べても高いし、近傍同種家賃においても道営の宮下東住宅の

２倍以上の差があり、建設費が２倍になっている訳ではないだろうが、その辺の整合性がとれて

いない。もしかしたら２つの価格があるのか分からないが、私としては、近傍同種家賃８万円/月・

戸という相場観の中で、17 万円/月・戸という額が出てきたところに非常に驚きを感じていると

ころ。 

以上、継続審議の理由と私から提示する議論のポイントを説明させていただいた。 

 

【建設部住宅課】 

（継続審議の理由を踏まえて、標準建設費等について資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【渡部副委員長】 

 住宅課の説明によると、特例加算額として 573 万円/戸、地域性などから生じる工事費として

373 万円/戸ということで、およそ 900 万円/戸が通常の建設費よりも掛かる見込みである。それ

に対して、コスト縮減策ということで検討したが、今出ている数字というのはやむを得ないとい

う理解でよろしいか。 

 

【建設部住宅課】 

 戸あたりの主体附帯工事費というのは、特例加算額と言われるエレベーター設置工事費、特殊

基礎工事費、雪害防除工事費等を除いた基礎的な額とお考えいただきたい。一般的な建物を整備

するにあたり、計上の要否が不透明なもの、例えば基礎については現時点で杭の要否が不明なた

め、そこは特例加算額で計上している。これについては、交付金の限度額というものがあって、

その計算時に使われる数値と思っていただきたい。 

以上から、主体附帯工事は建物の基礎的なもの、それにその建物特有の特例加算額というもの

を追加して、交付対象額が積み上げられているとお考えいただきたい。 

 

【渡部副委員長】 

 基礎については、この場所の地盤の善し悪しが言えず、現況の団地の情報は古すぎるだろうか

ら、杭の要否を判断することは難しいかと思う。 

近隣の建物における地盤状況は把握しているか。 
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【建設部住宅課】 

 そこは調べきれていない状況。 

 

【渡部副委員長】 

 近接している団地は旭川市営団地か。 

 

【建設部住宅課】 

 市営住宅と思われる。 

 

【渡部副委員長】 

 基礎というのは見た目ではお金が掛からないように見えるが、実際は結構掛かる。そういう情

報は調べておいてしっかりと把握しておかないと、全体の費用に大きく影響すると思うので、よ

ろしくお願いしたい。 

 

【内田委員長】 

 それに関連して、特殊基礎工事というのは現状の建物が傾いていたり、地震発生の際に液状化

がない限りは住宅課説明資料（以下、「説明資料」という。）6 ページの標準の杭工事（以下、「標

準基礎工事」という。）でいいような気がする。当初、この特殊基礎工事を聞いた時には構造物を

水中に建てるのかと思っていたが、調査をする前に最初に積算しておくというのは妥当ではない

ように思う。 

現状の建物が地盤の問題で傾いているような状況はあるのか。 

 

【建設部住宅課】 

 現在の道営住宅でそのような建物はない。 

なお、先ほど話したが、今回の地区は平成 30 年度実績の平均値から事業費を計上している。 

 

【内田委員長】 

 特殊基礎としているところは様々な事情があってのことかと思われる。 

現状の建物が特に問題ないようであれば、積算は標準基礎工事で行うべきと思う。また、詳細

設計で地盤状況が分かった時に値段が変わるのは仕方が無いものかとも思う。 

そういった特殊基礎を平均として扱うのは、いかがなものか。 

 

【建設部住宅課】 

 これまで、実績の平均等で建設費を計上していたのが実際のところ。実際の建物の計画につい

ては、基本設計、実施設計により進めている。このことから、現時点では平均的な実績値から工
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事費を計上しているところ。 

また、建設費については、基本設計、実施設計で必要な見直しを図り、費用対効果も含めた検

討結果を改めて提出させていただきたい。 

 

【内田委員長】 

説明資料 12 ページでＡ団地とあるが、「③地域性などから生じる工事費」というのは標準建設

費に含まれていて、東北地方の建設費と比べても北海道は２百万円/戸ほど高くなっているものと

思われる。地域と地区に分けてこれらの標準建設費が設定されており、当然、北海道の場合、防

寒養生費というのはここに含まれているものと思われるが、あえて分けて見せるというのはどの

ような理由か。 

 

