
第４章 入居後、契約中の事務 

（ただし、駐車場、高額所得者・収入超過者、退去・明渡関連を除く。） 

第１ 概要 

 １ はじめに 

法第１条は、公営住宅の目的として「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、

…国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」を掲げる。 

そして、第１章でも述べたとおり、公営住宅に関する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、そのことから、佐世保

市と全国や他の地方公共団体との比較が、監査の視点の一つとなる。 

また、平成８年以降、数度にわたり法改正がなされていることから、法律（条

例）に基づく行政の観点より、佐世保市における公営住宅法及び佐世保市条例

に基づく施策の実施状況が、監査の視点の一つになる。 

 ２ 国の報告書・通知等 

 （１）平成３０年１月付の「総務省報告書」 

これも第１章で述べたところであるが、平成３０年１月付の「総務省報告

書」によって、現在、改善が特に求められている「公営住宅制度の問題点」が

明らかにされた。 

総務省報告書にみる、本章の関連事項としては、①保証人の確保が困難な

入居希望者への対応、②家賃滞納者に対する的確な対応及び支援である。そ

の内容については、①につき総務省報告書２４頁から２７頁、および②につ

き４７頁から５１頁までを抜粋する。 

 

 

  

95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



上記抜粋のとおりであるが、以下、監査人においてポイントと考える部分

をまとめた。 

ア 保証人の確保が困難な入居希望者への対応 

（ア）保証人を確保できないことにより入居辞退した者は、１１都道府県等

で６５件。ただし、調査６９都道府県等のうち、入居辞退数を把握して

いるのは４３都道府県等の状況である。 

保証人の確保が困難な場合には、保証人の免除などの配慮が必要であ

る。 

   （イ）調査６９都道府県等の全てで、条例等により、入居手続として保証人

を求めており、４４都道府県等（６３．８％）で１人、２５都道府県等

（３６．２％）で２人の保証人を求めている。 

また、入居決定者と同程度以上の収入を有する者など収入要件を設定

しているものが６３都道府県等（９１．３％）、市内に居住している者

など居住地要件を設定しているものが５３都道府県等（７６．８％）で

ある。 

（ウ）保証人免除の特例措置を導入しているのは４８都道府県等（約７０％）

である。 

対象となる者の主な属性は、生活保護受給者が２２都道府県等（４８．

８％）、高齢者が１３都道府県等（２７．１％）、障がい者が１０都道府

県等（２０．８％）、配偶者からの暴力の被害者が１０都道府県等（２

０．８％）である。中には、留学生のみを対象としている例も見られる。 

（エ）特例措置を導入している４８都道府県等の中には、「入居者の緊急時

の対応のため、保証人に代えて緊急時の連絡先の登録を求める」、「家

賃滞納が生じた場合には、自立相談支援機関と連携した支援を実施する

こととしている。」等の例が見られた（名古屋市）。 

（オ）特例措置を導入している４８都道府県等では、入居募集時に特例措置
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についてホームページ等により周知を図った上で、高齢者、障がい者、

生活保護受給者等を対象として特例措置を適用し、平成２９年３月現在

で保証人免除の特例措置による入居者が全入居者の約３割を占める状況

となっている。 

（カ）法人保証を認める措置を導入しているのは３都道府県等（約４％）の

みであった（大田区、米沢市など）。 

（キ）勧告（所見） 

国土交通省は、公営住宅への入居希望者の円滑な入居の促進を図る観

点から、保証人の確保が困難な者に対する支援を充実させるため、都道

府県等における保証人の確保に関する実態を的確に把握するとともに、

都道府県等に特例措置や法人保証に関する必要な情報提供等を行う必要

がある。 

イ 家賃滞納者に対する的確な対応及び支援  

（ア）平成２８年１１月現在の滞納状況が分かる６２都道府県等の公営住宅

入居者のうち、１割強が１ヶ月以上の滞納世帯である。 

また、平成２７年度末において、滞納世帯（全国）のうち滞納期間３

ヶ月以上のものが５８％もある。 

これらに的確に対応するためには滞納理由・事情や生活状況を早期か

つ十分に把握することが重要である。問題事例として 

・不定期ではあるものの、滞納家賃の納付が行われているとして滞納

理由を積極的に把握していないとする事例 

・入居者の死亡や正式な退去手続を経ない転居により居住の実態がな

いにもかかわらず、督促状の送付にとどまり居住の実態の確認が行

われなかった事例 

があった。 

（イ）いわゆる銚子事件を受け、国土交通省が家賃滞納者に対する住宅局と
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福祉部局の連携を要請しているにもかかわらず、その対応が不十分で、

迅速な福祉的支援が必要であるにもかかわらず実行されなかった事例が

ある。 

（ウ）調査した６９都道府県等のうち、住宅部局と福祉部局とが連携した支

援を行うため明文化した仕組みを有するものが２都道府県等ある（名古

屋市、広島市）。例えば、家賃滞納者が生活に困窮している場合、住宅部

局は原則、福祉部局を案内する。案内後、反応がない者に対して福祉部

局と同行して臨戸訪問した上で同部局による支援に移行するという仕組

み（名古屋市）。 

（エ）勧告（所見） 

・都道府県等に対し、家賃滞納者の状況を適時的確に把握した上で、必要

な対応を講じるよう要請すること 

 ・住宅部局と福祉部局が連携した支援の具体例を都道府県等に示すこと等

により、両部局の連携を図ること 

 ・家賃を滞納している住宅扶助受給者にかかる住宅部局と生活保護担当部

局の情報の共有について、その取り組みを促した上で、生活保護担当部

局における代理納付を的確に実施させること 

※ なお、代理納付の実施にあたっては、被保護者の同意及び委任状等は

要しない（平成１８年３月３１日付社援保第０３３１００６号厚生労働

省社会・援護局保護課長通知）。 

職権により代理納付を実施している地方公共団体もある（住宅部局と

福祉部局の間の個人情報共有については、個人情報保護条例等に基づい

て行われている。）。 

（２）「公営住宅管理の適正な執行について」ほか 

 国土交通省より、平成３０年２月２３日付けで出された「公営住宅管理の

適正な執行について」（国住備第１８０号）、および国土交通省が「総務省
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報告書」に基づく勧告を受けて、上記「平成３０年２月通知」に次いで発し

た「公営住宅制度について」に関しても、第１章で述べたとおり、佐世保市

における（上級庁である）国土交通省の通知の実施状況が、監査の視点の一

つになる。（＝「行政組織の一体性」の観点） 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

 第１「概要」でも触れたが、近年、公営住宅に関する種々の権限が地方公共

団体に移管されていることを踏まえ、本章では、次の観点をもとに監査を行う

こととした。 

１ 市営住宅入居者に対して、平成８年以降の数度にわたる法改正に適宜対応し

た事務手続（施策の立案・実施・改善）が行われているか（＝「法律（条例）に

基づく行政」の観点）。 

２ 市営住宅入居者に対して、平成元年以降繰り返し発せられている国土交通省

通知に適宜対応した事務手続（施策の立案・実施・改善）が行われているか（＝

「行政組織の一体性」の観点）。 

３ 佐世保市営住宅入居者の入居条件が、全国や他の地方公共団体と比較して不

利な条件になっていないか。 

４ 総務省報告書で特に問題点として指摘されている「住宅確保要配慮者」に対

する施策が的確に実施されているか。 

５ １～４を踏まえた上で、事務の効率化、費用対効果等の検討を行う。 

 以上の観点を念頭に、住宅課・指定管理者から資料提供及び説明を受け、佐世

保市の現状を調査した。 

 

第３ 収入申告、入居世帯の収入分位等について 

 １ 事実の摘示 

佐世保市の現状は、次のとおりである。 
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 （１）佐世保市の手順 

毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき決定される（法

第１６条１項、条例第２２条、第２３条）。収入申告の方法については、法

施行規則第７条、条例施行規則第１２条に規定される。 

佐世保市における具体的方法は「佐世保市営住宅等指定管理者業務マニュ

アル」（以下、「業務マニュアル」という。）に定められており、その概要は

フローチャート「収入申告業務」のとおりである。 
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※ 佐世保市では、収入申告書の中に税情報を調査する同意を得た上で、税情

報を調査し確認している。 

 一方、同意しない者（収入未申告者）に対しては、法第３４条、条例第４

４条（収入状況の報告の請求等）を根拠に、課長決裁で税務部局より税情報

を取得し確認している。もっとも、その手続は文書化されていない。 

 なお、不同意者の税情報を取得確認したとしても、収入未申告者であるこ

とには変わりがないことから、近傍同種家賃が賦課される。 

 

 （２）佐世保市の実情 

     ア 「公営住宅」入居世帯の収入区分 

   （ア）最も収入が少ないⅠ分位の入居世帯の割合は、７５％前後にとどまる。 

      一方、法律上の入居条件を満たす入居世帯（Ⅰ～Ⅳ＋裁量階層＝約８９

％）以外の入居世帯（＝入居条件以上の収入を得ている入居世帯）の割合

は、約１１％である。 

 収入未申告世帯の割合は、０．６％前後である。 

 平成２９年度は、過去５年間で、Ⅰ分位の入居世帯割合が最も低く（７

４．６９％、一方、入居条件以上の収入を得ている入居世帯の割合が最も

高い（１１．１％）。 

（イ）高齢者、障がい者世帯等、特に居住の安定を図る必要がある場合「～

４０％」まで、事業主体の判断で入居収入基準を引き上げることができ

る（裁量階層。平成８年法改正。）。 

佐世保市は、①小学校就学前の児童がいる世帯、②高齢者、障がい者

のいる世帯を対象にしている。 

さらに、入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他

の事情を勘案し、特に住居の安定を図る必要がある場合を条例で定める
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ことで、入居収入基準を「～５０％」を上限として条例で定めることが

できる（裁量階層の上限。平成２３年法改正。）。 

佐世保市では、当該条例は定められていない。 

（ウ）収入未申告者（税情報調査に同意しない者）については、法第３４条、

条例第４４条（収入状況の報告の請求等）による報告の請求を行ったに

もかかわらず入居者がその請求に応じないとき、近傍同種家賃となる（法

第１６条１項、条例第２２条１項）。 

佐世保市では、法第３４条等により、当該入居者本人に報告を求める

が、入居者の雇主・取引先・その他の関係人に報告を求めたことはない。  

しかし、同法等に基づき、課長決裁で税務部局より税情報を確認して

いる。もっとも、その手続は文書化されていない。 
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 「公営住宅」の入居世帯の収入分位推移（％）：（ ）は裁量階層うち数％ 

収入分位 

(政令月収(円)) 

 H25 

4482戸 

 H26 

4405戸 

 H27 

4444戸 

 H28 

4390戸 

 H29 

4296戸 

 全国 

 (H27) 

Ⅰ：～10% 

(0～104,000) 

75.10 

 

75.34 

 

75.92 

 

75.76 

 

74.69 

 

 78.1 

 

Ⅱ：～15% 

(～123,000) 

 4.93 

 

 4.81 

 

 4.77 

 

 5.12 

 

 5.00 

 

  4.2 

 

Ⅲ：～20% 

(～139,000) 

 3.85 

 

 3.74 

 

 3.26 

 

 3.41 

 

 3.53 

 

  3.0 

 

Ⅳ：～25% 

(～158,000) 

 3.56 

 

 4.08 

 

 3.89 

 

 3.57 

 

 3.88 

 

  3.0 

 

Ⅰ～Ⅳ 87.44 87.97 87.91 87.86 87.10  88.3 

Ⅴ：～32.5% 

(～18,6000) 

 2.78 

(1.03) 

 3.56 

(1.36) 

 3.89 

(1.15) 

 3.64 

(1.03) 

 3.60 

(1.26) 

  3.2 

 

Ⅵ：～40% 

(～214,000) 

 2.78 

(0.80) 

 2.54 

(0.61) 

 2.45 

(0.59) 

 2.59 

(0.68) 

 2.72 

(0.63) 

  2.3 

 

Ⅰ～Ⅳ＋裁量階層 89.27 89.94 89.65 89.57 88.99  

Ⅶ：～50% 

(～259,000) 

 2.78 

 

 2.76 

 

 2.59 

 

 2.48 

 

 2.83 

 

  2.2 

 

Ⅷ：50%～ 

(259,000～) 

 3.01 

 

 2.45 

 

 2.45 

 

 2.73 

 

 3.14 

 

  3.1 

 

収入未申告  0.58  0.68  0.70  0.66  0.55   0.9 

   ※ 「全国」は、「公営住宅制度について」より引用。 

   ※ 本来の入居収入基準「～２５％」（収入分位Ⅳ）は、全国の２人以上世

帯を収入の低い順に並べ、収入の低い方から１／４番目に該当する収入に
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相当する分位をいう。 

   ※ 平成２７年度末現在、全国の公営住宅入居世帯１８７万９３７４世帯の

うち、収入超過者は１５万３４２１世帯（８．２％）、高額所得者（収入超

過者を除く）は７０７０世帯（０．４％）となっている（総務省報告書よ

り）。 

   ※ 総務省報告書によると、調査６９都道府県等のうち平成２７年度現在で、

収入未申告者がいるのは、６２都道府県等。その６２都道府県等のうち、

収入調査の一部又は全部を実施していないのは、１３都道府県等（２１．

０％）であった。 

    

 ２ 規範 

規範は、本章の第１「概要」、第３の１の「（１）佐世保市の手順」に記載の

とおりである。適宜引用する。 

 

 ３ 意見等 

 （１）Ⅰ分位の入居世帯の割合が低い（意見） 

ア 佐世保市の入居世帯の収入分位をみると、最も収入が少ないⅠ分位の入

居世帯の割合が７５％前後にとどまり、Ⅰ分位の入居割合が、全国平均よ

り２～３．５％低い。 

すなわち、公営住宅を供給する必要性が最も高い低額所得者層（Ⅰ分位）

の市民に、公営住宅が行き渡っていない可能性がある。 

イ 公営住宅の目的は、「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に対して、低廉な家賃で住宅を賃貸し、国民生活の

安定と社会福祉の増進に寄与する。」ことである。 

よって、その入居状況は、「最も収入が少ないⅠ分位の入居希望者全員

が入居した後、Ⅱ分位の入居希望者の入居が始まり、次にⅡ分位の入居希
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望者全員が入居した後、Ⅲ分位の入居希望者の入居が・・・」といったよう

に、段階的に進んでいくことが理想である。 

もちろん、この理想的状況を完全に実現するのは不可能であるが、理想

に近づける努力と工夫を怠ってはいけない。 

ウ 佐世保市では入居者抽選の際、収入資料の提出を求めていない。当選す

るかどうかも分からない段階で、所得証明書の取得等の手間を応募者に負

担させないという配慮がある。住宅課によると、以前、入居申し込みの際、

毎回すべての添付書類の提出を求めていたところ、平成１６年度第４期よ

り申込者の負担軽減のため添付書類を段階的に省略していって、現在の方

式に落ち着いているとの説明もあった。 

その配慮はもっともであるので義務化する必要まではないが、自主的に

「Ⅰ分位に相当する収入である。」ことを証する資料を提出した入居希望

者に対しては、抽選器の持ち玉を増やすなど、Ⅰ分位市民の当選確率を上

げる工夫があっても良いように思う。＝ 意見 

 

