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※法律等の条文の記載について 

法律等の条文を記載するにあたっては、条については「第」をつけているが、項・

号については「第」の記載を省略している。 

 

※数字の記載について 

本文中の数字は全角で「，」をつけていない。ただし、表などの数字は半角で「，」

を付けている（なお、資料等を抜粋したものは、そのものを掲載した。）。 
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第１部 包括外部監査の概要 

第１ 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７の１項に基づく包括外部監査  

２ 選定した特定の事件 

（１）外部監査のテーマ 

佐世保市の市営住宅 

（２）外部監査の対象期間 

原則として、平成２９年度。ただし、必要に応じて他年度。 

               

第２ 事件を選定した理由 

１ 市営住宅の意義等 

公営住宅法（以下、公営住宅法の条文を示すときは、単に「法」として記載す

る。）の第１条は「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な

生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低

廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進

に寄与することを目的とする。」とされている。 

この趣旨は、憲法第２５条の生存権の趣旨を実現するために、低額所得者に対

して低廉な家賃の住宅を供給するいわゆる住宅についてのセーフティネットの

考えを定めたものといえる。 

市営住宅を含む公営住宅制度は、戦後復興期においては、住宅不足の問題を解

消するためのものとして創設され、高度成長期には、都市に流入する人口に対応

するべく、その受け皿として建設されてきた。 

その後、住宅市場の充実に伴い、量の確保ではなく質の向上に重点を置いた住

宅政策が展開され、住宅市場を補完する意味合いの住宅セーフティネットとして、
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住宅に困窮する低額所得者に対して供給が図られるように、制度の充実がなされ

てきたものである。 

したがって、佐世保市の市営住宅が、セーフティネットとしての役割を果たし、

市民の住生活環境が十分に賄われているかを監査する意義は高い。 

加えて、上記のとおりの市営住宅の役割の変遷も踏まえ、公営住宅に関する法

制度等についても様々な改正等がなされてきている。 

そこで、これらの改正等に対応した行政が行われているか監査することも大変

有用であると考える。 

 ２ 佐世保市の市営住宅の現状等 

   第２部の第２章で詳しく報告するが、佐世保市は、全国や長崎県に比して、

人口・世帯数減少、高齢化という特徴を有している。 

   また、借家世帯の年収をみると低額所得世帯（世帯年収３００万円未満）の

割合が他の中核都市に比べて高く、被保護世帯（生活保護を受ける世帯）は増

加し、割合も全国に比べて高い。 

   現実に、佐世保市は、他の中核市と比べても公営住宅の世帯数が多く、公的

借家の割合が高くなっている。 

こういった傾向からすれば、佐世保市においては、市営住宅に入居しうる世

帯は増加し、割合が高いと評価できることから、市営住宅の事務を監査する意

義は高いと考えられる。 

   さらに、佐世保市の市営住宅の建設年度別の割合でみると、昭和５６～平成

２年が２１％で最も高いが、新耐震基準以前（昭和５５年以前）の住宅が３

８．６％を占める。両者を合計すると５９．６％となり、ほぼ６割になってし

まう（平成２９年４月１日時点）。これらの建物の修繕の問題や建て替えの問題

についても、監査を行う必要がある。 

３ 適正な収支がなされるべきであること 
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佐世保市の市営住宅は、住宅事業特別会計により運営している。 

住宅事業特別会計の黒字を維持することは、市営住宅ストックの健全な活用・

維持管理を図る上で重要である。 

平成２４～２７年度の市営住宅の事業収支をみると、多少変動があるがおおむ

ね歳入決算額は３０億円前後、歳出決算額は２９億円前後、「歳入－歳出」は１億

円前後で推移している。 

ただし、平成２８年度は歳入・歳出とも減額となり、歳入決算額は２３億２８

００万円、歳出決算額は、２１億４９００万円で、「歳入－歳出」は差し引き１億

７９００万円となっている。 

そして、収入に関していえば、家賃収入が大きな割合を占めている。 

このように多額の収支が発生する市営住宅においては、適切な収入・支出がな

されているかを監査することが重要となる。 

４ 監査人（弁護士）の特性 

市営住宅の事務については、公営住宅法を中心とした関係法令、佐世保市自体

が有する条例・規則などの多数の法令・規範が存在する。したがって、市営住宅

事務の執行についてこれらに合致するか監査することは有用である。 

また、市営住宅事務の一つとして、未払賃料の回収や建物明渡等の事務を行う

場合があるところ、これらは法的手続を伴うこともあり、その事務の執行にあた

っては適法性を監査することも有用と言える。 

ところで、弁護士という職業は、事実を踏まえて、法令・規範にあてはめて物

事を判断するという特性がある。 

その特性から、市営住宅事務の監査は、上記の性質上、弁護士の上記特性を活

かせるものである。 

５ 結語 

以上より、佐世保市における市営住宅に関する事務の執行を検証するべく、平
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成３０年度の包括外部監査のテーマとして選定した。 

 

第３ 包括外部監査の手法 

１ 外部監査の対象部署 

佐世保市の市営住宅の財務事務の執行に関与している部署を対象とした。 

市営住宅の事務については、都市整備部住宅課の所管である。 

２ 外部監査の観点 

佐世保市の市営住宅事務の執行は、適法性、そして、有効性、経済性、効率性

の各観点に照らして適切か、特に適法性の観点に重点を置いた。それぞれの語句

の意味について、以下のとおりである。 

適法性・・・法令等の根拠に照らし、佐世保市の市営住宅事務が適切に執行さ

れているか。 

有効性・・・事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を達成し

ているか、また、効果を上げているか。 

経済性・・・より少ない費用で実施できないか。 

効率性・・・業務の実施に際し、同じ費用でより大きな効果が得られないか、

あるいは費用との対比で最大限の効果を得ているか。 

３ 外部監査の手続 

主な手続きは、以下のとおりである。 

（１）関係資料（法規集・文献等）の収集・検証 

（２）関係部署に対するヒアリング・書面照会 

関係部署に対し、必要に応じて、ヒアリングを実施した。 

また、適宜、関係部署に対する書面照会という手法を用いて事実確認をした。 

（３）関係書類の閲覧 

関係部署から必要書類の閲覧を求め、閲覧した。原本確認が必要なものは原
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本を確認した。 

（４）現場視察 

監査執務は、外部監査人室のほか、必要に応じて、佐世保市役所の住宅課内

で作業を行い、その際は、課内の様子や情報管理体制等も確認した。 

そのほかにも、入居者選考委員会の進行・内容の確認、入居申込者の抽選会

場の見学、駐車場利用区画の抽選会の見学、佐世保市営住宅管理センターの視

察、市営住宅の空き室を利用しての現場見学など必要に応じて現場の視察も行

った。 

 

第４ 包括外部監査の期間 

平成３０年４月１日～平成３１年３月２８日 

 

第５ 包括外部監査人及び包括外部監査人補助者 

本監査において、監査人は、監査の事務に際し、監査人補助者による補助を受

けている（地方自治法第２５２条の３２の１項）。 

監査人を含め弁護士が４名、税理士が１名の合計５名体制である。多角的・専

門的視点からの監査とすべく、補助者はかかる構成とした。 

包括外部監査人      弁護士  渡 会 祐 二 

包括外部監査人補助者   弁護士  秋 山 久 典 

同        上   弁護士  鈴 木 裕 子 

同        上   弁護士  岩 田   周 

同        上   税理士  東 島 誉 志 

 

第６ 利害関係 

選定した特定の事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により記載す
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べき利害関係はない。 

第７ 報告書の構成 

１ 全体の構成 

第１部 包括外部監査の概要 

第２部 佐世保市における市営住宅 

２ 各章の構成 

本報告書では、事務の項目ごとに、基本的に次の構成で記載することとした。

ただし、章によっては、当該構成での記載が難しい場合は、別の構成によってい

る。 

（１）概要 

制度を説明し、事務手続の流れについて図を使うなどして概要を示した。 

（２）監査の観点・監査の方法 

当該項目において意識した監査の観点と、監査の方法を記載した。 

（３）事実の摘示 

事務ごとに、監査にて把握した事実関係を指摘した。 

（４）規範 

判断の前提として、その事務について適用となる法令・根拠類を「規範」と

して明示することとした。 

（５）意見等 

監査項目についての判断となる、指摘及び意見、評価を記載した。それぞれ

の意義は次のとおりである。 

規範に反しているものは「指摘」とする。 

規範には反していないものの改善・変更をすべきと考えるものを「意見」と

した。 

また、佐世保市の事務執行のうち評価されるべき点も指摘するべきという考
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えのもと、昨年度に引き続き、評価できる点について、端的に「評価」と記載

することとした。 
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第２部

佐世保市の市営住宅





第１章 市営住宅の法令・制度等 

第１ 市営住宅の事務に関しては、公営住宅法をはじめとし、国土交通省から出さ

れている通知、あるいは佐世保市の条例等といった各種関係法規等がある。 

そこで、まず、これらの関係法規等を確認する。 

 

第２ 公営住宅法について 

１ 公営住宅法の目的等 

日本国憲法第２５条１項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する」とし、同条２項において、「国は、すべての生活部面に

ついて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら

ない」としている。 

ところで、法第１条を確認すると「この法律は、国及び地方公共団体が協力

して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮す

る低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生

活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」とされている。 

このことから、まさに先に述べた憲法第２５条の趣旨に則り、公営住宅法が

制定されていることがわかる。 

すなわち、公営住宅法は、「国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」

を目的として定められているのである。 

そして、同条は「住宅に困窮する低額所得者」に対して「低廉な家賃」で賃

貸（転貸）することも目的として定めている。 

これは、誰に対しても住宅をあてがうものではなく「住宅に困窮する低額所

得者」を対象とするものであることを示す。そして「住宅に困窮する低額所得

者」とは、「最低居住水準の住宅を住宅市場において自力で確保することが困難

な者」をいう。この「住宅に困窮する低額所得者」については、法第２３条に

具体的に定められている。 
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また、「低廉な家賃」との定めについては、同種同等の民間賃貸住宅よりも低

廉な家賃であること、収入に応じた適正な家賃、すなわち低額所得者でも負担

可能な家賃であることが必要とされている。 

このように、公営住宅法は、憲法第２５条の趣旨を実現するために、低額所

得者に対して低廉な家賃の住宅を供給する、いわゆる住宅についてのセーフテ

ィネットの役割を果たすものである。 

したがって、公営住宅法は、市営住宅の事務を行うにあたって基本となる法

律であり、本件の監査においても公営住宅法は重要な指標となる。 

２ 公営住宅法における公営住宅 

公営住宅法における「公営住宅」とは、①地方公共団体が、建設、買取り又

は借上げを行うこと、②低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びそ

の附帯施設であること、③公営住宅法の規定による国の補助に係ることを要件

とする。 

これらの要件をみたさないものは、地方公共団体が整備した賃貸住宅であっ

ても公営住宅には該当しない。たとえば、特定優良賃貸住宅は公営住宅には該

当しないことになる。 

 ３ 公営住宅の役割の変遷 

公営住宅制度は、戦後復興期においては、住宅不足の問題を解消するための

ものとして創設された。そして、高度成長期には、都市に流入する人口に対応

するべくその受け皿として建設されてきた。 

その後、住宅市場の充実に伴い、量の確保ではなく質の向上に重点を置いた

住宅政策が展開され、住宅市場を補完する意味合いの住宅セーフティネットと

して、住宅に困窮する低額所得者に対して供給が図られるように制度の充実が

なされてきたものである。 

このような役割の変遷を踏まえ、公営住宅法は幾度にもわたって改正が重ね

られてきた。 
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全ての改正に触れることまではしないが、たとえば直近の平成２９年改正は、

公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務の免除や、公営住宅の明渡

請求の対象となる高額所得者の収入基準を条例で定めることを可能とする改正

がなされている。 

４ 公営住宅の整備・管理等  

公営住宅は、前記した法第１条の目的で定められているとおり「健康で文化

的な生活を営むに足りる住宅」でなければといけないことから、一定の水準を

有するものであることが必要である。 

そこで、法第５条１項は「公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を

参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。」と

定め、続いて同条２項で「事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交

通省令で定める整備基準に従いこれに併せて共同施設の整備をするように努め

なければならない。」、同条３項で「事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火

性能を有する構造のものとするように努めなければならない。」と公営住宅の

整備について定めている。 

また、公営住宅の管理については、公営住宅制度の趣旨・目的に沿って的確

に管理されることが必要である。 

特に、近年の高齢化や、あるいは障がい者などの住宅需要に対応しなければ

ならない一方、低額所得者とはいえない高額所得者などが長期住居するような

不公平が生じることを避けなければならない。 

このような管理の複雑多様化に応じ、公営住宅の管理を適正かつ合理的に実

施することが重要である。 

法第１５条において「事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意

し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。」と定めて

いるのもの、その表れといえる。 

そして、法第１５条を受けて、法第１６条以下は具体的な管理方法について
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触れている。 

列挙すると 

第１６条 家賃の決定 

第１７条 公営住宅の家賃に係る国の補助 

第１８条 敷金 

第１９条 家賃等の徴収猶予 

第２０条 家賃等以外の金品徴収等の禁止 

第２１条 修善の義務 

第２２条 入居者の募集方法 

第２３条 入居者資格 

第２４条 入居者資格の特例 

第２５条 入居者の選考等 

第２７条 入居者の保管義務 

第２８条 収入超過者に対する措置等 

第２９条 高額所得者 

第３０条 収入超過者及び高額所得者に関する努力義務 

第３１条 収入超過者及び高額所得者の継続居住要件における期間算定

の通算規定 

第３２条 公営住宅の明渡し 

第３３条 公営住宅監理員 

第３４条 収入状況の報告の請求等 

となっている。 

これらの管理方法については、各章で監査の結果を報告する。 

 

第３ 地方自治体の役割 

１ 公営住宅の役割等 
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   「住宅は最も重要な生活基盤」であることは言を待たないが、現在、社会経