【建設部住宅課】 

主体附帯工事費の中にどのような項目が入っているか、国から明確に示されていない状況。当

課として、北海道の中でも、もちろん寒冷地の中でも比較的温暖な地域もあることから、防寒養

生費の差異については主体附帯工事費以外で計上すべきと考えている。 

 

【内田委員長】 

 「地域性などから生じる工事費」を分けて積算するのが適切なのか、疑問に思う。 

 

【柏木委員】 

 説明資料の 13 ページと 14 ページで示されているコスト縮減策だが、このとおり費用を縮減し

ていくということか。 

 

【建設部住宅課】 

 今後、基本設計、実施設計の中で、検討しながら縮減していきたいと考えている。 

 

【柏木委員】 

 どの程度の額が縮減される見込みか。 

 

【建設部住宅課】 

 先ほど口頭で説明したが、物置等で 40 万円/戸、熱交換ユニットで 17 万円/戸、平面の再検討

等で 10 万円～20 万円/戸、ピットで５万円～15 万円/戸、オイルタンクで５万円～10 万円/戸、

住戸内の床で５万円～10 万円/戸、窓や扉の大きさ見直しで３万円～５万円/戸、屋上外周部の笠

木の仕様で３万円～５万円/戸、屋上の外断熱仕様の検討で５万円～15 万円/戸、防寒養生費の縮

減で 20 万円～100 万円/戸程度を見込んでいる。 
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以上から、戸あたり 150 万円～170 万円程度の縮減額と考えている。 

 

【柏木委員】 

 それでは、戸あたり 150 万円程度を引いた額で要望するということか。 

 

【建設部住宅課】 

 今回の事業費は、委員からご指摘いただいているが、実績の平均値から計算している。 

このことから、戸あたりで建物工事費 2,714 万円、駐車場整備費 75 万円、物価上昇率５％分

の 140 万円を合計した 29,285 千円としている。 

 

【柏木委員】 

 コストを下げるのは非常にいいとは思うが、道営住宅の耐用年数が 70 年、その耐用年数は机

上の空論で 30 年経過したら建替とのことだが、70 年という耐用年数を踏まえ、しっかりと建て

たほうがコスト縮減に繋がると思っており、その辺も考慮して説明した方がよろしいと思う。 

 

【内田委員長】 

 説明資料 12 ページの「③地域性などから生じる工事費」について、これは標準建設費で計上さ

れているのではないかと思う。北海道は当然、冬季の厳しい気象環境があり、居住環境のレベル

を高めるため、こうした建設費が高くなる。 

なお、説明資料４ページで言えば戸あたり約 1,700 万円のため、これにＡ団地の特例加算 570

万円/戸を加えた 2,300 万円プラスアルファが戸あたり建設費の妥当な額と考える。また、実績

値に基づいて積算したというのであれば、標準工事費と特例加算額を混同して計算していないか。

標準建設費の中において、駐車場整備は附帯工事として含まれていると思う。また、近年の建設

単価の上昇から、プラスアルファ分は 200 万円/戸程度と思われ、それぐらいで計算するのが実

績に基づいた積算と考える。 

 また、コスト縮減策として多くの項目を説明資料 13 ページと 14 ページに挙げているが、これ

らは予算要望前にきちんと積算していただきたい。１戸あたり 3,000 万円という要求をして着手

後に縮減するというのは、本来、違うものと思う。最初にきちんと積算して、予算要望をしてい

ただきたいというのが率直な意見である。 

もちろん、70 年持つ建物を造っていただかないと困るので、削ってはいけない仕様は削らない

ようしていただくことは重要である。 

そのほか、説明資料 12 ページの「③地域性などから生じる工事費」の根拠が不明で、国土交通

省の資料等でも該当する項目は見当たらない。説明資料 10 ページについても、建築工事、電気設

備工事、衛生設備工事とあるが、これは主体と附帯を別な項目にしただけではないか。普通は標

準建設費に含まれている工事費をこのように分けて 2,900 万円/戸の妥当性を示すよう、敢えて
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書かれているかもしれないが、私はそうは見えず、その点はいかがか。 

 

【建設部住宅課】 

 説明資料 10 ページの資料については、平成 30 年度の実績ということでお示ししたもの。 

建物工事は建築、電気設備、衛生設備という工種に分かれており、単純に各工種の実績額を示

したもの。分かりづらくしてしまったのであれば申し訳ありません。 

 