（２）入居条件以上の収入を得ている入居世帯の割合が高い（意見） 

ア  佐世保市の入居世帯をみると、法律上の入居条件を満たす入居割合が８

９％程度である。逆に言うと、約１１％の市民が入居条件以上の収入を得

ているにもかかわらず、公営住宅に入居していることになる 

平成２７年度末（全国）の収入超過者と高額所得者の合計が「８．６％」

であることから、佐世保市は全国平均より２～３％程度高いことになる。 

イ この点について、近傍同種家賃（ないし近傍同種家賃の２倍）を払って

いるから、収入超過者等に入居継続を認めて良いということにはならない。 

収入超過者等が入居を継続することにより、低所得市民に供給すべき住

宅の戸数そのものが少なくなってしまい、低所得市民の入居が根本から妨

げられることになる。その結果、上記の「Ⅰ分位市民の入居世帯の割合が
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低い」という佐世保市の現状が助長されることになる。 

そもそも、近傍同種家賃の支払い可能な入居者は、もはや「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（住宅に困窮

する低額所得者）」には該当せず、これらを入居させることは、公営住宅

法の趣旨に反する。 

ウ この点、平成２９年度改正で、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。 

また、総務省の勧告を受けて平成３０年２月に発せられた国土交通省通

知では、過去２回の通知（平成１６年６月３０日付、平成２２年１２月２

日付）を繰り返して、「猶予すべき特別な事情がない場合の高額所得者に

対する明渡し請求の実施、…上記通知等も趣旨を踏まえた適切な措置を講

ずるよう改めてお願い致します。」と、公営住宅事業主体に対して通知さ

れている。 

このような法改正、上級庁の通知の下、「高額所得者の収入基準の見直

し」の他にも、収入超過者等が迷惑行為等の他の違反行為を行った場合は、

いわゆる「合わせ技的理由」で速やかに明渡しを求めること等の工夫も考

えられる。 

全国平均より「Ⅰ分位市民の入居世帯割合が低い。収入超過者等の割合

が高い。」という佐世保市の状況は、ここ５年間変わっておらず、むしろ

平成２９年度が最も悪い数値になっている。佐世保市は早急に対応が必要

と考える。＝ 意見 

 

 （３）税務部局からの税情報取得方法（意見） 

ア  税情報調査に同意しない者（収入未申告者）に対して、佐世保市は、法

第３４条、条例第４４条（収入状況の報告の請求等）を根拠に、課長決裁

で税務部局より税情報を取得し確認している。もっとも、その手続は文書
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化されていない。 

なお、総務省報告書には、収入調査を行っている各都道府県等の調査手

続に関する記載はない。 

しかし、生活保護受給入居者に対する代理納付実施の際の住宅部局と生

活保護担当部局との情報共有手続において、個人情報保護条例ないし個人

情報保護審査会による根拠づけが行われている例が報告されている（名古

屋市、京都市、神奈川県）。 

イ 確かに、法第３４条は、事業主体の長に調査権限を与えたものと解され

ている。 

しかし、税情報は「市民の個人情報」の最たるものの一つである。 

また、原則として入居者の同意書を得た上で税情報の調査をしているに

もかかわらず、同意しない入居者の税情報については、文書化した手続規

定もなく、課長決裁だけで取得しているというのはバランスを欠くように

思える（課長決裁で税情報を取得できるのであれば、そもそも入居者の事

前同意などは必要ない、という考えも成り立ちうる。）。 

少なくとも、手続の細則を文書化して、個人情報保護条例や個人情報保

護審議会等で個別に根拠づけたほうが良いのではないかと考える。 

＝ 意見 

 

第４ 家賃の算定について 

 １ 事実の摘示 

（１）家賃は、法第１６条１項、法施行令第２条に基づき、「入居者の家賃負担

能力（応能性）」と「公営住宅の立地･規模等による便益（応益性）」によっ

て毎年度決定される。その金額は、近傍同種の住宅の家賃（近傍同種家賃） 

以下であることとされる。 

 算定式は次のとおりである。 
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 家賃＝家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数 

 

      ・家賃算定基礎額：入居者の収入区分（入居者からの収入申告等）に応じて

定められる額。 

・市町村立地係数：市町村の立地の偏差に応じた値（佐世保市は０．８５）。 

・規模係数：住宅の専有部分の床面積に応じた値。 

・経過年数係数：建設時からの経過年数に応じた値 

・利便性係数：住宅の利便性（交通条件、公営住宅の設備等）に応じて地方

公共団体が「０．５～１．３」の間で定める値（１．６を市町村立地係数で

除した数値の方が小さい場合は、その数値）。 

 

以上の家賃計算の構成要素は全て、法施行令において規定されており、利

便性係数のみが地方公共団体の裁量によって決定することができる。 

 （２）利便性係数について 

以下は、「逐条解説 公営住宅法」（発行：株式会社ぎょうせい、編集：公

営住宅研究会）等より参照した。 

ア 上記のとおり、地方公共団体が独自に定めることができる唯一の家賃計

算の構成要素である。 

市町村立地係数は、市町村単位での立地条件が反映されているものであ

り、市町村内の立地条件は反映されていないので、例えば、市町村内での

交通条件の差などは、利便性係数の中で勘案されることとなる。 

よって、当該数値の設定に当たっては「不動産鑑定評価基準に定める土

地及び建物に関する個別的要因を参考とするものとし、地域の実情等を適

切に反映した数値が設定されるよう十分配慮する必要がある。」とされる。 

イ 平成８年の設定時には、利便性係数は、０．７～１．０の範囲内とされ
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た。 

しかし、平成１６年法施行令改正により、０．５～１．３と、上限及び下

限が広げられた。その理由は、次のとおりである。 

・上限について：駅前等の利便性が著しく高い商業地に立地する公営住

宅が現れていること等から、当該市町村内の他の区域に立地する公営

住宅の入居者との間の公平を確保し、立地が有する便益を適正に家賃

に反映できるようにする（利便性係数を高くすると、家賃が上がる。）。 

・下限について：公営住宅の立地条件や設備の面の格差が広がりつつあ

る。また、利便性係数が異なる市町村が合併した場合には高い方の市

町村の値に統一されるため合併市町村における地域の実情を反映した

家賃設定を可能にする必要がある（利便性係数を低くすると、家賃は

下がる。）。 

 （３）佐世保市の手順 

ア 家賃の算定手順は、前記の「収入申告業務のフローチャート」を参照。 

法第１６条、条例第２２条等に基づき、電算担当者が、家賃計算の各構

成要素について数値を入力することにより、自動的に家賃が算出される。

その後、決裁を経て家賃が決定される。 

特にマニュアル等は用意されていない。 

 電算入力の正確性は、担当者が入力後、別の担当者によりダブルチェッ

クされた上で、決裁者がチェックすることにより担保させている。確認し

た記録では、入力者、ダブルチェック者、決裁者の押印により「チェック

済」の記録がされていた。 

イ 利便性係数は、「佐世保市営住宅の利便性係数に関する要綱」に従って

設定される。その概略は、次のとおりである。 

 

利便性係数＝「立地条件にかかる係数」＋「設備条件にかかる係数」 
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 ・立地にかかる係数 

「当該住宅所在地の固定資産評価額（ａ）」の常用対数を「市内最高額の

固定資産評価額（ｂ）」の常用対数で除し（＝ｌｏｇ（ａ）／ｌｏｇ（ｂ））、

その値を「０．８０～１．００」の範囲で次のように５段階で設定する。 

 0.9001以上  １．００ 

 0.8501以上 0.9000以下  ０．９５ 

 0.8001以上 0.8500以下  ０．９０ 

 0.7501以上 0.8000以下  ０．８５ 

 0.7500以下  ０．８０ 

 

   ・設備条件にかかる係数 ：次のように設定されている。 

浴槽がある 

風呂釜がある 

給湯器がある 

追炊き可 

  ←ある 

  ←ある 

  ←ない 

  ←可 

  ←ある 

  ←ある 

  ←ある 

  ←不可 

   ←ない 

   ←ない 

   ←ある 

   ←不可 

  ←ない 

  ←ない 

  ←ない 

  ←不可 

 