済情勢の変化に伴う多様な住宅困窮者が生じている（例えば、身寄りのない独

居高齢者世帯の増加等。）。 

そこで、公営住宅についても、住宅市場を補完する住宅セーフティネットと

して、真に住宅に困窮する低額所得者に対してより公平かつ的確な供給を可能

とするために、これまで次のように制度の充実が図られてきた。 

平成８年の改正では、公営住宅の政策効果が上がるようにする観点から、地

域の実情に応じた公営住宅政策が展開できるよう地方公共団体の政策選択手段

の拡大の視点が加えられた。 

平成１８年改正では、それまで国からのトップダウン方式であった住宅建設

５ヶ年計画から、都道府県が地域の実情を踏まえて策定する住生活基本計画に

変更された。 

平成２３年改正では「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、条例制定権の拡大が図ら

れ、整備基準の見直し（条例委任、参酌基準化）、入居者資格の見直し（入居収

入基準の条例委任と参酌基準化）等がなされた。 

平成２９年改正では、明渡対象となる高額所得者の収入基準を条例で定める

ことが可能とされた。  

２ 地方公共団体の役割拡大 

以上のように、真に住宅に困窮する低額所得者に対してより公平かつ的確な

供給を可能とするために、種々の権限が国から地方公共団体に移管され地方公

共団体の役割が拡大した。 

この結果、佐世保市は、佐世保市内の「真に住宅に困窮する低額所得者」に

対して、その生活基盤（公営住宅）を提供するための公平かつ的確な施策を自

ら実施できるようになった。 

しかし一方で、佐世保市がかかる施策の立案・実施・改善を怠った場合、佐
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世保市民は、他の地方公共団体と比較して見劣りする住宅セーフティネットし

か受けることができないこととなってしまう（たとえば、佐世保市民でありな

がら、市営住宅の入居者の方が、市内の県営住宅の入居者より不利な条件で入

居・居住しているという状況も起こりうる。）。 

かかる状況に陥らないよう十分に留意して、佐世保市は市営住宅政策の立案・

実施・改善を進めていくことが肝要となろう。 

種々の権限が国から地方公共団体に移管されるということは、それ以上に、

地方公共団体の「市民に対する責務（義務と責任）」が増大するということを意

味する。そのことを忘れてはならない。 

その観点から、佐世保市と全国や他の地方公共団体との比較は、本監査の視

点の一つとなる。 

 

第４ 国の報告書・通知等 

   市営住宅の事務に関し、国が出している次の報告書や通知等も重要である。 

１ 「公的住宅の供給等に関する行政評価・監視 結果報告書」 

現在改善が特に求められている「公営住宅制度の問題点」を明らかにすべく、

平成３０年１月付総務省行政評価局「公的住宅の供給等に関する行政評価・監

視 結果報告書」（以下、「総務省報告書」という。）について概略を説明する（適

宜、同報告書から抜粋する。）。 

なお、同月２３日、総務省は、同報告書に基づく勧告を、国土交通省と厚生

労働省に対して行っている。 

そして、その勧告を受け、国土交通省住宅局住宅総合整備課は、後記のとお

り、同年２月２３日に各都道府県知事・政令市住宅主務部長宛に「公営住宅管

理の適正な執行について」（国住備第１８０号）を通知し、次いで同通知も参考

資料として添付した「公営住宅制度について」と題する書面を発している。 

（１）総務省報告書の調査の目的等 
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住生活基本法（平成１８年制定）に基づく住生活基本計画（平成２８年３

月１８日閣議決定）は「住宅を市場において自力で確保することが難しい低

額所得者、高齢者、障がい者等（以下、「住宅確保要配慮者」という。）が安

心して暮らせる住宅を確保できる環境の実現のため、その基本的な施策とし

て民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット機能の強化、公営住宅等の

適切な供給」等を掲げている。 

そして、住宅セーフティネットの構築や地域によって多様な住生活をめぐ

る課題にきめ細かく対応するためには、地方公共団体の役割が不可欠である。 

この点に関し、平成１９年、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の

促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法が制定されたが、国土

交通省では、地方公共団体による公営住宅供給を住宅セーフティネットの中

核として位置づけている。 

このような中、公営住宅の応募倍率は特に大都市圏を中心に高倍率で推移

し、少子高齢化の急速な進展に伴う単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯

の増加等多様化した住宅困窮者等に対する住宅の確保が課題となっているほ

か、公営住宅等の入居者の高齢化等に対応した生活面の支援のための住宅部

局と福祉部局などの関係機関との連携等が重要となっている。 

この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、住宅確保要配慮者が

安心して暮らせる環境の充実を図る観点から、公営住宅の供給目標の設定状

況、住居困窮者等の入居にかかる各種施策・事務の実施状況等を調査し、関

係行政の改善に資するため実施されたものである。 

その調査は、１６都道府県５３市区関係団体等を対象として平成２８年１

２月～同３０年１月に実施された。なお、長崎県及び佐世保市は、調査対象

に含まれていない。 

 （２）総務省報告書の概要 

    総務処報告書の内容をみると、主な調査結果等は次のとおりである。国土
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交通省作成の「公営住宅制度について」の１５頁を引用する。 
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 ２ 公営住宅管理の適正な執行について 

国土交通省より、平成３０年２月２３日付けで「公営住宅管理の適正な執行

について」（国住備第１８０号）が出された。なお、本通知は各都道府県知事・

政令市住宅主務部長宛ではあるが、「貴管区内の事業主体に対してもこの旨周

知されるようお願い致します。」と記載されていることからも明らかなように、

当然、佐世保市にも該当するものである。 

 （１）平成元年、国土交通省（当時、建設省。以後、国土交通省に統一する。）は

「公営住宅の管理の適正な執行について」（平成元年１１月２１日付住総発

第７９号建設省住宅局通知）を発し、事業主体に対して、入居者に家賃滞納

が生じた場合 

    ①家賃支払いの督促等の措置を早期に講ずること 

    ②入居者の収入等の状況や事情を十分に把握すること 

    ③入居者の置かれている状況に応じて、個別具体的に家賃の納付指導を行

うこと 

④家賃を支払う経済力がありながら滞納している者であることが明確に 

なった者等誠意の見られない者については、法令等の規定により所要の

措置を講ずる等厳正な措置をとること 

⑤入居者の状況、事情を把握した結果、所得が著しい低額又は病気等によ

り著しく多額の支出を要する等により、やむを得ず家賃を支払えない状

況にある者に対しては、家賃の減免等の措置を講ずること等により、入

居者の支払能力に応じて負担軽減すること、その際の民生部局との連携

を十分にとること 

   等を求めている。 

 （２）平成２６年９月に千葉県銚子市において、県営住宅の家賃を滞納した母子

世帯が、明渡の強制執行当日に心中を図る事件（銚子事件）が発生したこと

を受けて、国土交通省は「公営住宅の滞納家賃徴収における留意事項等につ
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いて」（平成２６年１１月５日付国住備第１３５号国土交通省住宅局住宅総

合整備課長通知）を発し、事業主体に対して、上記（１）の平成元年通知の

徹底を求め 

①公営住宅は住宅に困窮する低額所得者等に対して賃貸する住宅である

ことから、やむを得ず家賃を支払えないような状況にある者に対しては、

その収入等の状況や事情を十分に把握した上で、適切な措置をとられる

ようお願い致します。 

②やむを得ず家賃を支払えない状況にある者に対しては、家賃の減免等の

措置を講ずること等により、入居者の支払能力に応じて負担軽減するこ

と、その際の民生部局との連携を十分にとること、 

と重ねて通知した上で、さらに具体的に、 

③著しく所得の低い世帯、高齢世帯、障がい者世帯、母子世帯、父子世帯、

子育て世帯、ＤＶ被害者世帯、犯罪被害者世帯等特に困窮度が高い世帯

については、関係する行政の各部局及び公営住宅の存する市町村と密接

な連携を図りつつ、生活保護をはじめとする居住安定のための支援策の

情報提供や助言等を行うなど特段の配慮をお願いします。 

と、各地方公共団体に対して「当該行政組織の各部局、及び他の地方公共団

体との密接な連携」と「（住宅確保要配慮者に対する）特段の配慮」対応を求

めている。 

 （３）さらに、前記した総務省報告書に基づく勧告を受けて国土交通省は、平成

３０年２月２３日付「公営住宅管理の適正な執行について」（国住備第１８０

号）を発した。内容は次のとおりである。 

ア 「保証人の確保が困難な公営住宅の入居希望者への対応について」 

     真に住宅に困窮する低額所得者に対して的確に公営住宅を供給できるよ

う、保証人の確保が困難な公営住宅の入居希望者については、円滑な入居

が図られるよう特段の配慮をお願いします。 
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       と通知するとともに 

イ 「家賃滞納者に対する的確な対応及び支援について」 

     上記の平成元年通知、平成２６年通知を繰り返し、三度「困窮度が高い

世帯については、関係する行政の各部局及び公営住宅の存する市町村と密

接な連携を図りつつ、生活保護をはじめとする居住安定のための支援策の

情報提供や助言等を行うなど特段の配慮をお願いします。」と通知してい

る。 

３ 「公営住宅制度について」 

   国土交通省は、「総務省報告書」に基づく勧告を受けて、上記の平成３０年２

月２３日付け通知に次いで、「公営住宅制度について」を作成した。 

（１）その内容は、「公営住宅制度」の趣旨・概要から、入居収入基準、所得・家

賃の計算方法等、地方公共団体の公営住宅担当者であれば当然に理解してい

ると思われる基本的内容から始まり、重ねて、上記「平成元年通知」及び「平

成２６年通知」の説明を繰り返している。「平成３０年２月通知」も参考資料

として添付してある。 

（２）さらに、「銚子事件後の千葉県の新たな取り組み（＝①県民生部局との連携、

②市町村福祉部門との連携、③生活困窮者への支援制度・家賃減免制度の周

知方法やパンフレット・周知文章の紹介等）」の紹介をするとともに、地方公

共団体における「生活保護入居世帯に対する代理納付制度」の活用状況の低

さについて暗に苦言を呈しているとみられる。 

もちろん、「総務省報告書の概要」も添付してある。 

（３）以上より、佐世保市における国土交通省からの通知等に対応する実施状況

が、監査の視点の一つになる。 

 

第５ 佐世保市の条例について 

１ 法第１５条は「事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、そ
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の管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。」と定めている。

そして、多数の公営住宅を公営住宅法の趣旨・目的に沿って適正に管理するに

は、当該地方公共団体に居住する住民の意思を反映することになる条例によっ

て、その管理内容を明確にし、住民・入居者との関係を公正・公平に規律する

ことが必要となる。 

そこで、公営住宅法は、法第５条において「公営住宅の整備は、国土交通省

令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなけ

ればならない。」として、条例の制定を義務付けている。 

 ２ 佐世保市は、佐世保市営住宅条例（以下、佐世保市営住宅条例の条文を示す

ときは、単に「条例」として記載する。）を定めている。 

これは、「市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について必要な事項を

定めること」を目的して定められたものである（条例第１条）。 

そして、条例第２条は、住宅等の定義について、次のとおり定めている。 

「市営住宅」・・・公営住宅、準公営住宅、改良住宅及び市単独住宅をいう。 

「公営住宅」・・・市が公営住宅法の規定により建設した住宅及びその附帯施設

をいう。 

「準公営住宅」・・・特定公共賃貸住宅の用途を廃止した住宅で、低額所得者に

賃貸するものをいう。 

「特定公共賃貸住宅」・・・公営住宅の入居基準を超える中堅取得者を対象にし

た住宅をいう。 

「改良住宅」・・・市が住宅地区改良法の規定により建設した住宅及びその附帯

施設をいう。 

「市単独住宅」・・・市が単独で建設した住宅をいう。 

条例第３条によると「市は、住宅に困窮する低額所得者を低廉な家賃で入居

させるため、市営住宅及び共同施設を設置する。」とされており、 佐世保市は

前記した法第１条の目的に適う住宅等を設置するものである。 
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そして、市営住宅の整備・管理については「市営住宅及び共同施設は、その

周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなけ

ればならない。」（条例第３条の２）、「市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、

美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備

しなければならない。」（同条の３）、「市営住宅及び共同施設の建設に当たつて

は、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な

耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配

慮しなければならない。」（同条の４）としている。 

具体的な管理方法についても、条例第４条以下で定められている。 

 

第６ 佐世保市の例規・要綱について 

佐世保市営住宅条例のほかにも、市営住宅に関する例規・要綱等として、次

のものが定められている。 

これらの例規・要綱等は、本監査を行うにあたっての重要な規範となる。 

１ 条例・規則 

佐世保市営住宅条例 

佐世保市営住宅条例施行規則 

佐世保市特定公共賃貸住宅条例 

佐世保市特定公共賃貸住宅条例施行規則 

２ 要綱等 

佐世保市営住宅入居事務取扱要綱 

佐世保市営住宅入居承継事務処理要網 

佐世保市営住宅同居承認事務処理要網 

佐世保市特定公共賃貸住宅入居事務取扱要綱 

佐世保市特定公共賃貸住宅入居承継事務処理要綱   

佐世保市特定公共賃賞住宅同居承認事務処理要綱 
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佐世保市営住宅特定入居承認基準 

配偶者からの暴力による被害者にかかる市営住宅優先入居に関する要綱 

佐世保市シルバーハウジング管理要綱 

身体障害者向け住宅管理要綱 

市営住宅退去時における入居者設置物件のリサイクルに関する事務取扱要領 

佐世保市営住宅に係る修繕及び工事の見積書に関する処理要綱 

佐世保市営住宅模様替（増築等）承認基準 

火災等の災害に伴う市営住宅仮入居に関する要綱 

市営住宅（宇久町）有効活用構想に関する要綱 

佐世保市営住宅集会所管理要綱 

佐世保市営住宅駐車場取扱要綱 

佐世保市営住宅建替事業要綱 

佐世保市営住宅整備基準要綱 

民間住宅等仮住居借上要領 

佐世保市特定優良賃貸住宅制度補助金交付要綱 

佐世保市高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱 

佐世保市営住宅家賃滞納整理要綱 

佐世保市営住宅高額所得者明渡事務処理要領 

未納家賃等収納業務に係る受託者選定要綱 

佐世保市営住宅迷惑行為に対する措置要綱 

佐世保市営住宅の利便性係数に関する要綱 

佐世保市営住宅に係る使用料の口座振替納付に関する事務取扱要綱 

 

第７ 佐世保市の住宅計画について 

佐世保市の市営住宅にかかる計画について確認する。 

１ 地域住宅計画 
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佐世保市の住宅計画としては、地域住宅計画がある。 