【内田委員長】 

 説明資料 10 ページの合計額について、深い意味がなければ良いが、結局、説明資料 12 ページ

の標準建設費、「特例加算額」、「地域性などから生じる工事費の合計値」を３つ（建築、電気設備、

衛生設備）に分けているだけではないか。 

 

【建設部住宅課】 

１戸あたりの主体附帯工事費というのは、変わる可能性のあるものを除いた交付金の基礎額で

ある。１戸あたりの基礎額に様々な変更の要因があるものを特例加算額として加え、交付金の申

請限度額としている。 

 

【厚井委員】 

 説明資料 12 ページでＡ団地の実績額が出ているが、これは今回の３団地に近い事例か。道内

で直近に同じような事業を行った場合、どういった金額の幅があるのか教えていただきたい。 

 

【建設部住宅課】 

 建物工事費だが、説明資料 10 ページの３団地（Ａ～Ｃ）の戸あたり平均が 2,714 万円、それ

に近い数字を示すにあたり、そこからＡ団地を抜き出して項目別に金額を示したところ。 

 なお、戸あたり建設工事はＡ団地が 27,259 千円、Ｂ団地が 31,687 千円、C 団地が 23,520 千

円となっており、同じ中層５階建てでもこれぐらいのばらつきがある。 

 

【厚井委員】 

 説明資料 10 ページは平成 30 年度の実績のため、遡ればより多くの実績があるのではないか。 

 

【建設部住宅課】 

 遡れば実績データはある。工事単価が近い直近のものとして、平成 30 年度の３団地を示した

ところ。 
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【厚井委員】 

 物価上昇もあると思うが、直近５年間ぐらいのデータがあれば、もう少し説得力もあろうかと

思う。 

 

【中前委員】 

 説明資料 13 ページと 14 ページのコスト縮減策はこれから検討されるものと思うが、建物を

70 年間にわたって維持管理するにあたり、長期的な維持管理コストが掛かるものと思う。最初の

整備でしっかりとしたものを造れば維持管理コスト縮減に繋がると思われるため、建設コストの

縮減と維持管理コストの縮減の比較が重要で、単なる建設コストの縮減は難しいかと思うが、そ

のあたりどのように考えているか。 

 

【建設部住宅課】 

 ご指摘のとおりと考えている。建設コストの縮減策は維持管理コストを見据えながら検討し、

採用を進めていきたい。 

 

【内田委員長】 

 それに関連して私から情報提供だが、資料２の「７．事業効果」の費用には維持管理費が計上

されていて、詳細は私が持っている資料になるが、それによると普通のマンションと同様に 10 年

経過で大規模修繕が定期的に計画されており、70 年間メンテナンスをして持たせていく内容とな

っている。 

 

【内田委員長】 

 各委員からのご意見がおおむね出たので、結論を出させていただく。 

特例加算額を私は 500 万円/戸と想定して、それに標準建設費の 1,800 万円/戸を合わせて約

2,300 万円/戸とすると、啓北地区の場合、240 戸の整備で事業費に数億円～10 億円規模の違い

が生じることから、この違いをきちんと議論しないで予算要望するのは時期尚早ではないかと思

っている。 

そこで各委員への提案として、もう少し時間を取って継続審議にしたいと思うが、今ここで「要

望することは妥当」とすべきという委員がいたらご意見をいただきたい。 

 

【各委員】 

 （意見等なし。） 

 

【内田委員長】 

必要以上に費用を縮減することは全くないが、現状の建物が傾いているなどの問題が無い状況
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で特殊基礎工事が計上されていること、あるいは説明資料のＡ団地が偶然にも軟弱地盤で特殊基

礎工事が必要だった可能性を踏まえると、今回の３地区全てになるかと思うが、更なる検討を行

って継続審議と結論を付けたく思う。 

 

【渡部副委員長】 

 内田委員長の意見に賛成する。 

役所の要求として、事業費を最初に大きく要求してから減額するという発想ではなく、検討結

果を踏まえた事業費を要求するとした形を見せていただきたく思う。 

 

《 ３地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については「継続審議」とし、次回以降の公共事業評価専門委員会で改め

て審議する。 

 

 

 

３ その他 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

  同日午後１時からの第１回政策評価委員会への出席を案内。 

 

 

 

４ 閉会 