ペアガラスで

ある 

 

     ０ －０．０１ －０．０１ －０．０３ －０．０４ ＋０．０２ 

   ※ ペアガラス（＋０．０２）は、平成３０年１月１日から導入。国の公営

住宅標準建設費がペアガラス設置で＋０．０２になったことに合わせた。 

   

「立地にかかる係数」、「設備条件にかかる係数」とも、平成１０年に長

崎県から提示された「利便性係数案」をベースに策定されている。 

  なお、利便性係数は、固定資産税評価替えにあわせて３年ごとに見直さ

れている。もっとも、上記要綱に当該規定はなく、特にマニュアル等も用

意されていない。 

ウ 近傍同種の住宅の家賃（近傍同種家賃）については、法第１６条２項、法

120



施行令第３条に基づき、毎年、電算担当者が算出し決裁される。特にマニュ

アル等は用意されていない。 

エ 佐世保市は収入認定額の更正方法として、収入認定額に対して入居者が意

見を述べ、審査の結果、意見に理由があると認めるときは更正する制度（条

例第２３条４項）と、認定額に比して収入額が著しい変動が生じた場合、入

居者が認定の更正を求める制度（同条５項）が、条例に規定されている。 

    更正の手続（同条５項）は、電算担当者が更正内容を入力し算出された家

賃を半月に一度決裁をとって決定する。 

特にマニュアル等は用意されていない。     

（４）佐世保市の実情 

ア 佐世保市営住宅の最高・最低・平均家賃、及び近傍同種家賃の最高額の

５年間の推移は次のとおりである。 

 

   「公営住宅」の最高・最低・平均家賃、及び最高近傍同種家賃 （円） 

   年度  H25  H26  H27  H28  H29 

最低家賃月額    1,000    1,000    1,000    1,600    1,600 

最高家賃月額   86,200   85,900   86,600   85,200   85,900 

平均家賃月額   22,107   23,136   23,739   23,771   24,065 

最高近傍同種家賃月額  102,600  106,200  112,200  112,900  111,100 

 

  イ 利便性係数に関して  

（ア）上記のとおり、立地条件にかかる係数が０．８０～１．００、設備にか

かる係数が－０．０４～０（ペアガラス＋０．０２は平成３０年１月１日

から導入）であることから、佐世保市の利便性係数は０．７６～１．００

の範囲にとどまる。 

平成８年の利便性係数設定時に、法が定めた「０．７～１．０」の範囲よ
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りも狭い。 

（イ）平成２５年度と平成２９年度の各公営住宅の利便性係数（両年度ともに

利用中の公営住宅のみ）を確認したところ、全ての住宅において、両年度

全く同じ数値だった。 

（ウ）公営住宅管理データベースの平成３０年３月を確認したところ、各公営

住宅について、最寄りの「駅･バス停からの距離」、「商業施設からの距離」、

「学校・幼稚園・保育園からの距離」、「金融機関・郵便局からの距離」、

「医療機関からの距離」等が、データとして集積されていた。 

ウ 収入認定額の更正申出について 

  （ア）過去４年間、申出があった全件について更正が認められている。 

（イ）佐世保市では、収入額認定に対する意見（条例第２３条４項）があった

場合も、収入額の更正手続き（同条５項）で処理している。 

前記収入申告業務のフローチャートにも「収入額更正」手続の記載はあ

るが、「収入認定額に対する意見」手続の記載はない。 

 

    収入額更正の申出件数 

 年度  H25  H26  H27  H28  H29 

 件数    142  201  196  163 

       ※住宅課によると、平成２５年度の集計は困難とのことであった。 

     平成２６年度以降は、住宅管理センターよりデータ開示を受けた。 

 

 ２ 規範 

規範は、本章の第１「概要」、及び第４の１の「（２）利便性係数について」、

「（３）佐世保市の手順」に記載のとおりである。適宜引用する。 

 

 ３ 意見等 
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 （１）利便性係数に平成１６年法施行令改正の趣旨が反映されていない（意見） 

ア 住宅課によると、現行の利便性係数も平成１６年度改正を踏まえたもの

であるとのことであった。 

しかし、平成１６年度改正の理由としてあげられ、かつ、国土交通省の

「公営住宅制度について」でも利便性係数で考慮される因子の筆頭にあげ

られている「市町村内での交通条件の差」について、現行の佐世保市の利

便性係数には十分に反映されていない。 

この点について、住宅課に確認したところ、交通条件の差は、固定資産

税評価額で反映されていると考えるとのことであった。 

しかし、固定資産税評価額には、「近い将来高速道路が開通する予定」

等の将来の期待値も反映され、かつ、その評価は原則３年ごとになされる

に過ぎない。 

一方、家賃は、日々発生するものであるから、今現在の当該公営住宅の

利便性を反映させるべきものである。 

よって、固定資産税評価額のみで今現在の「立地にかかる利便性」を評

価しきれるものではない。 

それゆえ、前記のとおり、地方公共団体が自ら地元の利便性をより適正

に評価することを可能にするために、平成１６年改正がされたのである。 

イ しかも、佐世保市は、平成１６年改正がその改正理由の一つとした「市

町村合併」を大規模に実施した地方公共団体である。 

つまり、より一層、平成１６年改正の趣旨を利便性係数に反映させるべ

き地方公共団体に該当する。 

ウ それにもかかわらず、上記のとおり、佐世保市の利便性係数は０．７６

～１．００の範囲にとどまり、平成１６年改正が定めた「０．５～１．３」

より、利便性係数の家賃への反映の程度が僅かにとどまっている。 

むしろ、佐世保市の現行利便性係数は、平成８年の利便性係数設定時の
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「０．７～１．０」とほとんど変わらない。 

つまり、佐世保市では、立法より１５年経ても、行政機関による法改正

の実施がなされていないとも捉えることができる。すなわち、１５年以上、

「法律に基づく行政」が実施されていない危惧がある。 

エ その結果、佐世保市営住宅入居市民は、他の地方公共団体の市民と比べ

て不公平な状態、つまり地域利便性が十分に家賃に反映されていない状態

に置かれている。 

佐世保市民の間でも、佐世保市内における各居住地域の利便性が十分に

家賃に反映されていない、という不公平が生じることになる。 

さらには、長崎県が平成１６年改正を利便性係数に反映させている場合

は、佐世保市内の同一地域で隣接する市営住宅と「県営住宅」の入居者間

で不公平が生じている可能性もある。 

オ 住宅課へ確認したところ、現時点では、公共交通機関とのアクセスや商

業施設・病院・学校等へのアクセスを利便性係数のファクターに加えるこ

とを検討する予定はない、とのことであった。 

しかし、上記のとおり、佐世保市民が多面的に不公平な状態に曝されて

いる可能性が高い。早急に、平成１６年法施行令改正の趣旨を踏まえた利

便性係数の設定を検討し、必要であれば実施すべきと考える。＝ 意見 

 なお、前記１イ（ウ）のとおり、その基礎となるデータは「公営住宅管理  

データベース平成３０年３月」に集積されている。 

また、佐世保市では、市交通局の廃止（佐世保市営バスの廃止）に伴い、

市内を走るバスの運行状況が大きく変化する可能性がある。佐世保市行政

の一体性の観点から、早急に交通条件の変化を反映した市営住宅の利便性

係数の見直しが必要とも思える。 

 

 （２）収入額認定に対する意見申立（条例第２３条４項）に対する収入額の更正
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手続き（同条５項）処理について（評価及び意見） 