これは、「地域住宅特別措置法」に基づき、地方公共団体が自主性と創意工夫

を活かし、各地域の実情に応じた住宅施策を推進するため地域における取り組

みに関して定めた計画であり、長崎県及び佐世保市を含む長崎県内２１市町が

共同で作成したものである。計画期間は、平成２７年度から平成３１年度まで

の５年度となっている。 

これによると、住宅政策の課題として 

ア 安全で安心できる住まい・まちづくり 

・自然災害や防犯に対する安全性の確保、バリアフリー化、見守りや生活支

援など、住まいにおける安全性・安心感の確保 

・安心して暮らせる重層的な住宅セーフティネットの構築や、良質な住宅の

確保 

・空家の適正管理の促進や老朽危険空家対策 

イ 人口・世帯減少時代における既存ストックの活用 

・既存の住宅ストックを活用するとともに、これらをできるだけ長く使いこ

なしていく持続可能な住まい・まちづくりの展開 

・少子高齢化、世帯構造の多様化等を踏まえた県民のニーズに応える質の高

い住まい・まちづくりの展開  

ウ 多様な主体と連携・協働する住まい・まちづくり 

・地域特性に応じた地域固有の住まいづくり・まちづくり支援 

・定住促進、豊かな住生活を実現するための総合的な取り組み 

・住宅確保要配慮者の居住の安定確保 

が挙げられいてる。 

２ また、住宅計画の目標として 

「住みたい、住める、住み続けられる長崎県」を基本理念として、住宅政策

の目標を以下のように定め良好な居住環境の形成等を目指すとしている。具体
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的には 

ア 全ての県民が安全に暮らせる住まいづくり・まちづくり 

耐震性、防災性、防犯性などに配慮した住宅供給や住環境整備、空家対策

を進めることで安全に暮らせる住まい・まちの実現を目指す。 

イ 全ての県民が安心して暮らせる住まいづくり・まちづくり（住宅セーフテ

ィネットの確保） 

高齢者、障がい者、子育て世帯等に配慮した住宅供給や民間賃貸住宅の活

用、福祉施策等と連携した居住支援策を進めることで、安心して暮らせる住

まいづくり・まちづくりとしての住宅セーフティネット機能の充実を図る。 

ウ 県民の多様なニーズに応える質の高い住まいづくり・まちづくり 

良質で多様な住宅供給と豊富な情報提供を行うことで、県民や長崎県に移

住希望の方が望むライフスタイルや家族構成の多様化に対応した住まい方が

実現できる住まい・まちの実現を目指す。 

エ 循環型社会に向けたストック重視の住まいづくり・まちづくり 

空家を含む現存する住宅や住環境のストックをうまく長く使いこなして 

いくことで、環境への負荷の少ない循環型社会へ向けた住まい・まちの低炭

素化の実現を目指す。 

オ 地域の特性を活かした住まいづくり・まちづくり 

誇りと愛着のもてる自然や街並み・景観を活かし、魅力あるまちの形成と

活性化を図り、これらを次世代に継承することで、地域の資源や特性を活か

した住まい・まちの実現を目指す。 

としている。 

 ３ そして、目標達成のために必要な事業等として 

ア 地域の実情に応じた適切なセーフティネットを構築するため、公営住宅等

整備事業により公営住宅を整備し、真に住宅に困窮している住民の居住安定

を図る。 
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イ 地域のニーズに応じ、ＵＩターン者、住宅確保要配慮者等の定住促進及び

地域活性化住宅を確保するため、地域優良賃貸住宅を整備及び空き家の活用

を支援する。 

ウ 既存の公営住宅のバリアフリー化、耐震化、省エネ化を推進するとともに、

長寿命化や居住環境の改善を図るため、公営住宅ストック総合改善事業等を

実施する。 

エ 建替え事業等により新たに管理する公営住宅、特定優良賃貸住宅、高齢者

向け優良賃貸住宅、地域優良賃貸住宅等について家賃低廉化事業を実施する。 

オ 過疎地域や産炭等地域において、著しい人口減少に伴い老朽化した空き家

が増加していること等により、住環境が悪化している地域において、老朽住

宅除却等事業等により良好な居住環境の形成を図ることとする。また、耐震

性に劣る改良住宅の耐震診断や改修等を実施し、住環境の改善に努める。 

カ 居住環境の整備改善に資するため、空き家再生等推進事業により、長崎県

全地域において不良住宅又は空き家住宅の除却を推進する。 

となっている。 

 ４ そのほかとしても、収入超過者の解消に向け、①チラシの送付等による制度

啓発等や、②相談会等による明け渡しの促進等を掲げている。 

これらの課題・目標・事業等をみると、市営住宅の整備・管理にも関連する

ものが挙がっている。 

よって、市営住宅の政策に関して、この地域住宅計画に沿って行われること

が求められることとなる。 

 ５ 佐世保市営住宅長寿命化計画 

佐世保市においては、佐世保市営住宅長寿命化計画が平成３０年３月に策定

されている。 

市営住宅の老朽化が進み更新時期を迎えている一方、今後、佐世保市の人口

減少・世帯減少を想定し、それに伴う将来の公営住宅需要を適切に見通した市
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営住宅の管理が必要となることから、佐世保市では、平成２６年３月に「佐世

保市営住宅長寿命化計画」（平成２５年度版）を策定し、実施してきたところ、

平成２８年度には国土交通省住宅局において「公営住宅等長寿命化計画策定指

針」が改定された。 

当該改定された「公営住宅等長寿命化計画策定指針」を踏まえつつ、佐世保

市における長期的な公営住宅需要と建物の老朽化や住宅水準などの状況を総合

的に勘案した上で、将来の市営住宅管理戸数とそれに向けた建替又は長寿命化

のための整備を実施するための新たな「佐世保市営住宅長寿命化計画」を策定

した。 

この計画では、個々の団地・住棟及び入居者等の状況に応じた建替・改善等

の活用手法の選定とその計画的な実施に加えて、予防保全的な点検、長寿命化

に資する改善の実施を明確に位置付けた。これにより、計画的な市営住宅の点

検強化及び早期の修繕による更新コストの削減を達成し、市営住宅の効率的か

つ効果的な維持管理の実現を目指すとされている。 

この佐世保市営住宅長寿命化計画も、監査の参考となるものである。 
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第２章 佐世保市の市営住宅の現状等 

※この項では、前記した平成３０年３月策定の佐世保市営住宅長寿命化計画の分析

が優れていることから、必要に応じてそれを参照・使用させていただいている。 

 

第１ 佐世保市の概況 

佐世保市は、長崎県北部の中核市であり、宇久島、黒島などの離島を抱えて

いる。また、平成１７年に旧吉井町、旧世知原町、平成１８年に旧小佐々町、

旧宇久町、平成２２年に旧江迎町、旧鹿町町とそれぞれ合併した。 

人口は、おおよそ２５万人であり、長崎県内では、長崎市に次ぐ２番目の人

口を抱える都市となっている。 

 
出典：平成 27 年版佐世保市統計書（第 26 回） 
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このように、佐世保市は離島を複数有するほか、もともとの佐世保市だった

ところ（以下、「旧市内」という。）以外の計６町と合併したという特徴がある。 

 

第２ 人口・世帯数の推移 

１ 佐世保市の人口・世帯数等の推移は、次のとおりとなっている。 

 
 

なお、平成３０年９月１日時点での佐世保市の人口・世帯数は、２４万９７

７９人、 １０万５５７８世帯となっており、推計人口は、２５万人を切ってい

る。 

次に、長崎県・全国の世帯数の推移は次のとおりである（単位は、いずれも

万世帯）。 
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世帯数については、長崎県・全国ともに年々増加しているのに対して、佐世

保市は平成１２年ころから横ばい状態が続いていることがわかる。 

次は、長崎県・全国の世帯あたり人数である（単位は、人）。 
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１世帯あたりの人員は、平成２７年度の長崎県が２．４６世帯、全国で２．

３８世帯となっており、佐世保市もほぼ同水準となっている。 

さらに、参考として、平成２７年の人口についてのほかの中核市（県庁所在

地を除く）を確認する。他都市と比較すると、下から３番目である。ほかの中

核市に比しても、人口は少ない方である。 
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２ 次に、佐世保市の今後の人口や高齢化率の推計は次のとおりである。 

 

 
人口は減少し、高齢化率はあがっていくことが予想されている。 

また、２０４０年には、推計人口が２０万人を切ることが見込まれる。 

３ 以上のとおり、佐世保市は人口・世帯数減少、高齢化という特徴を有する都

市といえる。 

 

第３ 佐世保市の世帯の状況 

本項では、市営住宅の対象となりうる世帯の状況等について報告する。 

１ 借家世帯の年収 

佐世保市の借家世帯のうち低所得世帯（３００万円未満世帯）の割合は、平

成１５年の５２．１％から平成２５年には６０．９％と増加している。 
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参考に、ほかの中核市（県庁所在地を除く）と比較する。 

佐世保市における借家世帯数に占める低額所得世帯（世帯年収が３００万円

未満）の割合は５０．３％で、他の中核市と比べ、比較的高い割合となってい

る。 
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２ 被保護世帯（生活保護世帯） 

佐世保市の被保護世帯（生活保護を受ける世帯）については、ここ数年間漸増
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している。平成２７年の被保護世帯数は４２３７世帯にまで増加している。 

保護率（被保護人員を人口で除した数値）については、平成２２年度の２．１

８％から平成２７年度２．２６％でほぼ横ばいではあるが、全国の１．７１％に

比べて高い状況にある。 

 

 

 

３ 高齢者世帯 

６５歳以上の高齢単身、高齢の夫婦世帯は世帯数、割合ともに増加傾向にあ

り、平成２７年の高齢単身世帯の割合は１３．７％、高齢の夫婦世帯の割合は

１３．０％となっている。 
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高齢者世帯の住宅所有関係をみると、高齢単身世帯の２９．７％、高齢夫婦

世帯の１１．５％が借家に居住している。 

 

 

 

４ 障がい者 

障害者手帳所持者数の推移をみると、平成２２年度ではおおよそ１万５３０

０人であったが、平成２７年度には１万８７００人と増加している状況である。 
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５ 以上のとおり、佐世保市では、低額所得世帯の割合は増加しており、ほかの

中核市と比べても、低額所得世帯の割合が比較的高い。 

被保護世帯数も増加しており、こちらも全国と比較して被保護率が高い。 

また、高齢者世帯、障がい者数も増加傾向である。 

こういった傾向からすれば、佐世保市においては、市営住宅に入居しうる世

帯は増加しているものと評価できることから、市営住宅の事務を監査する意義

は高いと考えられる。 

 

第４ 佐世保市の住宅事情 

１ 総住宅数・空家数 

平成２５年の佐世保市の総住宅数は１２万２２３０戸で、世帯総数の１０万

１７４０世帯を上回っており、１世帯当たり住宅数は１．２０戸となっている。

長崎県の１．１８戸、全国の１．１６戸と比べて大きな差異はない。 
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次に、佐世保市の空き家は２万４７０戸あり、空き家率は１６．７％で、全

国の１３・５％、長崎県の１５．４％と比べやや高い程度となっている。 

 

 

 

２ 公的賃貸借の割合等 

平成２５年の佐世保市の住宅の所有関係をみると、持ち家が６１．９％と最

も多いが、長崎県６６．０％、全国の６１．７％であり、大きな開きとまでは

いえない。 

他方、公的借家（公営と都市再生機構・公社の住宅）の割合は合計で８．３％

である。 

そのうち、公営の借家の割合をみると佐世保市は７．９％であり、全国の３．

８％、長崎県の６．２％と比べて高い状況である。全国の割合からすると２倍

以上の開きがある。 

佐世保市内の地域別でみると、公的借家（公営と都市再生機構・公社の住宅）

の割合は、宇久を除く北部エリアで１０％を超え、高い割合となっている。特

に、借家に占める公的借家率をみると、世知原８２．５％、鹿町６９．３％が

特に高い状況である。 
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参考までにほかの中核市（県庁所在地を除く）との比較を掲載する。 

佐世保市は、他の中核市と比べても公営住宅の世帯数が多く、公的借家の割

合が高くなっている。先に指摘した公営借家７．９％は、中核市の中で最も高

い割合となっている。 
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以上のとおり、佐世保市においては、公営借家の割合が高い、すなわち公営

借家への依存度が高い都市であることが分かる。 

この点からも、市営住宅の事務の監査を行うことは意義のあることといえる。 

３ 住宅着工の動向 

佐世保市の新設住宅着工戸数の推移をみると、平成７年度に２８２５戸あっ

た着工戸数が平成２８年度は１４８９戸まで減少している。平成２０年度を底

に回復基調にあるものの、まだ低い数字である。 
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利用関係別でみると、貸家の着工戸数は平成２５年に９６９戸と増えたもの

の、ここ３年は７００戸台で推移している。 

 

 
 

   住宅着工戸数が少ないというのは、転じて、賃貸借の割合が高いことを意味

するといえる。 

 

４ 公的賃貸住宅 

市営住宅以外の公的な賃貸住宅に触れておく。 

（１）県営住宅 

県営住宅は、旧市内のみに立地しており、平成２９年度現在の管理戸数３

５１２戸となっている。なお、花高、十郎原、新田、崎岡など、市営住宅と

の合併団地がある。 

（２）長崎県住宅供給公社賃貸住宅 

長崎県住宅供給公社賃貸住宅は、旧市内のみに立地しており、平成２９年

８月現在の管理戸数は２５５戸となっている。 

なお、須佐など県営・市営との合併団地がある。 

（３）高齢者向け優良賃貸住宅 
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高齢者向け優良賃貸住宅（「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（「高齢

者住まい法」）に基づく制度で、安否確認や生活相談等の見守りサービスとバ

リアフリー構造など一定の居住環境を備えた高齢者が安心して居住できる住

宅で、長崎県が認定・登録する。）は、１棟のみあり、平成３０年１月現在の

登録戸数は３０戸となっている。 

（４）あんしん住宅 

あんしん住宅（高齢者、障がい者、子育て世帯の居住の安定確保を図るた

め、居住支援協議会等との連携のもと、入居ニーズや住宅オーナーの意向を

踏まえた上で、空き家等を活用し一定の質が確保された低廉な家賃の賃貸住

宅を「入居を拒まない住宅」として登録する。）は、平成３０年１月現在の登

録戸数は７８戸となっている。 

 