上記処理の理由について、意見申立では次年度４月からの変更となるため、

収入額更正認定請求書で随時受け付けて、次月から変更処理し、入居者の利

益になるように対応しているとの住宅課からの説明だった。 

法が許容する範囲で、市民のために柔軟に対応していることは評価できる。

＝ 評価 

もっとも、そのような運用であれば、死文化している条例２３条４項を削

除ないし改正することが望ましい。＝ 意見 
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第５ 家賃徴収、滞納家賃回収、不納欠損処理等について 

 １ 事実の摘示 

佐世保市の現状は、次のとおりである。 

 （１）佐世保市の手順 

        佐世保市における住宅家賃の滞納整理に関する基本的方針は、佐世保市営

住宅滞納整理要綱に規定されている。 

具体的な家賃徴収等の方法は、業務マニュアルに定められている。その概

要は、以下のフローチャートのとおりである。 

「住宅使用料滞納整理における法的措置事務フロー」は、住宅課および住

宅管理センター全体の事務フローである。 

「家賃等徴収業務」、「家賃等滞納解消及び市提供資料の適正管理」、「即

決和解者等及び退去滞納者への対応」、「生活保護者の代理納付等」と題す

るフローチャートは、住宅管理センターの事務フローである。 
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これによると、３ヶ月分以上滞納している者の連帯保証人には、まず通知

（入居者への支払指導の依頼と、入居者の支払がない場合の連帯保証人への請

求予告）が発せられる。 

それでも、本人から支払がない場合、もれなく連帯保証人に対して支払請求

がされる。 
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ア 不納欠損処理について 

不納欠損処理の要件は、事務処理上「①５年（公法上の消滅時効期間）

を経過した退去納付者の債権のうち、②本人が死亡または所在不明か、生

活困窮で納付の見込がない者かつ連帯保証人も死亡または支払能力が無く

債権回収が困難なもの。」とされている（平成２９年度決算資料に記載の

説明より。ただし、市営住宅家賃債権について、最高裁昭和５９年１２月

１３日判決は「私債権」と判断しているので注意を要する。）。 

①については、納付・承認・判決等を時効中断事由として、時効中断の

事実があった場合は、各担当者が公営住宅システムの入居者毎ファイルに

入力して管理している。なお、別の担当者によるダブルチェックはされて

いない。 

具体的には、退去から時効期間である５年（法的措置を講じた者につい

ては１０年）経過する者について、担当者が年度初めに個々の入居者ファ

イルをチェックして、時効中断の時点を確認することで管理している。当

該年度の時効期間経過該当者の一覧表等までは、準備されていない。 

②の判断は、入居者から生活保護受給の申出があれば、市の生活福祉課

に確認し、または生活保護受給レベルの収入しかない場合、当該事務担当

者が生活困窮で納付の見込みなし、支払能力なしと判断し起案して、上司

の決裁を受ける。その手続について文書化はされていない。 

①・②の両方の要件を満たして不納欠損処理されるまでは、催告書送付

等の回収業務が継続される。 

なお、後日、不納欠損処理の要件について、住宅課より、決算資料の記

載は誤解を招く表現になっていたということで、不納欠損処理の要件は、

「本人が死亡または所在不明か、生活困窮で納付の見込がない者かつ連帯

保証人も死亡または支払能力が無く債権回収が困難なもののうち（②）、

時効期間を経過したもの（①）」と修正の説明があった。 
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もっとも、①と②の要件を両方とも満たした場合に不納欠損処理がされ

ることに変わりない。 

イ 退去滞納者に対する催告等の要否判断について 

住宅管理センターに確認したところ、住宅課から出される未納者リスト

に記載されている者について、催告等を行っているとの説明だった。また、

退去者に対する敷金充当についても、滞納退去者については、住宅課に確

認し、住宅課から指示があったら滞納家賃に対する敷金充当の処理をする

との説明だった。 

ウ 分納処理について 

滞納期間ないし分納期間が６ヶ月以内は、住宅管理センターが対応し、

６ヶ月超は、住宅課が対応すると事務分担されている。 

（ア）住宅管理センターに、実際の分納処理手続について確認したところ、

滞納家賃を一括で支払うように指導はするが、担当者が入居者の話を聞

いて、分納にするかどうか、及び分納にした場合の分納条件を決め、入

居者からは分納誓約書を取得し、その結果は、月に１回住宅課に連絡す

ることになっている、今まで住宅課から指摘を受けたことはないとのこ

とである。 

（イ）住宅課に、実際の分納処理手続について確認したところ、担当者が入

居者の話を聞いて、分納にするかどうか、及び分納にした場合の分納条

件を決め、内容は上司に報告し、入居者からは分納誓約書を取得すると

のことである。 

   エ 家賃徴収手続について 

入居者の家賃支払方法には、口座振替による支払と、納付書による支払

いがある。納付書による支払いは、各金融機関の他、住宅管理センター、

住宅課、各支所等で可能となっている。 

その他、滞納者に対しては、住宅管理センターの徴収員が滞納者から臨
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戸徴収することもある。 

また、生活保護者については、生活福祉課の代理納付もある。 

（ア）住宅管理センター窓口で納付された場合は、住宅管理センターが領収

書を発行する。臨戸徴収の場合は、徴収員が領収書を発行する。徴収員

は、翌日、住宅管理センターに徴収家賃を引き継ぐ。 

収納家賃と納付書は、受領した職員以外の職員が間違いないことを確

認し、さらに、もう一度他の職員が確認してから金庫に保管される。 

そして、当日ないし翌営業日に市の公金銀行に払い込まれる。 

住宅課は、住宅管理センターによりシステムに入力された納入日、納

入金額を確認する。また、年２回のモニタリング（住宅管理センターの

業務全般についてのモニタリング）の際に、入金と各伝票を照合して確

認する。 

（イ）住宅課で納付された場合は、入金整理簿に記載して、複数の職員で確

認・押印した後、金庫に保管される。 

そして、当日ないし翌営業日に公金銀行に払い込まれる。ただし、マ

ニュアル等は用意されていない。 

（ウ）住宅管理センター徴収員には、徴収額に応じて報酬が支払われる。 

その算出式は、次のとおりである。 

 

徴収員の報酬＝固定給(６９，０００円)＋歩合給（徴収額（算定外を 

             除く））×５％＋訪問件数×８０円 

       

なお、算定外とは、徴収額のうち、滞納家賃ではない当月家賃の徴収

分のことである。 

オ 家賃滞納者に対する対策について 

（ア）督促状：毎月、納期限後２０日以内に未納者に対して送付する。 
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（イ）文書催告：次の①・②について、６月、９月、１月、３月末時点で年

４回実施している。他、滞納月が３ヶ月に達した入居者に送付する。 

     ①３ヶ月以上滞納がある入居者に対する納入催告 

（分納誓約を履行している者を除く）。 

②３ヶ月以上の滞納入居者の連帯保証人に対する「滞納状況、納入指導

依頼及び請求予告」の通知。 

もっとも、現行マニュアルとは異なり、佐世保市営住宅滞納整理要綱

では、「９月、１月、３月に３ヶ月以上家賃を滞納している者、および

新たに家賃滞納が３ヶ月に達した者」（第３条）、「２月、８月、１２

月末日現在において３ヶ月以上家賃を滞納している者の連帯保証人」

（第１１条）に対して文書催告・通知を行う旨、規定されている。 

   （ウ）住宅明渡予告： 現在は、次の①・②に該当する場合は、起訴前の和

解をした者と分納誓約者を除く全員に対して明渡予告を行っている（②

は、平成２８年度より実施。）。 

     ① ６ヶ月以上または２５万円以上の滞納者のうち、納付実績が少なく、

訪問しても指導に応じない場合、文書による厳しい催告が必要と判断

したものについて内容証明郵便による明渡通知、簡易書留により出頭

要請を行う（平成２５年は、簡易書留による納入催告・相談指導。）。 

住宅課に確認したところ、前月または前々月より滞納額が増加して

いる入居者について、文書による厳しい催告が必要と判断するとのこ

とであった。担当者が起案して、課長補佐と課長が決裁する。 

しかし、その基準及び手続は文書化されてはいない。 

また、条例第５０条では「３ヶ月以上滞納したときは明渡を請求す

ることができる。」旨規定されている。 

     ② 和解後、３回以上の納付を怠り、和解不履行の状態にある滞納者に

対して内容証明郵便による契約解除通知を行う。 
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   （エ）平成２５～２７年度の強制執行申立は、全て「建物明渡、動産差押

え」であった。 

平成２８年度からの同申立は、建物明渡、動産差押えに加えて、退去

者に対する給与差押（債権差押）も始めた。 

 （オ）現在、建物明渡の強制執行は、債務名義がある場合は、自主退去しな

い入居者全員に対して全員実施している。 

しかし、支払督促は、事務を行う住宅課の人員が限られているため、

滞納額の上位者より実施している状況である。 

カ 家賃滞納者の滞納理由の把握について 

    住宅課に確認したところ、６ヶ月以上または２５万円以上の滞納者の滞納

があり、入居者を窓口に呼び出す必要があって、窓口に来た入居者の一部に

ついては面談時に理由を確認し、理由を確認した場合は、システムに入力す

るが、集計は困難とのことであった。 

キ 家賃の口座振替の促進事務について 

口座振替への勧奨は、住宅管理センターの業務となっている。 

       住宅課も、入居者と話す機会があるときは、口頭で口座振替を依頼し、分

納誓約の際には、口座振替を条件としている。 

ク 代理納付について 

      生活保護世帯のうち、住宅扶助で家賃額以上の保護費を受給している入居

者については、代理納付としている。 

ケ 家賃滞納者に対する延滞金・遅延損害金は、課されていない。 

コ 家賃・敷金に関する不正入居者に対する措置について 

    条例第６１条（罰則）にて「入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又

は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の５倍

に相当する金額以下の過料を科する。」と規定されている。 

その適用実績はない。 
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また、具体的な判断基準、手続についても文書化されていない。 

 （２）佐世保市の実情 

ア 家賃の収納・滞納状況（金額ベース） 

（ア）平成２６年度の指定管理者制度導入後、佐世保市の収納率（Ｂ／Ａ）

は年々向上し、平成２９年度では９４．４０％になっている（表Ａ）。 

しかし、平成２７年度の全国の収納率は９７．６％であり、佐世保市

の収納率は、全国と比較して低い。たとえば、平成２７年度で比較する

と５％以上低い。 

長崎県、長崎市、近隣の平戸市・松浦市と比較しても、佐世保市の収

納率は低い。 

長崎県営住宅と比較した場合、平成２９年度でも佐世保市の収納率は

５％も低い（表Ｂ。佐世保市９４．４％、長崎県９９．０４％）。 

（イ）佐世保市は、長崎県、平戸市、松浦市と比較して「過年度の収納率」

が低い。 

長崎県営住宅と比較した場合、平成２９年度でも佐世保市の過年度収

納率は約１７％も低い（表Ｂ。佐世保市２８．４％、長崎県４５．１１％）。 
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 表Ａ 家賃の収納状況（円） 

   年度  H25  H26  H27  H28  H29 

調定額 (A) 

うち、現年度 

   過年度 

1,436,621,287 1,423,155,879 1,429,669,939 1,442,114,971 1,435,474,781 

1,294,494,626 

 142,126,661 

1,297,549,448 

 125,606,431 

1,318,378,363 

 111,291,576 

1,336,155,634 

 105,959,337 

1,343,819,637 

 91,655,144 

収納済額(B) 

うち、現年度 

   過年度 

1,304,073,241 1,303,215,732 1,320,891,560 1,347,478,510 1,355,137,403 

1,274,959,589 

  29,113,652 

1,278,452,287 

  24,763,445 

1,299,148,946 

  21,742,614 

1,320,694,402 

  26,784,108 

1,329,110,316 

  26,027,087 

収納率(B/A) %   90.77   91.57   92.39   93.44   94.40 

不納欠損額   6,941,615   8,648,571   2,819,042   2,981,317   1,330,274 

滞納繰越額(C) 

うち、現年度 

   過年度 

 125,606,431  111,291,576  105,959,337   91,655,144   79,007,104 

  19,535,037 

 106,071,394 

  19,097,161 

  92,194,415 

  19,229,417 

  86,729,920 

  15,461,232 

  76,193,912 

  14,709,321 

  64,297,783 

滞納繰越率(C/A)%    8.74    7.82    7.41    6.36    5.50 

   ※過年度：入居者および退去者の過年度の滞納家賃。 

   ※不納欠損額：①５年（公法上の消滅時効期間）を経過した退去納付者の債

権のうち、②本人が死亡または所在不明か、生活困窮で納付の

見込がない者かつ連帯保証人も死亡または支払能力が無く債権

回収が困難なもの。（平成２９年度決算資料に記載の説明より）。 
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 表Ｂ 長崎県、長崎市、平戸市、松浦市との収納率の比較（％） 

  H25  H26  H27  H28  H29 

佐世保市 

（全国） 

うち、現年度 

   過年度 

 90.77 

 (97.4) 

 91.57  

 (97.6) 

 92.39 

 (97.6) 

 93.44 

 

  94.40 

 

  98.49 

  20.48 

  98.53 

  19.72 

 98.54 

  19.54 

  98.84 

  25.28 

  98.91 

  28.40 

長崎県 

うち、現年度 

   過年度 

  97.93   97.95   98.10   98.24   99.04 

  99.32 

  34.87 

  99.25 

  36.18 

  99.27 

  41.93 

  99.23 

  45.12 

  98.10 

  45.11 

長崎市 

うち、現年度 

   過年度 

  96.43   96.69   96.99   97.29   97.24 

  99.45 

  19.68 

  99.47 

  17.82 

  99.57 

  18.45 

  99.52 

  17.23 

  99.24 

  20.97 

平戸市 

うち、現年度 

   過年度 

  94.37   96.98   99.37   99.69  100.0 

  97.86 

  36.27 

  99.61 

  52.30 

  99.78 

  81.59 

 100.00 

  52.44 

 100.0 

 100.0 

松浦市 

うち、現年度 

   過年度 

  95.64   95.01   93.78   93.90   93.79 

  99.12 

  38.70 

  98.09 

  26.59 

  97.29 

  24.81 

  97.69 

  35.83 

  97.95 

  28.41 

       ※（全国）は、総務省報告書より。 

       ※空白部分は、データが間に合わなかったもの。 

 

イ 過年度滞納分の収納状況（金額ベース） 

（ア）滞納年数が長期になるほど、収納率は低下する。 

      平成２９年度では、前年度の滞納家賃は７７．６１％収納できたが、

５年度前の滞納家賃の収納率は２５．１４％にとどまる。  

 また、過年度調定額（Ａ）に対する「１～５年前分」の収納率（Ｅ／
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Ａ）が約２０％に対して「６年前以降～」の収納率（Ｆ／Ａ）は、良くて

も８％程度である。 

各過年度期間の調定額（Ｂ、Ｃ）に対する収納率で比較しても、「１～

５年前分」の収納率（Ｅ／Ｂ）が約５４％に対して、「６年前以降～」の

収納率（Ｆ／Ｃ）は良くても１３％程度である。 

過年度滞納分の収納額（Ｄ）に対する割合も、「１～５年前分」が７

０．５％を占める（Ｅ／Ｄ）。 

（イ）平成２７→２８年度は、過年度分収納率（Ｄ／Ａ）が、１９．５４％か

ら２５．２８％と向上している。 

後記のとおり、平成２８年度から、滞納者に対する住宅明渡予告や債

権（給与）差押、支払督促等をできる限り実施したことによるものと思

われる。 

（ウ）資料によると、佐世保市においては、２１年度前（平成２９年度）、２

０年度前（平成２７、２８年度）・１９年度前（平成２５、２６年度）の

滞納家賃まで「過年度調定額」に組入、収納事務を行っている。 

     過年度滞納分の収納状況は、次の表のとおりである （単位：円）。 
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   年度  H25  H26  H27  H28  H29 