第５ 市営住宅の状況 

１ 管理戸数 

平成３０年４月１日現在の佐世保市の市営住宅の管理戸数は、８６住宅４９

３棟５４２６戸である。 

このうち、公営住宅が４９９８戸、準公営住宅が９戸、改良住宅（更新住宅）

が２２７戸、単独住宅が１２２戸、特定公共賃貸住宅が７０戸となっている。 

地域別の公営住宅の管理戸数は、旧市内が３５４１戸で、６５．２％を占め

ている。 

第 1 章の佐世保市条例のところで各住宅の定義を記載したが、改めて各住宅

の意味を確認する。 
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住宅の種類 概要 

公営住宅 

市が公営住宅法の規定により建設した住宅及びその附帯施設。 

住宅に困窮している世帯でかつ低所得者等に対して、低廉な家賃で賃貸する

住宅で、住宅の規模・立地状況、収入に応じて家賃が異なる。法で定められ

た入居収入基準以下の収入の方を対象とする。 

なお、本市では、障害者向けとして車いす専用住宅や、泉福寺住宅において

生活援助員を配置したシルバーハウジング（高齢者向け住宅）も供給してい

る。 

準公営住宅 特定公共賃貸住宅を廃止した住宅で、低所得者に賃貸している。 

改良住宅 市が住宅地区改良法の規定により建設した住宅及びその附帯施設。 

更新住宅 

改良法の規定により建設した住宅の除却又は建替えに係る事業の施行に伴

い、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃

貸するため建設した住宅。 

特定公共賃貸住宅 

一般の市営住宅の入居収入基準を超える中堅所得者を対象とした住宅。所得

月額が 15 万 8 千円以上 48 万 7 千円以下の世帯で、公営住宅の収入基準を超

える世帯が該当する。 

単独住宅 

市が特定の目的で、単独で建設した住宅。 

例えば、世知原地域においては、若年層の定住を目的として建設された若者

住宅があり、入居にあたり収入制限はない。 

 

２ 市営住宅の分布図 

佐世保市の市営住宅の立地をみると、ＪＲ佐世保線、同大村線、松浦鉄道沿

線や、国道・県道などの幹線道路や支所から近い所に立地する住宅が多いが、

これらから離れた場所や島嶼部に立地する住宅もある。 
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３ 建造年度等 

佐世保市の市営住宅の建設年度別の割合でみると、昭和５６～平成２年が２

１％で最も高いが、新耐震基準以前（昭和５５年以前）の住宅が３８．６％を
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占める。両者を合計すると５９．６％となり、ほぼ６割になる（平成２９年４

月１日時点）。 

 

 

 

構造別の割合でみると、中耐が５９．０％、高耐２３．３％、低耐０．８％

で耐火構造が８３．０％を占める（平成２９年４月１日時点）。 
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参考：公営住宅の構造別の耐用年限 

構造の種類 耐用年限 標準管理期間 

木造 

30 年 15～30 年 簡易耐火造平屋建 

（略称：簡平） 

簡易耐火造二階建 

（略称：簡二） 
45 年 22.5～45 年 

耐火造* 70 年 45～30 年 

  * 低層耐火造を「低耐」、中層耐火造を「中耐」、 

高層耐火造を「高耐」と称する 

 

 

第６ 市営住宅の入居者の状況 

１ 居住年数 

佐世保市の市営住宅の入居者をみると、初回入居年月日からの居住年数は「３

０年以上」が最も多く２９．１％を占め、次いで「５年未満」が１８．６％を

占める。 

１５年以上を合計すると６０．３％と６割を超えている（平成２９年９月１

日時点）。 

長期にわたって居住している者が多いことが分かる。 

 

 
 

２ 世帯主の年齢 

世帯主の年齢は、「７０歳以上」が最も多く３２．１％を占め、次いで「６０

歳代」が２５．７％となっている（平成２９年９月１日時点）。 
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両者を合わせると合計５７．８％と６割近くに上っており、入居者の高齢化

がみてとれる。 

 

 
 

３ 世帯人数 

世帯人をみると「１人」が最も多く３４．３％を占め、次いで「２人」が３

２．７％を占める。「３人」は１５．９％、「４人」は１１．３％となっている

（平成２９年９月１日時点）。 

「１人」と「２人」を合計すると６７．０％となっており、少数世帯が７割

近くを占めることになる。少数世帯の入居者が多いことがわかる。 

 

 
 

４ 世帯主年齢区分と世帯人数 

世帯主の年代別に世帯人数を見ると、以下のとおりである（平成２９年９月

１日時点）。 
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高齢者の単身世帯が多いことがわかる。他方、４人世帯はファミリー世帯と

推察される。 

 

 

 

５ 所得階層 

所得階層別でみると「Ⅰ階層」が最も多く７割以上を占める。 

公営住宅の原則階層であるⅠ～Ⅳ階層が８５．９％、裁量階層Ⅴ～Ⅵ階層が

６．８％を占める（平成２９年９月１日時点）。 
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 階層 政令月収 世帯数 構成比 

原則

階層 

Ⅰ階層 ～104,000 円 

3,766 85.9% 
Ⅱ階層 104,000～123,000 円 

Ⅲ階層 123,000～139,000 円 

Ⅳ階層 139,000～158,000 円 

裁量

階層 

Ⅴ階層 158,000～186,000 円 
297 6.8% 

Ⅵ階層 186,000～214,000 円 

収入

超過 

Ⅶ階層 214,001～259,000 円 
276 6.3% 

Ⅷ階層 259,000 円～ 

不明 43 1.0% 

 

６ 入居率（空家率） 

平成２９年９月１日時点で、管理戸数５４６８戸に対し、入居世帯数は４６

９７世帯で入居率８５．９％、空家率は１４．１％となっている。 

49



 

 

第７ 市営住宅の募集状況等 

１ 応募状況・応募倍率 

佐世保市の市営住宅の空家募集は、おおよそ５月、８月、１１月、２月の年

４回実施している。 

平成２４年～２８年の倍率等は次のとおりとなっている。 

平成２７年は申込者のおよそ半数が当選しているが、そのほかの年はおおよ

そ４～６倍の倍率となっている。 
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２ 申込者世帯属性別の倍率 

申込者世帯属性別の倍率等は次のとおりである。 

老人世帯が最も申し込みが多く、次いで単身者、母子世帯となっている。 

 

 

 

３ 申込回数 

平成２４年度～平成２８年度の累計でみると、申込回数については、申込者

全体では「１回」が５３％で最も高く、次いで「２回」の１９％、「３回」の１

１％であり、３回までを合計すると８割を超えている。 

他方、４回以上申し込んでいる者が２割はいることになる。希望しても、長

期に渡って当選しない者がいることがわかる。 

51



 

 

４ 申込理由 

平成２４年度～平成２８年度の累計での申込理由をみると、申込者全体では

「高家賃」（従前の住居の賃料が高い）が、４３％で最も高くなっている。 
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５ 地域別の倍率 

地域別の倍率をみると、旧市内が圧倒的に高い倍率を誇っていることがわか

る。他方、旧市内以外の地域はほとんどが１倍未満である。 

一極集中化していることがわかる。 

 

 
 

６ 高倍率の住宅 

平成２５～２８年度の高倍率の住宅は以下のとおりであるが、いずれも佐世

保市の中心市街地や、利便性の高い地域といえる。 

 
住宅名 区分 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

花園 一般 － － 22.0（1） 30.0（1） 

単身 23.7（3） － － 30.3（4） 

泉福寺 一般 19.0（4）    

 単身 19.0（4） 35.0（2） 17.0（4）※ 28.5（2） 

 ３ＬＤＫ 24.0（2）    

須佐 単身 39.0（1） 23.0（1） 19.0（1）  

崎岡 一般 15.0（4）    

 ＥＶ付き    19.0（2） 

桜木 一般 19.0（3） 16.0（1）   

もみじが丘 低層  22.0（1）   

 

 

第８ 市営住宅の財務状況等 

佐世保市の市営住宅は、住宅事業特別会計により運営している。 
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住宅事業特別会計の黒字を維持することは、市営住宅ストックの健全な活用・

維持管理を図る上で重要である。 

平成２４～２７年度の市営住宅の事業収支をみると多少変動があるが、おお

むね歳入決算額は３０億円前後、歳出決算額は２９億円前後、「歳入－歳出」は

１億円前後で推移している。 

ただし、２８年度は歳入・歳出とも減額となり、歳入決算額は２３億２８０

０万円、歳出決算額は、２１億４９００万円で、「歳入－歳出」は差し引き１億

７９００万円となっている。 

 

 

第９ 市営住宅事務の現状等 

１ はじめに 

佐世保市の市営住宅事務の現状について、実施機関の組織・人員、市営住宅

業務の実施方針、市営住宅事業費、法的根拠、施設、事業その他のデータ等を

整理する。 

２ 実施機関の組織と人員 

平成２９年度において、佐世保市の市営住宅事務を直接担当する部署は「佐

世保市都市整備部住宅課」（所在地：佐世保市八幡町１番１０号・佐世保市役所

８階）である。 
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組織構成に関しては、住宅課の職員は、１１名（うち１名は嘱託）である。

住宅課のトップは課長であり、それを補佐する課長補佐がおかれている。 

また、住宅課の事務は、職員ごとに担当が割り振られている。 

おおまかに整理すると①滞納整理、②建設・営繕計画、③財産管理、④指定

管理者の管理および入退去管理、⑤事業計画、⑥庶務、⑦予算管理、⑧電算管

理となっている。 

３ 執務スペースその他設備に関して 

（１）住宅課は、市役所（地下２階・地上１３階、エレベーター４機設置）の８

階に執務室がおかれている。また、同階には、エレベーターホールのすぐそ

ばに、ほかの課との共用の会議室が設けられている。 

（２）まず、執務スペースについてみると、机が並べられて、いわゆる２つのシ

マがある状態である。基本的に間仕切りはなく、お互いに顔が見え相互に密

に話ができるような状況であった。狭苦しさは感じなかった。 

机上には職員ごとにＰＣが設置され、電話についてはおおよそ２名ごとに

１台が設置されていた。 

市民への応対カウンターは通路に配置されており、来訪者が来ればすぐわ

かるようになっている。 

また、執務室の一角には、複数名が共同で作業したり、ミーティングが行

えるよう会議用のテーブルが用意されている。 

（３）次に、執務資料等の保管についてみると、執務スペース内のキャビネット

内に保管されているものがほとんどであった。 

キャビネットの鍵は執務終了時にすべて施錠され、業務開始時にすべて開

ける態勢とのことであった（キャビネットの鍵は、執務室内の一カ所で集中

管理されている。）。ただし、一部の執務資料については、キャビネットの上

に並べられており、これについては施錠措置がなされていない。ほかにも業

務中だけかもしれないが、執務資料を直接床においている場面もあった。 
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また、執務室に入りきらない執務資料については、ほかの課との共用の会

議室に保管されていた。ところが、その会議室は常時開放されていた（施錠

されていない。）。そして、執務資料が鍵のかからないキャビネットや、そも

そも扉部分自体がないキャビネットに保管されているものもあった。その中

には、収入申告書類の綴りや住宅・駐車場使用料に関連する資料など、個人

情報も含まれていた。 

この点については、主に情報管理の場面問題であるので、情報管理の章に

て改めて触れることにする。 

（４）執務室内のキャビネットの扉部には各業務のスケジュールが貼られてお

り、いつでもスケジュールが確認できるような工夫がなされている。 

不要となった資料については、日ごとに集約し、毎日執務終了時にシュ

レッダーにかける運用になっていた。 

（５）金品の保管の関係については、執務室内の住宅課長補佐の机の横に収容

され、施錠のできる金庫で管理されている。金庫は、適切に保管されてい

た（当該金庫が入ったキャビネットが施錠されており、その鍵を保管する

場所も鍵で施錠されている。）。 

金銭の出し入れ方法について確認したところ、「住宅係金庫出入金整理簿」

という金銭の管理台帳が作成されていた。そして、実際の金銭の出し入れ

にあたっては、出し入れごと金銭を扱う担当者とそれをチェックする第三

者がそれぞれサイン・押印するようになっている。ダブルチェックが厳格

になされていた。 

また、使用する郵券や市役所の駐車場の無料券についてもそれぞれ管理

台帳が作成され、それによって管理がなされている。 

（６）以上のとおり、事務スペースやその他の施設は十分整っており、情報管

理の部分を除き、特段業務に支障は無いと思われる。 

４ 市営住宅業務の実施方針及び事業計画の策定について 
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   市営住宅業務について、効率的かつ効果的な業務運営を行うためには、適切

な計画を策定し、その計画に沿って業務を実施し、その結果を評価して、計画

の見直しを行うことが必要である。 

住宅課に確認したところ、職員ごとに年度計画を年度当初に立てるようにな

っており、実際にその計画表をみせてもらった。 

計画表は、月を上旬、中旬、下旬の３つに分けて（月が３つの期間に分けら

れている）、それぞれ職員ごとに計画を設定していた。内容も具体的に記載され

ており、計画表として十分な内容であった。 

この計画表については、毎週開催しているスケジュール会議の際に随時確認

を行っているとのことである。そして、計画が実施できたかの評価については、

年度末に行っている。この評価をもとに、毎年度４月頭に新年度のスケジュー

ルを立てる際にそれぞれの担当が作成し、全員の会議で協議をし、定めるよう

にしている。 

 

第１０ 管理業務 

佐世保市では、平成２６年度より、市営住宅の管理全般を指定管理者へ委託

している。 

これについては、公募により選定を行っており委託期間は５年間である。 

現在は、次のとおり、長崎県住宅供給公社が受託している。 

【名  称】佐世保市営住宅管理センター（以下、「住宅管理センター」と記載する。） 

【場  所】佐世保市松浦町５番１号 

【指定期間】平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

【主な業務】 

・空家募集、当選後の入居契約の受付、入居後の各種届出受理、退去手続き業務。 

・住宅使用料、駐車場使用料の収納業務。 

・入居者の方へのお知らせ、連絡等に関する業務。 
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・入居者の方からのお問い合わせ、相談等に関する業務。 

・建物や設備等の維持、及び修繕に関する業務。 

【窓口開設時間】  

・平日午前８時半～午後７時まで（募集要件は午後５時１５分まで） 

 ・休日夜間は２４時間電話対応を行う。 

この指定管理者の詳細については、後述する。 
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第３章 入居関係手続 

第１ 入居者公募の原則 

公営住宅は、住民の福祉を増進する目的をもって、多額の貴重な税金をもって

供給される公共の資産であり、公益的施設である。 

また、公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して供給される住宅であり、

これらの入居者資格を有する者に公営住宅への入居の機会が公平に付与される

必要がある。この入居の機会の公平を図るために、公営住宅の募集方法は公募を

原則としている（法第２２条１項）。ただし、例外的に公募によらずに特定入居

（災害等、法令に定められた事由のある場合）ができる場合もある。 

 このように、有限な公共資産であること、入居の機会の公平を図るため、公営

住宅の入居手続にあたっては、各要件・条件が定められている。 

 

第２ 監査の方法（概観）・入居関係手続の流れ 

１ 監査の方法（概観） 

市営住宅の入居関係手続については、大きく（１）申込段階の手続、（２）当選

後の入居資格審査段階の手続、（３）入居決定後入居契約段階の手続があり、各段

階の要件や必要書類の提出を経て、適法に入居することが可能となる。第１記載

のとおり、有限な公共財産が、平等な機会の下、住宅に困窮する低額所得者に対

する供給となっているかがポイントとなる。 

本章においては、上記３つ各段階において、適切に審査や必要書類の収集がな

されているか、一般住宅について平成２７年度～平成３０年度入居決定世帯につ

いて合計２１件分、その他各特殊な市営住宅については現在入居中の世帯につい

て（若者住宅合計１７件分、シルバーハウジング住宅合計２件分、車いす仕様の

シルバーハウジング住宅１件分、車いす住宅１件分、単身者向けの高齢者住宅１

件分、裁量階層の住戸１件分）、実際の記録を閲覧・精査する方法で監査を行った

（以下、実際に閲覧した記録を「閲覧対象記録」という。）。 
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 ２ 入居関係手続の流れについて 

 市営住宅の入居手続（入居までの流れは次のとおりである（参照資料：「平成２

９年度佐世保市営住宅入居者募集のご案内」２頁、「市営住宅定期募集受付要綱」

１頁。佐世保市営住宅管理センター業務マニュアル。） 

これらの資料には、入居者と指定管理者と佐世保市の３者それぞれが、各入居

手続において担当する手続が分けて記載されている。誰がどの手続（または業務）

の主体となるか、詳述は後述することとし、ここでは簡潔に手続の流れに触れる。 
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①募集 
   空家の補修、空家調査、募集住戸の選定・承認、広報、入居申込書兼パンフレ

ットの作成・配布、募集住戸一覧表等の公表 
  ↓ 
 ②入居の申込 
   入居申込書の確認・受付、受付番号の交付、受付票受取 
  ↓ 
 ③抽選 
   抽選会の開催、入居資格審査説明会の開催、当選通知・補欠当選通知発送 
 
以下、仮当選した申込者の手続 
  ↓ 
 ④入居者資格審査 
   書類の受付、入居資格の審査、入居者選考名簿等の作成 
  ↓ 
 ⑤入居者選考委員会 
   入居者選考委員会の資料作成、入居者選考委員会の開催 
  ↓ 
 ⑥入居決定 
   入居決定通知書・敷金納付書の作成、入居決定通知書の送付、住宅紹介、入居

契約の案内 
  ↓ 
 ⑦契約及び附随する手続 
   住居の下見、入居契約、連帯保証人の印鑑証明書、請書・誓約書の作成、敷金

納付書の交付 
  ↓ 
 ⑧入居 
   鍵渡し、入居者名簿の作成、入居可能日通知書の作成・送付、住民票の異動、

異動後の住民票の提出 
（本章で触れる手続はここまで） 
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第３ 募集 

１ 募集の周知について 

（１）概要 

入居希望者が市営住宅への入居を申込む前提として募集手続がある。募集に

あたって、条例や各マニュアルには、次の業務が定められている。 

ア パンフレットの作成 

募集開始する前年度の末日までに、申込みから入居までの手続の流れ、市

営住宅等の一覧、申込時の必要書式等を掲載したパンフレットを作成する。

佐世保市においては、「平成２９年度佐世保市営住宅入居者募集のご案内」と

いう冊子が当該パンフレットとなる。 

イ 入居者募集住戸の選定 

入居者募集住戸一覧表を作成する（上記パンフレットに含まれている）。 

ウ 募集、公募 

新聞掲載、ラジオ放送、テレビジョン放送、市庁舎その他市の区域内の適

当な場所における掲示、市の広報紙掲載、そのほか有効と思われる方法のう

ち２以上の方法によって公募する（条例第４条２項）。 

（２）監査の視点・監査の方法 

   公募の原則から、市民に対して等しく市営住宅に応募する機会を付与される

べきである。その前提となる募集が適正に行われているか監査する。 

（３）事実の摘示 

ア パンフレット、広報紙、インターネットでの募集について 

（ア）平成２９年度の「佐世保市営住宅入居者募集のご案内」（以下、「パンフ

レット」という。）を受領のうえ、内容を精査したところ、申込手続・必要

書類・入居関係手続・募集住戸・書式等、申込に当たっての必要な資料・情

報が掲載されていた。また、監査が開始されて以降であるので平成３０年度

分であるが、住宅管理センター・住宅課でパンフレットが配布されていた。 
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佐世保市役所ウェブサイト（ホームページ）にてバックナンバーが閲覧可

能となっている「広報させぼ」を確認したところ、平成２９年４月号～平成

３０年３月号いずれについても、市営住宅の募集について掲載されていた

（空き家については、通年募集している旨表示されており、定期募集につい

ては５月・８月・１１月・１月号にそれぞれ表示があった）。 

住宅課によると、ほぼ毎月のように募集（定時募集はせずに随時募集のみ

行っている月も含め）に関する問い合わせがあるとのことであった。 

また、佐世保市のＨＰでも市営住宅に関する募集の手続、その連絡先、募

集中の物件の情報についていずれも掲載がある。ネットリテラシーの問題

がない限り、市民は市営住宅への申し込みについて、容易にアクセスが可能

である。 

（佐世保市ＨＰ「佐世保市営住宅入居者の随時募集について」

http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/jyutak/nyukyosha.html） 

  （イ）インターネットでの募集について、掲載されている内容自体についても報

告する。 

毎年度の事業計画にて、ホームページ等のインターネット環境に課題があ

る旨の報告がなされており、指定管理者に選任された当初の予定では、ホー

ムページに「住宅情報、位置情報（地図）、住まい広報誌等を掲載して情報発

信をする」ことを目標としていたが、当該部分については実現できなかった

とのことである。 

例えば、現在、随時募集中の住宅に関する情報は、佐世保市のホームペー

ジにある各住宅情報が記載されたＰＤＦファイルを閲覧する方法により取

得することができる。しかし、当該ファイルには、間取の図面や、物件の写

真等は載っていない。 

なお、定期募集にかかる住宅について、平成３０年度の定期募集期間中は、

インターネット上に当該住宅の間取りや写真を掲載したとのことである。 
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イ 入居者募集住戸について 

条例では、公募に当たって住宅の戸数等の制限は定められていない。住宅

課及び住宅管理センターにヒアリングしたところ、修繕が必要である等の募

集に適さない事情がある空き室以外は、基本的に全ての空き室を定時募集時

に入居申し込みの対象としているとのことであった。 

ウ なお、年に４回ある定期募集の際に、応募者（入居申込者）に対して実施

されているアンケート結果があったので、一部事実として摘示する。市営住

宅の申込に関する窓口対応については、概ね親切であった、丁寧に対応して

もらえた、説明がわかりやすかった等の高評価が多かった。一方で、４回実

施されるアンケートについて、４回とも、単身者用の住宅が少ない・単身者

用の住宅を増やしてほしいという要望が書かれており、ヒアリングした際も、

単身者の入居希望者が多いとの回答であった。 

   エ 空き室対策について 

（ア）ほぼ常に随時募集が出ている住宅・住戸（合併前の旧江迎町や旧世知原

町にある市営住宅が多い）があっため、その改善方法について、住宅課にヒ

アリングした。 

  まず、現在の募集の取り扱いとして、第１期の定期募集で応募がなかった

住戸については、通年で随時募集に出す取り扱いとなっている（通年随時募

集）との回答があった。 

  ヒアリングしたところ、市営住宅入居率の向上のため、住宅課は次の対策

をとっていることの説明を受けた。入居率向上の方法は大きく２つあり、一

つ目は既存物件を管理して有効活用し間口を広げる方法、２つ目は申込者や

入居者の傾向に合わせて既存物件を建て替える方法である。 

 【指定管理者の対応による改善方法】 

  ①インターネットホームページの拡充 

   ： 佐世保市のＨＰと長崎県住宅供給公社のＨＰとをリンク付けするな
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ど 

  ②住宅募集枠の細分化 

  ③土日を含む４日間の入居申込受付 

   ： 佐世保市（住宅課）が直営している場合は平日のみの受付となるが、

住宅管理センターが受け付けることで土日の受付も可能となった。 

  ④出先機関での入居申込受付 

   ： 受付窓口（間口）の拡大 

 【住宅課の対応（入居率向上のための各施策）】 

  ①ファミリー向け住戸を単身用としてできるよう規則等を改正した（平成

２６年４月改正（対象２団地）） 

   ： これまで家族単位でしか入居できなかった間取り（２ＤＫなど）の

住戸につき、単身者も入居可能とした。 

  ②単身用規格住宅の範囲拡大（平成２７年１月、４月、９月改正） 

   ： 単身者用の間取り（１ＬＤＫ）の住戸を増やした。 

  ③特定公共賃貸住宅家賃引き下げ（平成２７年４月改正） 

   ： 中堅層の世帯が対象となり市営住宅と比べて家賃が高額である特定

公共賃貸住宅（特公賃）について、家賃を減額した。 

④開田（単身住宅）家賃引き下げ（平成２７年４月改正） 

： 家賃引き下げの結果、開田住宅の入居率は、７１．２％から７５．０％

に改善した。 

  ⑤通年での随時募集開始（平成２７年４月改正） 

   ： 前記通年随時募集は、平成２７年度から開始された。それまでは、

定期募集で入居者のいなかった住戸が随時募集に回されるという取り

扱いが、定期募集があるごとに断続的に行われていた。 

  ⑥北部エリアでのＵＪＩターン補助金開始（平成２８年４月開始） 

   ： 佐世保市内への転居かつ市営住宅への入居者については、敷金及び
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入居後３か月の家賃補助（免除）をする。これにより、平成２９年８

月末までに１４世帯が入居した。 

    住宅課においては平成２８年度及び平成２９年度の２年間にわたって

取り扱われた事業である。現在は移住サポートプラザ（企画部）に移

管されている。 

  ⑦特定公共賃貸住宅の一部を準公営化（平成２９年改正） 

： 単身者の入居希望者を優先し、特公賃住宅のうち単身者規格（間取

り１ＬＤＫ）の住戸につき、市営住宅への入居要件を充足した場合に

入居を認めるもの。ヒアリングしたところ、条例改正から現在（平成

３０年度末）までに対象の９戸（部屋）は入居者が入り、満室となっ

た旨の回答があり、実際の入居状況も確認した（対象住宅：小ヶ倉住

宅、平野住宅）。 

（イ）平成２４年度末から平成２９年度末までの入居率を確認したところ、全

体の入居率は概ね９５％前後で推移していた。 

入居率については、人口減少の問題や、過疎地域での申込者の母数が少な

いなど、施策の有無にかかわらず全体の入居率を高めるのは容易ではない

と感じた。実感としても、佐世保市内での仕事を見つけられない場合に、佐

世保市外で職に就くという話を聞くことがあり、市営住宅の整備のみでは

解決できない問題が内在している。このような事情の中、入居率向上のため

になされた事業によって、アンケートで要望のあった単身者の入居希望者

について入居率が向上しているなど、成果が上がっている。 

なお、第２章で述べた入居率と数字が異なっているため、住宅課にその理

由を確認した。第２章の入居率算定にあたっては、経過年数を考慮して募集

停止（取壊し又は建替え予定）となっている住宅・住戸も含めた数字となっ

ているのに対して、上記本項における入居率の数字は募集停止住宅を除い

た住宅・住戸のみが対象となっているとのことであった。 
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（４）規範 

   条例を含め、（１）項の概要記載の事項が規範となる。 

 

（５）意見等 

ア インターネットの活用について（意見） 

（ア）佐世保市営住宅以外の物件情報について 

民間の賃貸住宅であれば、インターネット上のマップ等を駆使して当該

住宅がどこに位置するのか、駅やバス停からどのくらいの距離にあるのか、

スーパー等の買い物をする施設までの距離はどのくらいあるのか、入居後

の利便性を予測することができる。また、住戸（部屋）の内装については

写真等が添付され、現地までいかなくともある程度内部のイメージが沸く

仕様となっているのが通常であり、入居検討中の物件を絞ることができる。 

参考として他自治体のホームページを閲覧したところ、例えば長崎市の

市営住宅の募集ページには、上記のうち内装の写真を掲示するところは工

夫がされている。住宅管理センターを運営する長崎県住宅供給公社のホー

ムページ上には、公社住宅について、所在地だけでなく、外観の写真、間

取り（図面はない）、教育施設等の情報が記載されている。 

（イ）佐世保市営住宅の物件情報について 

これに対して、佐世保市の市営住宅の募集中の物件については、募集中

の住戸の一覧が掲示されており、申し込みを検討している者に閲覧の機会

は与えられているものの、募集中の住戸に関するより詳しい状況までを把

握することができない仕様となっている。住宅管理センターまで出向けば

通常の不動産業者と同様に募集中の住戸の写真等は掲示されているもの

の、インターネット上ではそこまで閲覧することができず、端的にいうと、

インターネットで閲覧できる物件情報の情報量が十分でないと感じた。 

平成３０年度は、定期募集期間に間取りや写真等を掲載したページを公
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開していたものの、随時募集を含めて通年を通して、申込を検討している

者に対する十分な物件情報の提供がなされることが望ましい。全部の住戸

が全く同じ間取りではないと思われるが、例えば、佐世保市営住宅における

１ＬＤＫ・２ＬＤＫ・３ＬＤＫ等それぞれのオーソドックスな間取りの図面

を掲示するだけでも、入居希望者がある程度間取りを把握するのに役立つ。 

   （ウ）結語 

インターネットで住宅情報にアクセスする市民は多いと思われるし、そ

れを端緒に申込に繋がると考えられることから、民間の賃貸住宅のホーム

ページ等を参考に、提供される情報量・物件情報の掲載方法について改善

されるべきである。＝ 意見 

 