過年度調定額  (A) 142,126,661 125,606,431 111,291,576 105,956,297  91,655,144 

うち,前年度～5年度前分（

B) 

80,156,403

(H24～20) 

60,751,907

(H25～21) 

52,008,251

(H26～22) 

45,621,707

(H27～23) 

34,029,275 

(H28～24) 

うち、6年度前分～ (C) 61,970,258 64,854,524 59,283,325 60,334,590 57,625,869 

収納額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全過年度 (D)  29,113,652 24,763,445 21,742,614 26,781,068 26,027,087 

  D/A (%)   20.48   19.72   19.54   25.28   28.40 

うち、前年度分 

収納率(%) 

14,020,140 

 (55.24) 

12,360,741 

 (63.27) 

11,122,420 

 (58.24) 

12,366,220 

 (64.31) 

11,999,521 

 (77.61) 

  2年前分

収納率(%) 

 3,456,838 

 (25.10) 

 3,222,102 

 (28.36) 

 2,847,570 

 (39.69) 

 3,940,323 

 (49.41) 

 2,965,856 

 (43.21) 

  3年前分

収納率(%) 

 2,889,517 

 (22.51) 

 1,795,188 

 (17.41) 

 1,638,919 

 (20.14) 

 1,671,530 

 (38.63) 

 1,488,950 

 (36.91) 

   4年前分

収納率(%) 

 1,983,230 

 (17.12) 

  864,985 

 (8.70) 

  927,115 

 (10.88) 

 1,483,765 

 (22.83) 

  633,038 

 (23.84) 

   5年前分

収納率(%) 

 1,412,821 

  (8.52) 

 1,186,710 

 (12.36) 

  467,280 

  (5.15) 

 1,130,170 

 (14.89) 

 1,260,904 

 (25.14) 

1～5年前分(E) 23,762,546 19,429,726 17,003,304 20,592,008 18,348,269 

 E/A (%) 

  E/B (%) 

  E/D (%) 

  16.72 

  29.65 

  81.62 

  15.47 

  31.98 

  78.46 

  15.28 

  32.69 

  78.20 

  19.43 

  45.14 

  76.89 

  20.02 

  53.92 

  70.50 

6年前分～(F)  5,351,106  5,333,719  4,739,310  6,189,060  7,678,818 

  F/A (%) 

  F/C (%) 

  F/D (%) 

   3.77 

   8.63 

  18.38 

   4.24 

   8.22 

  21.54 

   4.26 

   7.99 

   21.79 

   5.84 

  10.26 

  23.11 

   8.38 

  13.33 

  29.50 
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   ※（収納率）は、各年度の調定額に対する収納率。 

    例えば、平成２９年については、前年度の滞納家賃は７７．６１％収納で

きたが、５年度前の滞納家賃の収納率は２５．１４％にとどまる。 

 

ウ 家賃の収納・滞納状況（入居中世帯ベース） 

（ア）平成２６年度の指定管理者制度導入後、滞納状況が改善しているが、そ

れでも、平成２９年度で入居中世帯のうち３２２世帯の７％（Ｃ／Ａ）が

滞納しており、頭打ちの状態である。（表Ａ） 

（イ）佐世保市の入居中滞納世帯率（Ｃ／Ａ）は６．９２～８．６１％で、全国

平均（１１．０３～１２．２６％）より低い。（表Ａ） 

   佐世保市の入居中滞納世帯率は、総務省報告書の６２都道府県等と比較

すると良い方から２５％に入る（表Ｂの「５％以上１０％未満」に入る。）。 

（ウ）平成２６年度の指定管理者制度導入後、入居中世帯の滞納額、滞納月数

とも大きく改善している。平成２５年度から２９年度を比較すると１１７

７万７２２５円の減少、１０７９月の減少。）。（表Ａ） 

（エ）平成２６年度の指定管理者制度導入後、入居中世帯の長期・高額滞納者

とも減少している。（表Ｃ） 

   総務省報告書によると、平成２７年度の全国の１２ヶ月以上の滞納世帯

率は、３．１３％であるのに対して、同年度の佐世保市は、１．０３％と約

１／３にとどまっている。 

   さらに、平成２７・２８年度をみると、「１２～２４月滞納者（Ｄ）」が

３８世帯（０．８０％）から１９世帯（０．４０％）と半減している。 

   後記のとおり、平成２８年度から、滞納者に対する住宅明渡予告や支払

督促等をできる限り実施したことによるものと思われる。 

   しかし、それでも平成２９年度で、入居世帯中の２２世帯（０．４８％）

が「１２ヶ月以上の滞納者（Ｃ＋Ｄ）」の長期滞納者である。 
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   また、入居世帯中の２３世帯（０．５％）が「２５万円以上滞納してい

る（Ｅ＋Ｆ）」高額滞納者である。  

（オ）平成２６年度の指定管理者制度導入後、滞納世帯に占める長期・高額滞

納者の割合も減少している。（表Ｃ） 

   しかし、それでも平成２９年度で、滞納世帯中の６．８３％が「１２ヶ

月以上の滞納者（Ｃ＋Ｄ）」であり、うち２．８０％が「２４月以上の滞納

者（Ｃ）」の長期滞納者である。 

   また、滞納世帯中の７．１４％が「２５万円以上滞納している（Ｅ＋Ｆ）」、

うち２．１７％が「５０万円以上の滞納者（Ｅ）」の高額滞納者である。  

（カ）平成２９年度の入居中滞納世帯は３２２世帯、総滞納金額は３６７１万

５０６３円に及ぶ。うち、原則的には明渡予告の対象にあたる「７ヶ月～」

の滞納世帯は、５５世帯（総滞納金額１５５５万９６７６円）になる。（表

Ｄ） 

（キ）平成２６年度の指定管理者制度導入後、新規分納誓約者数が増加してい

る。毎年６０世帯ほど新規に分納世帯となっている。（表Ｅ） 

   平成２９年度の新規分納世帯は６５世帯で、入居世帯中１．４２％が新

たに分納世帯になっている。 

住宅課によると、各年度の新規誓約世帯も含めた分納世帯数の集計は、

困難との回答であった。 
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   表Ａ 年度末の滞納状況（入居中世帯） 

   年度  H25  H26  H27  H28   H29 

入居世帯数(A)  4,839  4,760   4,759   4,705   4,601 

管理戸数(B)   5,566   5,578   5,568   5,468   5,426 

滞納世帯数(C) 

（参考：退去者） 

（不納欠損処理退去者） 

  422 

 (173) 

  ( 19) 

   410 

 (148) 

  ( 21) 

   380 

 (152) 

  ( 14) 

   326 

  (130) 

  (  9) 

   322 

  (113) 

  (  4) 

滞納世帯率①(C/A)(%)

（全国） 

   8.72 

  (12.26) 

   8.61 

  (12.19) 

   7.89 

  (11.03) 

   6.92 

 

   7.00 

 

滞納世帯率②(C/B)(%) 

（全国） 

   7.58 

 (10.9) 

   7.35 

 (10.7) 

   6.82 

 (9.6) 

   5.96 

 

   5.93 

 

滞納額(円) 

（参考：退去者） 

（不納欠損処理退去者） 

48,492,288 

(77,113,143)

( 6,941,615) 

44,380,783 

(66,910,793)

( 8,648,571) 

40,885,824 

(65,073,513)

( 2,819,042) 

32,675,907

(58,979,237)

( 2,981,317) 

36,715,063 

(52,347,839) 

( 1,330,274) 

滞納月数(月) 

（参考：退去者） 

（不納欠損処理退去者) 

 2,415 

 (3,633) 