 ２ パンフレットの記載事項について 

 パンフレットの一部について、訂正すべき事項に気づいたので、ここで触れる

こととする。 

（１）事実の摘示 

 平成２９年度パンフレットの１４ページに、入居の条件のひとつである月額

所得の計算例が記載されているところ、当該計算例は、夫が給与所得者、妻が

専業主婦、子供が２人でそれぞれ大学生及び中学生のケースで記載されている。 

また、給与所得の源泉徴収票も記載されているが、当該源泉徴収票は現行の

源泉徴収票の様式ではなく従前の源泉徴収票の様式である。 

これに関し、月額所得の計算については誤りなく記載されていたが、当該源

泉徴収票の記載のうち控除対象扶養控除の数について所得税法第２条３４号

の２の規定では１６歳以上の者となっているにもかかわらず、明らかに１６歳

未満の者である中学生を控除対象扶養控除に該当する者として記載し、所得税

額の計算がなされていた。なお、平成３０年度のパンフレットについても同様

の記載であった。      
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（２）規範 

    所得税法及び公営住宅法施行令が規範となる。 

 

（３）意見等 

   ア 月額所得の計算例中の源泉徴収票について（指摘） 

     上記に記載のとおり、源泉徴収票の様式が現行の様式ではなく、従前の源

泉徴収票の様式である。速やかに現行の様式での記載に改めるべきである。

＝ 指摘 

また、源泉徴収票の記載のうち１６歳未満の者について、控除対象扶養控

除に該当する者として記載し、所得税額の計算がなされていた。 

公営住宅法施行令第１条３号において月額所得の計算ではいわゆる扶養

として年齢に関係なく年額３８万円を控除することとなっているところ、所

得税法においては同法第２条３４号の２の規定により１６歳以上の者しか

扶養控除を受けることができない。 

にもかかわらず、所得税の計算においても１６歳未満の者が扶養控除とし

て所得控除がなされている記載がされるのは、パンフレットを見た者に税務

上の誤解を招く可能性がある。よって、現行所得税法にあわせた記載に改め

るべきである。＝ 指摘 

 

第４ 申込み 

１ 概要 

  入居関係手続の端緒となる手続である申込みを概観する。 

まず、概要としては、佐世保市が定める市営住宅の入居要件を類型ごとにまと

め、後述する事実の摘示において、具体的記録の検討を踏まえながらより詳細を

検討する。 

（１）一般住宅 
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ア 申込みにあたっての相談 

  申込者希望者が住宅管理センターに来所し、職員が対応する方法で相談業

務を行っている。 

イ 申込み条件 

    次の７つの条件が揃っている場合でなければ、申し込みができず、申込み

自体を断ることになる。 

① 現に同居し、又は同居予定の親族があること 

② 所得が月額１５万８０００円未満であること 

ただし、裁量階層は２１万４０００円未満、旧町にある住宅の裁量階層は

２５万９０００円未満であること（条例第６条３項） 

※裁量階層：障がい世帯、未就学児がいる世帯、高齢者世帯等（パンフレット

１３頁、条例第６条２項） 

※旧町：旧吉井町、旧世知原町、旧宇久町、旧小佐々町、旧江迎町、旧鹿町町 

（いずれの町も中心部から相当程度離れている地域である。） 

   ③本人及び同居予定親族所有名義の家屋がないこと 

   ④市町村税の滞納がないこと 

   ⑤住宅困窮要件 

    詳細な要件は、第６の「選考」で詳述する 

   ⑥本人及び同居予定親族が暴力団員でないこと 

   ⑦団地自治会に加入し自治会活動に積極的に参加できること 

 （２）若者住宅の場合 

   ア 一般住宅の①及び③～⑦の要件を満たすこと 

   イ 申込時に本人及び同居親族が４５歳未満であること（４５歳に到達する年

度末までに退去） 

   ウ 収入基準はない（パンフレット３頁。条例附則９項） 

（２）シルバーハウジングの場合 
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  ア 一般住宅の②～⑦の要件を満たすこと 

イ 次のいずれかにあてはまる世帯であること 

（ア）常時の介護を必要としない６０歳以上又は障がい者（※）の単身者 

（イ）夫婦のみの世帯で、少なくとも一方が６０歳以上又は障がい者である世

帯 

（ウ）全員が６０歳以上又は障がい者の親族からなる世帯 

（エ）障がい者と６０歳以上の親族からなる世帯 

（オ）障がい者と少なくとも一方が６０歳以上の夫婦 

（※）「障がい者」とは、身体障害者手帳１～４級、精神障害者手帳１～２級、

療育手帳Ａ１～Ａ２・Ｂ１、戦傷病者手帳特別項症～第６項章、原子爆弾

被害者に対する援護に関する法律第１１条１項の規定による厚生労働大臣

の認定を受けている者のいずれかに該当する者 

  （パンフレット３頁、条例第６条２項１号、４項２号） 

（３）車いす仕様のシルバーハウジングの場合 

  ア （２）シルバーハウジングの要件を満たすこと 

  イ 前記障がい者で、常時車いすを使用する者がいること（常時とは、室内外

問わず常に使用している場合に限る。） 

（４）車いす住宅の場合 

  ア 一般住宅の①～⑦の要件を満たすこと 

  イ 世帯構成が（２）シルバーハウジングに規定する前記障がい者で、常時車

いすを使用する者がいること 

（５）単身世帯向け住宅 

  ア 一般世帯の②～⑦の要件を満たすこと 

  イ 次のいずれかに該当すること（一部抜粋） 

  （ア）６０歳以上の者 

  （イ）身体障害者手帳１～４級、精神障害者手帳１～２級又は療育手帳Ａ１～

71



 

Ａ２・Ｂ１のいずれかに該当する者 

  （ウ）生活保護を受けている者 

  （エ）ＤＶ被害者 

（６）裁量階層 

  ア 一般住宅のうち、障がい者世帯、未就学児童のいる世帯、高齢者のみ又は

高齢者と１８歳未満から構成される世帯等 

  イ 上記アに該当する場合、月額所得２１万４０００円以下であること（収入

要件の緩和） 

２ 監査の視点・監査の方法 

  申込段階における必要書類が提出・収集されているか、提出された書類につき

１項「概要」記載の条件をみたす記載内容になっているか、閲覧対象記録を閲覧

する方法で、監査した。 

３ 事実の摘示 

  閲覧対象記録について、申込時に必要な入居申込書兼誓約書や申込受付票が綴

られていない記録はなかった。また、入居申込書兼誓約書には、申込者の収入や

住宅困窮理由を記載する欄があるところ、申込段階において記載に欠けるところ

はなく、一見しておよそ入居要件を充足しない申込の記録もなかった。 

４ 規範 

   １項「概要」記載の条件が規範となる。 

 

５ 意見等 

閲覧対象記録については、全件、申込時に必要な書類が提出され、記載内容も

条件を満たしていたため、特段指摘や意見はない。 

 

第５ 抽選 

１ 概要 
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  募集住宅について、申込者が募集戸数を超えた場合は、抽選で仮当選者を決め

ることとなる。申込者数０の住宅及び申込者が募集戸数以下の場合抽選は行わず、

後者は仮当選扱いとなる。 

仮当選した者は、抽選会終了後にされる説明会にて入居資格審査に係る説明を

受けることになる。ここでなされる説明は、主に事前に配布されているパンフレ

ットに記載されている、必要書類の提出に関するものである。また、仮当選者の

うち、抽選会場に出席しなかった者や、抽選会終了後の説明会に参加しなかった

者に対しては、住宅管理センターから、パンフレットの必要書類が記載されてい

る頁のコピーを添付した上で、「仮当選通知及び入居者資格審査について」とい

う通知書を発送する。また、仮当選者から必要書類等に関する質問がある場合は、

住宅管理センターが個別に質問に対応する。 

 ２ 監査の視点・監査の方法 

  抽選方法は平等か、他方、住宅困窮度を考慮して合理的な差異は設けられてい

るかが監査の視点となる。 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市においては、申込み回数及び世帯状況によって抽選の際の持ち玉数

を増やす（その結果、持ち玉が多い者は当選する可能性が高まる）方法によっ

て、抽選の際の優遇措置を設けている。 

具体的には、①申込み回数が４回目又は５回目の者、②母子・父子世帯（母

親又は父親と２０歳未満の子のみの世帯）、③老人世帯（６０歳以上のみもしく

は６０歳以上と１８歳未満の方のみの世帯）、④多子世帯（３人以上の１８歳未

満の子供をもつ世帯）、⑤障がい者のいる世帯には、抽選の持ち玉を２個とする

優遇措置が採られている（以下、便宜上「優遇対象世帯」という。）。 

また、申込み回数が６回目以上の者は、持ち玉数を３個とする優遇措置が採

られている。 

優遇措置の詳細についてヒアリングを実施し、次のとおり回答を得た。 
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  ア 例えば、優遇対象世帯兼４回目申込など、優遇措置に該当する事由が重複す

る場合に優遇措置の重複適用があるかをヒアリングしたところ、重複適用はな

いとのことであった（この場合、持ち玉は３個でなく、２個となる。）。持ち玉

が３個になるのは世帯の種別にかかわらず６回目以上の申込者のみである。 

  イ 仮当選者が辞退した場合に、次回の申込から、申込回数による優遇措置はな

くなる（１回目からの申込：持ち玉１個となる。）。根拠は条例や規則にあるわ

けではなく、運用としてそのように取り扱っているとのことである（パンフレ

ットには記載がある）。 

    辞退した後に、改めて優遇措置が受けられるのは、再度、優遇措置の対象と

なる回数の申し込みがあった場合である。 

ウ ただし、優遇対象世帯の申し込みは、辞退した後の初回から持ち玉２個とな

る。 

  エ 上記アないしウの優遇措置の取り扱いについて、実際に閲覧対象記録を確認

したところ、いずれも遵守されていることが確認できた。 

（２）監査人及び監査人補助者は、平成３０年６月４日に開催された平成３０年度

の第１期定期募集の抽選会を傍聴した。 

パンフレットの記載と監査人らが傍聴したところによれば、抽選は次の要領

で実施される。 

ア 申込時に受付票（申込書の右側）に受付番号を記入して渡されているとこ

ろ、当該受付番号が抽選番号となる。抽選優遇で番号が複数ある申込者は、

その全てが受付番号（抽選番号）となる。 

受付票には、抽選優遇理由に該当する「母子」世帯・「父子」世帯・「多子」

世帯・「障がい」者世帯・「老人」世帯や、当該申込で申込回数が何回目となる

かを記入する（申込回数の欄に受付印を押し、それ以外は○をつけるように

なっている。）欄があり、優遇措置の有無・内容が判別しやすくなっている。

受付番号の記入欄は一つしかないが、抽選番号が複数与えられる者は、受付
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番号記入欄に抽選番号が記入される。 

例えば、３個の持ち玉が与えられる申込者については、「１、１０１、２０

１」（下 1 桁が同じ数字）の３つの番号が与えられ、与えられた番号が記入さ

れていることを、閲覧対象記録で確認した。 

申込回数に基づく優遇措置に関して、どのように申込回数を確認している

のかを住宅管理センターにヒアリングしたところ、前回申込時の受付票を持

参してもらい、今回の申し込みの際に申込書と共に提出する（回収する）方法

で確認する。例えば、前回申込時が５回目の申込だったものは、受付票に５回

目の申込である旨が分かる受付印が押されており、今回の申込時は６回目の

申込であることが分かるように受付印が押される。閲覧対象記録を確認した

ところ、前回申込時の受付票とともに、今回申込時の受付票が綴られていた。 

また、前回申込時の受付票を紛失した場合に申込回数を確認する方法があ

るかをヒアリングしたところ、当該年度を入れて２年度分であれば申込者の

記録をデータベースで検索できるが、２年度を超えて更に前に申込をした者

で受付票を紛失したものについては申込回数を確認することができず、初回

申込になってしまうとのことであった。 

イ 抽選会は、住宅ごとに公開で抽選を行う。 

抽選器に申込者の抽選番号が書いてある玉を全て入れ、会場の中から代表

者の方に抽選器をまわしてもらい、出てきた玉と抽選番号とが一致した申込

者に順位をつけていく。初めに当たった（一致した）申込者が仮当選、２回目

が補欠１位、３回目が補欠２位となる。 

  抽選器を回す代表者は申込者の中から選び、希望者がいればその者が、い

なければ抽選会に出席した申込者の中から、ランダムに指名することとなる。 

ウ 複数の戸数（住戸・部屋）を募集している住宅は、出てきた番号順で仮当

選順位を決定する。例えば、２戸募集している住宅は、１回目の当選で仮当

選１位、２回目の抽選で仮当選２位を決め、さらに補欠を１位から順に決め
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る。仮当選順位（抽選順位）で希望住宅順位表に従って住戸が決定する。 

  実際に監査人らにおいて傍聴した際、抽選会の結果を記入する用紙を配布

された。抽選開始前には空欄となっているが、住宅ごとに仮当選者番号欄と

補欠番号欄とがある。上記の要領で、仮当選順位や補欠順位ごとに穴埋めし

ていくこととなる。 

  なお、抽選優遇者の番号が複数当選した場合には、２個目以降の当選は無

効となり、もう一度その分の抽選が行われる。 

 

 （例）Ａ住宅 

仮当選順位 １ ２ 補欠順位 １ ２ ３ ４ 

仮当選番号 5 15 補欠番号 101 102 7 12 

  

 上記の場合、Ａ住宅は今回の募集で２戸募集しており２世帯までが入居可

能であること、抽選番号５番（１位）・１５番（２位）が仮当選し、抽選番号

１０１番（１位）・１０２番（２位）・７番（３位）・１２番（４位）は補欠に

なったことが分かる。 

エ 抽選当日に抽選会場に行かなくとも、抽選結果に影響はない。抽選日の翌

日から電話等にて抽選結果の問い合わせができる。なお、県営住宅と市営住

宅に同時申込みし、双方に当選した申込者には、いずれかを辞退してもらう。 

４ 規範 

   条例第９条５項、条例施行規則第５条の２及びパンフレットや業務仕様書に記

載されている抽選方法が規範である。 

５ 意見等 

（１）適切な抽選の実施（評価） 

条例施行規則で設けられている優遇措置は、申込み回数（多ければそれだけ

住宅に困窮していると推測できる。）や世帯の状況（一般的に住宅に困窮しや
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すい類型の世帯と推測できる。）に着目した差異を設けており、合理的なもの

である。抽選方法も、傍聴及びヒアリングした限りでは、パンフレット等に記

載がある方法で行われている。 

また、住宅課及び住宅管理センターで確認した抽選の優遇措置やその取扱い

方法、実際の記録との整合性についてはいずれも閲覧記録で確認ができ、遵守

されていた。＝ 評価 

 

 （２）優遇対象世帯に関して（意見） 

    抽選に関して、佐世保市があらかじめ定めている運用方法の観点からの意見

等は上記のとおりである。一方で、優遇対象世帯は、一般の世帯に比べて類型

的に困窮の程度が高いことが容易に予想される世帯と考えられるところ、閲覧

対象記録を見ただけでも、優遇対象世帯であっても複数回申し込みをし、よう

やく入居できている世帯も複数あった。申込者には平等に市営住宅への入居の

機会が与えられるべきであるが、世帯等の個別の事情に応じた合理的な差異を

設けることまで否定されるものではない。 

ほとんどの自治体の市営住宅では、佐世保市と同様に抽選番号の増加という

優遇措置にとどまっている。もっとも、大阪府和泉市については、優遇対象世

帯については、「福祉世帯枠」を設け、一般世帯と分けて募集を行っているとの

ことであった。このように、抽選番号増加以外の方法による優遇措置も検討さ

れるべきである。＝ 意見 

 

第６ 選考 

１ 概要 

（１）抽選において仮当選した者は、入居資格審査に必要な書類を提出し、入居者

資格審査に進み、市は入居者資格審査を行う。 

入居者選考（一般選考）の基準は次のとおりである（法第２５条１項、法施
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行令第７条、条例第９条１項）。 

これらのいずれかに該当することが必要となる。 

ア 狭隘（現住宅が狭い） 

  住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有

害な状態に居住している者 

イ 世帯分離 

  他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅が無いた

め親族と同居することができない者 

ウ 保安上危険・衛生上有害 

  住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不

適当な居住状態にある者 

エ 立退き要求 

  正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮し

ている者（自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く） 

オ 通勤距離が遠い 

  住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされてい

る者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者 

カ 高家賃 

現在の居住先の家賃が収入に比して高い結果、困窮している者 

キ その他 

    前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者 

 （２）必要書類 

    住民票関係書類（省略なきもの）、戸籍謄本、現在居住先の家賃領収書等、収

入を証明する資料、市町村税に滞納がないことの証明、佐世保市営住宅申込受

付票（申込時に交付されるもの）などが、必要書類となっている。閲覧対象記

録では、「定期募集入居資格チェックリスト」が活用され、選考段階において提
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出されていなければならない必要書類の一覧を、申込者ごとに確認できるよう

に工夫がされている。 

 （３）必要書類の提出期限 

    仮当選者は、書類審査期間中に必要書類を提出しなければならず、期限内に

書類の提出がない場合は、辞退したものとして取り扱われる（住宅管理センタ

ーから、辞退したものと取り扱う旨の通知書「市営住宅書類審査について（結

果）」が送付される。）。 

２ 監査の視点・監査の方法 

  選考が適切に行われているか、選考段階での必要書類は提出されているか、法

令及び佐世保市作成の受付要領等を参考に検討する。 

また、上記した入居申し込み理由である現に住宅に困っていることの要件（困

窮要件）を満たすか否かを中心に監査する。 

３ 事実の摘示 

（１）閲覧対象記録の中で、およそ次の４項「規範」記載の要件いずれにも該当し

ない申込理由（困窮理由）によって申し込みがされている世帯はなかった。チ

ェックリストが活用されていることもあり、必要書類に不備がある世帯もなか

った。 

もっとも、閲覧対象記録のうち、高家賃を理由として住宅困窮要件が肯定さ

れた世帯で、市営住宅入居前の家賃と入居後の家賃との差額が５０００円未満

のものが１件のみ発見された。 

（２）上記のほか、第７「入居者選考委員会」の際に使用された入居者選考名簿の

記載についても触れる。 

困窮の理由として圧倒的に多いのは高家賃である。また、後記規範で困窮理

由として明記されている困窮理由ではないが、現在入居がされている世帯とし

て、子どもの通学距離が遠いことを理由とする世帯が１件、保安上危険又は衛

生上有害を理由とする世帯が３件、「佐世保市に戻りたいから」を理由とする世
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帯が４件あった。 

   上記のうち、「佐世保市に戻りたいから」という理由を困窮理由として認めて

いる根拠を確認したところ、市外からの転入希望者で他の入居要件を満たすも

のについては、佐世保市の人口増加に寄与する点、佐世保市内には住居を有し

ていない点を考慮し、困窮理由の「その他」に該当するものとして、入居を認

める（困窮理由を肯定する）運用にしているようであった。 

４ 規範 

  １項の概要記載の申込理由記載の要件が規範となる。 

市営住宅受付要領では、申込理由について、現に住宅に困っていることが申し

込みの条件であること、受け付ける申込理由は次のとおりであることが記載され

ている。 

  ・狭い（狭隘） 

   現在居住している部屋が申し込みをしようとする部屋より著しく狭い場合 

  ・家賃が高い（高家賃） 

   現在支払っている家賃が申し込みをしようとする部屋より著しく高い場合。な

お、どのように高家賃を認定するかヒアリングしたところ、住宅課からは、現

在の家賃と入居決定後の家賃とを比較し、月額５０００円以上低額となるかを

目安とする旨の回答があった（家賃が５０００円以上低額になった場合に高家

賃の要件を満たすという基準は、条例やマニュアル等の資料にはなく、住宅課

内部で採用されている基準（不文律）である。）。 

  ・世帯分離 

   現在住んでいる人数が多くて世帯を分ける、何らかの事情で今の世帯から別居

するなど。この場合、現在同居している者全員分の住民謄本の提出が必要となる。 

  ・結婚のため 

   現在婚約中で新居を探している場合。この場合、親族作成の婚約証明の提出が

必要となる。 

80



 

  ・立ち退き請求を受けている 

   公共事業の立ち退き、民間の借家を借りているが老朽化等の理由で立ち退くよ

う求められている場合。この場合、賃貸人等からの立ち退き請求書が必要とな

る。 

  ・通勤距離が遠い 

   現在居住している家から職場までの通勤距離が申し込みしようとする住宅よ

り著しく遠い場合。片道２０ｋｍ以上離れていること（同一旧町内、旧市の同

一地区内での申し込みは原則不可。）。 

  ・別居中の家族と同居のため 

   現在別居中の親族と併せて申し込む場合。この場合、親族関係を確認するため

戸籍謄本等が必要となる。 

  ・その他：受付要領の記載はないが、条例第９条６号では、現に住宅に困窮して

いることが明らかな者についても困窮理由としている。 

  ・なお、受付要領では、保安上危険又は衛生上有害については、原則受け付けな

いとの記載があった。 

 

５ 意見等 

 （１）保安上危険・衛生上有害を理由とする件（意見） 

受付要領記載の保安上危険を入居理由とする申し込みは原則受け付けない旨

の記載がある。 

しかしながら、そもそも条例にて保安上危険・衛生上有害は入居理由として

定められており、住宅困窮要件を定める法施行令第７条においても、１号で真

っ先に保安上危険・衛生上有害の要件が挙げられている。保安上危険・衛生上

有害の要件は、位置づけとして住宅困窮要件の典型例ととらえることができる。

これを原則入居理由として認めないとする記載は不適切である。＝ 意見 

   上記意見に対して、住宅課からは、軽微なものまで受け付けないようにする
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という趣旨で「保安上危険・衛生上有害」を理由とする受付は原則受け付けな

いという表現にしていたこと、誤解を招かないように今後修正を行う旨の回答

があった。 

なお、実際の運用としては、保安上危険・衛生上有害の要件で入居を認めて

おり、条例に違反している運用ではなかったため、指摘とまではしていない（た

だし、実際の運用の際の指標となる受付要領にて原則受け付けないとされてい

る以上、本来申込可能な入居希望者が、申込の窓口段階で申込書不受理等の方

法により排除されたり、申込を躊躇する要素となりかねないため、注意が必要

である。）。 

また、危険性の裏付けをどの程度要するかという問題点が残るが、住宅に困

窮する市民への供給の必要性がある一方で、市営住宅は要件を充足する真に住

居に困窮している住民に供給されるべきである。このような観点から、申込段

階で市職員や住宅管理センター（指定管理者）による現認までは要しないが、

申込者に現居住地の写真を持参させ（現像した写真か、データの写真かは問わ

ない。）、その写真を申込書と共に提出させ記録に綴る等の方法により、客観的

な資料から保安上危険・衛生上有害の内容・程度を把握することが望ましい。

＝ 意見 

 

（２）遠距離通学（意見） 

「子どもの通学のため」という理由は、条例、受付要領いずれにも記載され

ていない。一方で、遠距離移動の不便については通勤に限定する必要はないた

め、遠距離通学を困窮の理由とすることも直ちに否定すべきでない。ただし、

市民の平等の観点から、遠距離通学も困窮理由として扱うのであれば、その旨

を担当職員に周知する必要はある。そこで、遠距離通学の場合を困窮理由とす

るか否かを十分議論して検討し、仮に困窮理由とするのであれば、運用の統一

のために、受付要領に明記すべきである。＝ 意見 
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    世帯の収入にとって不可欠の要素となる勤務（通勤）と、世帯の子どもが教

育を受けるための通学とは、住宅困窮要件という観点に照らすと、自ずから差

異はあろうが、インターネットで簡易検索した限りであるが、通学を通勤と同

様に公営住宅の困窮理由として挙げている自治体（島根県雲南市）もあったの

で、参考にされたい。 

 

 （３）高家賃（意見及び指摘） 

    高家賃か否かを判断するための５０００円以上低額となるかを目安にする

という基準については、口頭での引継ぎだけでなく、マニュアルや業務仕様書

へ明記することが望ましい。＝ 意見 

    一方で、１件のみとはいえ、高家賃を住宅困窮要件としつつ入居前と入居後

の家賃の差額が５０００円未満である世帯があった。おそらく、具体的な事情

のもとで、５０００円未満でも「高家賃」として認めたものと推測はできる。

したがって、監査人としても、すでに入居が認められているところを取り消す

ようなことまでは考えない。しかし、当該世帯について、いかなる理由で高家

賃（困窮理由）を肯定したのか検証が不能であるのも問題である。＝ 意見 

さらに、前記の５０００円ルールをそのまま当てはめれば、「高家賃」には該

当しないことになるはずである。その意味で、形式的には、佐世保市が定めた

ルールに反している運用であったといわざるをえない。＝ 指摘 

    ところで、「高家賃」とは、法施行令第７条５号によれば「収入に比して著し

く過大な家賃の支払いを余儀なくされている者」をいうとされている。収入に

比しての要件がある以上は、従前の家賃よりいくら低額になるかのみを問題と

するのみでなく、市営住宅入居前の従前の家賃が世帯収入のどのくらいの割合

を占めるのかを問題とすべきである。入居後の家賃が低額となる事情を、高家

賃を認定するか否かの考慮要素の一つとして検討することは構わないと思わ

れるが、上記施行令で定められている定義からすれば、いかなる場合を高家賃
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というのか、佐世保市における基準を改めて定めるべきである。＝ 意見 

これまでどおり５０００円以上低額となる場合に「高家賃」を肯定するとい

うのであれば、少なくとも、５０００円以上低額となることがどうして「収入

に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者」に該当するのか

説明できる必要はあろう。 

 

（４）「佐世保市に戻りたいから」（意見） 

困窮理由のうち、「佐世保市に戻りたいから」という理由を困窮理由として認

めている根拠は、市外からの転入希望者で他の入居要件を満たすものについて

は、佐世保市の人口増加に寄与する点、佐世保市内には住居を有していない点

を考慮し、困窮理由の「その他」、すなわち「現に住宅に困窮していることが明

らかな者」に該当するものとして、運用している。 

しかしながら、佐世保市の人口増加に寄与する点というのは、「現に住宅に困

窮していることが明らかな者」とは関連しない。また、佐世保市内には住居を

有していない点を理由とすると、たとえば同条件の市内の方、市外の方がいる

場合、市内の方については「市内に住居を有していない」ということはありえ

ないのであるから、そのほかの困窮理由が必要となってくるため、市外に住む

者を事実上優遇していることになりかねない。 

監査人としても、市営住宅に入居できることで佐世保市に現に戻ってくる人

がいるという政策的効果は評価したい。 

したがって、「佐世保市に戻りたいから」というのを困窮理由とするのであれ

ば、「佐世保市に住居を有しない」という点ではなく、ほかの観点から「現に住

宅に困窮していることが明らかな者」に該当するとの理論建てをすべきである。

＝ 意見 
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第７ 入居者選考委員会 

１ 概要 

   入居者選考委員会については、条例第１１条～１６条に規定されている。 

 （１）設置 

入居者選考委員会は、入居者を選考するための市長の諮問委機関として設置

される。 

 （２）委員の構成・任期 

委員会は、関係団体の代表者３人、市の職員１人の合計４人の委員で構成さ

れ、市長が委嘱し又は任命することで選任される。委員の任期は２年であり、

再任も可能である。 

 （３）決議 

決議は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、委員長の決すると

ころによる。 

２ 監査の視点・監査の方法 

  入居者選考委員会における結論が、入居決定をするか否かの実質的最終判断と

なるから、必要事項が適切に検討されているか、法令等に照らして監査する。 

３ 事実の摘示 

   傍聴した入居者選考委員会について、議事にあたっての参考資料及び議事録を

参照し、また、傍聴の際の様子・聴取内容等を事実として摘示する。 

（１）傍聴した入居者選考委員会の日時及び場所 

平成３０年９月２１日（金）１３：３０～１４：３０ころ（なお、当初は１

３：３０～１５：３０（２時間）の予定と聞いていた。）に、佐世保市役所８階

会議室で行われた。 

 （２）出席者等 

ア ４名の委員が出席した。 

なお、開始当初は３名出席の状態であり、残り１名は２５分程度遅れての
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出席であった。 

イ 委員長が定足数充足、４名出席と宣言した。 

ウ 事務局として、市の職員３名が同席した。 

内訳：住宅課長１名、同課長補佐１名、住宅課職員１名 

エ 監査人１名及び監査補助者３名が傍聴した。 

（３）議事 

ア 当選者について 

事務局提案どおり決定した。 

すなわち、事前に事務局（市職員）が、当選結果等に基づいて入居決定者

案を作成し、本委員会での議論を踏まえて、当該事務局作成案どおりに入居

決定妥当の判断がなされた。 

   イ 議事の様子 

     事務局が、募集住宅、住宅毎の募集状況や当選者等（申込者数、当選者倍

率、辞退者、補欠当選等）を報告し、委員から質問があれば適宜答えるとい

う形で議事が進んだ。 

     また、新築物件や解体予定物件の扱いや、それに伴う入居者の移転、当選

したにも関わらず辞退した者の理由やその後の扱い、隣接する県営住宅入居

者と市営住宅入居者間のトラブルについても質疑応答がなされた。 

   ウ 特に気づいた点 

迷惑行為をした者のリスト化が議論されていた。あわせて、明け渡しの訴

訟も検討されていた。 

また、仮当選後の辞退者について、県営住宅に当たったからという理由が

多いことが議論された。 

 ４ 規範 

   前記１項「概要」記載の事項及び法令に規定されている審査において必要な各

手続及び各要件が規範となる。 
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 ５ 意見等 

 （１）入居者選考委員会の定足数について（意見） 

    佐世保市営住宅条例には、委員の定数や任期、過半数で可決する等の規定を

置く一方、定足数の規定が置かれていない。監査人及び監査人補助者が傍聴し

た期日において、委員長が定足数を満たす旨を宣言していたところ、４名中何

名以上の出席で定足数を満たすのかいかなる基準で判断したのか不明であっ

た。 

この点を住宅課にヒアリングしたところ、定足数の規定は存在せず、委員長

の裁量によって決定していること、入居者選考委員会の日程自体を事前に各委

員全員が出席している日程で調整しているとのことであった。平成２７年度～

平成２９年度までの３年分の議事録を確認したところ、平成２７年度第３期の

委員会（１２月１１日実施）及び平成２８年度第１期の委員会（６月１４日実

施）の出席者は３名であったが、他の委員会はいずれも４名全員の出席であっ

た（２名以下の出席会はなかった。）。 

とはいっても、実際に全員が揃わない可能性もあろう。 

これまでの運用の実態を踏まえ、定足数やその他実際の委員会内で想定され

る細部の要決定事項について、明文化することが望ましい。＝ 意見 

 

 （２）入居者選考委員の出席数について（意見） 

   また、上記傍聴期日において、委員長が委員会の開催を宣言した当初、出席

委員は４名中３名であった。残り１名は２５分遅れてきたため、これを当初か

ら出席として扱うことはできないはずである。正当な理由で欠席の場合は止む

を得ないとして、出席委員は全員が仮当選者を当選者ひいては入居決定者とし

て良いかを審理・判断するのであるから、出席委員全員によって当日の議題が

検討されなければならない。 

入居者選考委員会は、当選したもののうち、審査を通過して入居決定前のほ
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ぼ最終段階で当該申込者の入居の最終の是非を判断する重要な機関である。し

たがって、全員参加を前提とした現在の運用であれば、委員全員が開始から最

後まで参加するように徹底すべきである。＝ 意見 

 

（３）議論の内容について（意見） 

   当初２時間の予定と聞いていたところ、委員会自体がその半分の１時間で終

了した。 

   他面、事前に必要書類等により住宅課において、おおよそ振るい分けが完了

しているなかで、多数の案件すべてについて、入居理由やその裏付けを一から

確認することは無駄にもなるし、現実的でもない。 

   そこで、委員会の時間に余裕がある場合などは、案件を何件かピックアップ

し、本当に困窮の理由があるのか（入居理由を満たすのか、その裏付けはある

のか等）を確認するなどの方法も検討されたい。＝ 意見 

 

（４）入居者選考委員会での委員意見の住宅課内周知について（意見および評価）   

ア 傍聴した同委員会では、次のとおり、市民感覚の有意義な意見が発せられ

てもいた。 

・以前からだが、何故、入居辞退の理由に「県営住宅に当選したから、辞

退する。」という理由が散見されるのか（当該委員会では３名、同理由に

よる辞退者がいた。）。 

・失格理由に「税の滞納のため」とあるが、生活保護受給者には、少し猶

予が認められても良いのではないか。 

・申込者が生活保護を受けている場合、福祉部局と事前に連携をとってい

ないのか。 

イ しかし、住宅課内で「入居者選考委員会議事録」が、必ずしも各職員に回

覧されるわけではない。出席した課長と課長補佐の判断により、回覧の要否
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が判断されるとのことである。 

入居者選考委員会は、住宅課が一般の佐世保市民から直接意見を聞くこと

ができる数少ない機会である。市民感覚の意見を知り、市民のための施策に

生かすためにも、職員全員に回覧して「市民の生の意見」を伝えるべきと考え

る。＝ 意見 

ウ 委員からの意見を端緒に、監査人は、生活保護受給者が、住宅に困窮して

市営住宅の申込に来た場合に、市役所内部（住宅課と生活福祉課）でどのよ

うな連携がなされているかについて、ヒアリングした。 

生活保護受給者については、引っ越し・転居を希望する場合、生活福祉課の

了解が先に必要になるため、住宅課においては、申込希望者に対して、先に生

活福祉課の了解を得るよう指導するとのことであった。また、住宅困窮の理

由が切迫している場合は（例えば、居住家屋が崩落したなどの場合）、住宅課

にて入居決定が出た場合、生活保護受給者へ通知書を発送するのでなく、生

活福祉課に直接入居決定を届けることで、速やかに市営住宅に入居できるよ

う手配するとのことであった。 

また、別の例として、ＤＶを受けている者や犯罪被害者など、市役所による

支援・生活保護・住宅の３点が同時に必要な市民については、人権男女共同参

画課・生活福祉課・住宅課・本人の４者が同時に面談し、より適切かつ迅速な

対応をとるための連携を図っているとのことであった。 

当該連携については、適切な体制ができていると感じた。＝ 評価 

 

（５）録音について（意見） 

入居者審査委員会では録音が行われていなかった。議事録の正確性を担保す

るためにも録音した方が良いと考える。監査人補助者の一人の経験によると、

同人が関わった佐世保市の他の委員会では、全て録音されていたとのことであ

る。＝ 意見 
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第８ 入居決定後、実際の入居までの手続  

１ 概要 

（１）入居決定後の流れ 

   入居決定者は、入居決定のあった日から１０日以内に請書の提出等入居契約

手続をしなければならない（条例第１９条１項）。 

   入居決定がされた者については、佐世保市住宅課により入居決定通知書及び

敷金納付書が作成される。入居決定通知書及び敷金納付書は、まず住宅管理セ

ンターが受領し、住宅管理センターによる入居契約案内が開始する。 

住宅管理センターは、入居決定者に対して敷金納付書を送付し、個別に連絡を

取って入居契約に関する説明を実施する（この際、入居者は説明用のＤＶＤを視

聴する。）。 

入居決定者は、説明を受け、入居先住戸の下見を実施し、破損個所がないかな

ど室内の点検報告書を作成する。破損個所等があった場合は、住宅管理センター

に対して補修等を依頼する。 

下見には土日を挟むなど数日間が与えられ、下見の際は入居先住戸の鍵が１本

貸出され、下見が完了した際、鍵は一度住宅課に返還される。 

その後、請書（賃貸借契約書に相当）や誓約書（連帯保証人の連署が必要）の

作成、敷金納付書の提出等をもって入居契約の成立となる。 

   入居契約が成立した後、入居決定者には入居先住戸の鍵が３本渡され、住宅

管理センターによって作成される入居可能日通知書が送付される。 

入居可能日から家賃が発生し（月の途中の場合は日割り計算となる）、入居者

は入居可能日から原則１０日以内に入居しなければならない（条例第１９条６

項）。 

その後、入居者は住民票を異動し、異動後の住民票を住宅管理センターに提出

する。 

（２）入居者に対する説明用ＤＶＤ 

90



 

  入居が決定している者に対する入居契約案内の一環として、説明用のＤＶＤ

動画がある。ヒアリングしたところ、入居者に配付される「すみたかノート」と

同じ内容を映像で説明するためのものである旨説明があった。 

実際に上記動画「佐世保市営住宅説明会ビデオ」を視聴した。 

再生時間は約３０分あり、実際の市営住宅や住宅管理センター職員が登場す

るなど、親しみやすく、また、視聴者（入居予定者）が理解しやすいように工夫

がされている。内容は、すみたかノートに記載されている内容に沿う説明のほ

か、入居申込のパンフレットに記載されている内容にも言及しており、入居申

込時・入居決定時・入居決定後を通して必要な手続、必要な提出書類のほか、実

際の入居後に気を付けるべき点への言及がされていた。 

２ 監査の視点・監査の方法 

  入居決定までの各要件をクリアした現に住宅に困窮する者に対して入居決定

がなされた以上、可及的速やかに実際の入居まで進むことが望ましいため、閲覧

対象記録について、入居決定後の諸手続が遂行されているかを監査した。 

３ 事実の摘示 

  請書・誓約書の提出、連帯保証人の連署や印鑑登録証明書の提出、敷金の納付

など、必要書類について提出がない世帯はなかった。 

最終的に申込・選考・入居契約の各段階で収集された資料がすべて揃っている

かチェックリストが活用されており、収集書類の綴りに穴がないかの確認に役立

っている。 

チェックリストに挙げられている必要書類は①請書、②誓約書、③連帯保証人

の印鑑証明書、④収入証明資料、⑤敷金納入通知書、⑥申込書兼誓約書、⑦申込

受付票、⑧資産保有状況確認誓約書兼同意書、⑨住民票又はマイナンバー提供依

頼書、⑩警察照会結果である。 

  ただし、平成２８年申込の件で、入居決定通知書作成日より１０日を期限とす

る各提出書類が存するが、請書の日付が１７日後となっており、期間延長されず
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に１０日の期限を徒過していた。また、別のケースでは、１０日の期限の徒過の

原因が記録上明らかでないものがあった。 

４ 規範 

  条例第１９条では、１項ないし６項に、入居決定後の手続が規定されている。

詳しく説明する。 

① 入居決定者は、入居決定（行政内部の判断）があった日から１０日以内に、

連帯人の連署する請書を提出し、敷金を納付しなければならない（同条１

項１号・２号）。 

② 入居決定者がやむを得ない事情により①の期間内に手続をとれない場合は、

市長が指示する期間（延長期間）内に、①の手続をしなければならない（同

条２項）。 

③ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、請書に連帯保証人の連

署を必要としないことができる（同条３項）。 

④ 市長は、入居決定者が①又は②の期間内に手続をしないときは、入居決定

を取り消すことができる（同条４項）。 

⑤ 市長は、入居決定者が①又は②の手続をした場合は、入居可能日を通知し

なければならない（同条５項）。 

⑥入居決定者は、⑤の入居可能日の通知から１０日以内に入居しなければなら

ない。ただし、特に市長の承認（延長）を受けたときはこの限りでない（同

条６項）。 

 

５ 意見等  

（１）提出期限について（指摘） 

記録上、大部分の入居決定者については概ね３日以内に入居にあたって必要

な書面の作成や諸手続が遂行されていた。 

また、何らかの理由で入居契約後１０日以内に入居ができない理由のある世
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帯についても、いずれも入居までの期間の延長に関する必要書類の作成・提出

がなされていた。 

婚約証明書、単身入居の入居者資格認定のための申立書など、困窮要件や単

身世帯申込者等特定に物件について要求される必要書類については、いずれも

提出及び記録がされていた。 

入居決定後は、市役所住宅課及び住宅管理センターから入居決定者に対して、

迅速に入居に向けた手続が進められたことがうかがわれる。 

もっとも、事実の摘示に記載したとおり、期限延長されずに、入居決定後の

必要書類が期限内に提出されていないものが少なくとも２件発見された。提出

期限を徒過する理由は様々であろうが、入居決定後、１０日以内の必要書類提

出の期限は遵守されるべきである。＝ 指摘 

 

（２）記載の訂正（意見） 

条例上は、４項の「規範」に記載した内容が、入居決定後の手続の各期限で

ある。この点、入居募集のパンフレットには、入居の手続について、「敷金の納

付」「連帯保証人１名の署名がある請書・誓約書等の提出」「その他個別にお願

いする資料・証明書の提出」とあり、当該３つの「手続後１０日以内に入居し

てください。」という記載がある。 

しかし、条例に沿って記載する場合、当該３つの「手続後、入居可能日の通

知がありますので、当該通知から１０日以内に入居してください。」という記載

の仕方が正確となる。＝ 意見 

   なお、住民票の異動については、通常の引っ越しの際と同様に１４日に行う

必要がある（住民基本台帳法第２２条ないし２３条）。 
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第９ 本章全体のまとめ・マニュアル等作成の必要性（意見） 

   入居関係手続については、入居者を決めるための要件やその必要書類、必要な

手続の流れなど、定型的に行える業務が多い項目であり、また、その事例やノウ

ハウについての蓄積も容易と考えられる。 

一方で、法や条例においては、手続の細部まで規定されているわけではなく、

現場で作成されているマニュアル・業務仕様書・受付要領の記載、ガイドライン

の記載、また、代々職員間で口頭にて引継ぎがなされている基準が存在し、具体

的な運用はこれらに委ねられている部分が大きい。これらのマニュアル等での引

継ぎについては、住宅課と指定管理者である住宅管理センターとで持っている主

要な書式・情報等が統一されておらず、また、参照する場合もその対象が多数存

在するため、必要な情報の収集・探索をするために最低限の知識が必要となる（本

章の監査においても、必要な情報の収集・探索・一元化に相当程度の労力を要し

た。）。個々の職員の力量によって扱いや運用が異なる可能性があり、法的安定性

の観点から望ましくない。 

これら必要な情報を統一するため、マニュアル等で引き継がれている基準につ

いては統一した一部の冊子等にまとめた上で、新たな情報については適宜追加す

るものとし（情報の一元化）、かつ、住宅課の職員及び住宅管理センターの職員い

ずれもが同一の冊子等を持ち、いつでも参照できる状態（一元化された情報の共

有化）となっているのが望ましい。＝ 意見 

94