  ( 427) 

  2,105 

 (3,145) 

  ( 460) 

  1,901 

 (3,013) 

  ( 148) 

  1,559 

  (2,718) 

  ( 138) 

  1,336 

  (2,257) 

  ( 105) 

   ※「全国（C/A）」は、総務省報告書より引用。 

    「全国（C/B）」は、「公営住宅制度について」より引用。 

   ※空白部分はデータが間に合わなかったもの。 

   ※退去者に関する数値は、各年度の「不納欠損処理した退去者数・滞納額・

滞納月」に左右されるので、一概に各年度の比較はできない。 
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   表Ｂ 都道府県別家賃滞納世帯割合の状況 （ ）は％ 

家賃滞納世

帯割合 

5%未満 

 

5%以上 

10%未満 

10%以上 

20%未満 

20%以上 

30%未満 

30%以上 

 

 合計 

 

該当都道府

県等 

  5 

 (8.1) 

   11 

 (17.7) 

  36 

 (58.1) 

   6 

  (9.7) 

   4 

  (6.5) 

  62 

 (100) 

   ※表Ｂは、総務省報告書の「調査６９都道府県等のうち平成２８年１０月分

の家賃の納付状況を把握している６２都道府県等の状況」。 

    「家賃滞納世帯割合」は、表Ａの「滞納世帯率①」に相当する数値である。 
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   表Ｃ 長期・高額滞納者（入居中世帯） 

   年度  H25  H26  H27  H28   H29 

 入居世帯数(A)  4,839  4,760   4,759   4,705   4,601 

  滞納世帯数(B)   422   410   380   326   322 

24月以上の滞納入居者(C)   17   13   11   12     9 

同 滞納入居者割合（C/A)(%)  (0.35)  (0.27)  (0.23)  (0.26)  (0.20) 

同 滞納者中の割合(C/B)(%)  (4.03)  (3.17)  (2.89)  (3.68)  (2.80) 

12～24月の滞納入居者(D)   47   35   38   19    13 

同 滞納入居者割合(D/A)(%)  (0.97) （0.74）  (0.80)  (0.40)  (0.28) 

同 滞納者中の割合(D/B)(%)  (11.14)  (8.54)  (10.00)  (5.83)  (4.04) 

12月～の滞納入居者割合(%)   1.32   1.01   1.03   0.66   0.48 

同 滞納者中の割合(%)   15.17   11.71   12.89   9.51   6.83 

50万円以上の滞納入居者(E)   21   13   15   10     7 

同 滞納入居者割合(E/A)(%)  (0.43)  (0.27)  (0.32)  (0.21)  (0.15) 

同 滞納者中の割合(E/B)(%)  (4.98)  (3.17)  (3.95)  (3.07)  (2.17) 

25～50万円の滞納入居者(F)   38   40   30   21    16 

同 滞納入居者割合(F/A)(%)  (0.79)  (0.84)  (0.63)  (0.45)  (0.35) 

同 滞納者中の割合(F/B)(%)  (9.00)  (9.76)  (7.89)  (6.44)  (4.97) 

25万円～の滞納入居者割合(%)  1.22   1.11   0.95   0.66   0.50 

同 滞納者中の割合(%)   13.98   12.93   11.84   9.51   7.14 

参考：最多月滞納者(月)  83  66  61    56   52 

参考：最多額滞納者(円) 1,789,380 1,436,180 1,347,600 1,272,740 1,213,640 

   ※ 最多月・最多額滞納者は、同じ入居者である（分納中）。 
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      表Ｄ 平成２９年度末の滞納状況（入居中世帯） 

 滞納月数 

 

滞納世帯数(A),( )は

滞納世帯中の割合(%) 

総滞納金額(円)(B) 

 

  B/A(円) 

 

 13ヶ月超    20 (6.21)   8,858,966   442,948.3 

 7～12ヶ月    35 (10.87)   6,700,710    191,448.9 

 4～6ヶ月    77 (23.91)    8,275,431    107,473.1 

 1～3ヶ月   190 (59.01)   12,879,956     67,789.2 

 合計    322    36,715,063    114,021.9 

※７ヶ月～の滞納者は、全員が「起訴前の和解を結んだ者」か「分納誓約者」

とのことである。 

 

   表Ｅ 分割納入誓約者数 

   年度  H25  H26  H27  H28   H29 

入居世帯数(A)  4,839  4,760   4,759   4,705   4,601 

新規誓約者数(B) 

（B／A）(%) 

  15 

 (0.31) 

  67 

 (1.41) 

  38 

 (0.80) 

  59 

 (1.25) 

  65 

 (1.42) 

8/1現在の分納者数(C) 

（C／A）(%) 

 179 

 (3.70)  

  179 

 (3.76) 

  181 

 (3.80) 

   

  

 

 

   ※平成２５～２７年度の８月１日現在の分納者数は、滞納分のみの分納者数。 

平成２８年度からは、当月分の分納者を含めてデータ入力しているが、その

集計は困難とのことである。 

 

エ 家賃滞納者に対する対策 

（ア）平成２９年度で入居世帯の１２．２７％に督促状が、２．３３％（連帯

保証人には２．８２％）に催告状が送付されている状況である。 

（イ）平成２８年度より住居明渡予告が積極的に行われるようになり、それは
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何らかの結果（解決）に結びついている。 

（ウ）法的措置の実施対象案件に対しては、全てに対して法的措置を実施して

いるとのことである。ただし、支払督促については、住宅課の人員不足の

ため、該当者全員に対して実施することは困難とのことである。 

   平成２８年度より、債権差押も行うようになり強制執行件数が増加した。

同年度より、支払督促も可能な限り滞納上位者に対して実施するようにな

った。  
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 滞納家賃収納対策 

   年度  H25  H26  H27  H28   H29 

入居世帯数(A)   4,839   4,760   4,759   4,705   4,601 

督促状発送件数(B) 

(B／(A×12)) (%) 

 8,368 

  (14.41) 

  7,554 

  (13.22) 

  7,001 

  (12.26) 

  6,931 

  (12.28) 

  6,777 

 (12.27) 

文書催告のべ人数（本人）(C) 

(C／(A×4 )) (%) 

   547 

  ( 2.83) 

   547 

  ( 2.87) 

   429 

  ( 2.25) 

   392 

  ( 2.08) 

  429 

 ( 2.33) 

同延べ人数(連帯保証人）(D) 

(D／(A×4 )) (%) 

   897 

  ( 4.63) 

   897 

  ( 4.71) 

   681 

  ( 3.58) 

   596 

  ( 3.17) 

  519 

 ( 2.82) 
住宅明渡予告数（E) 
 
(E／A）(%) 

 15 
 
 (0.31) 

  6 
 
 (0.13) 

  7 
 
 (0.15) 

 30(うち和解

不履行11) 
 (0.64) 

 27(迷惑行為

2件を含む) 
 (0.59) 

結果：自主退去 

   強制退去 

   訴訟明渡 

      分納 

      完納 

      一部納付 

  1 

 

 

  5 

  5 

  4 

 

 

 

  4 

  1 

  1 

  3 

 

  2 

  2 

 

 

  1 

  2 

  4 

 23（完納

を含む) 

 

 退去5 

 

  3 

 18（完納

を含む) 

 

法的措置：即決和解 
  建物明渡等請求訴訟(うち

、連帯保証人に対するもの) 
  強制執行申立 

(うち、連帯保証人に対するもの) 
  支払督促 
(うち、連帯保証人に対するもの) 

  3 
 12(1) 
 
8(うち取下2) 

 
 
 

  3 
  5(3) 
 
2(うち取下1) 

 
 
 

  6 
  4(2) 
 
  2 

 
  1(1) 
 

 
  4(3) 
 
10(うち取下3) 

 
8(8)(うち取下

3、通常訴訟1) 

  5 
  6(4) 
 
 8(1) 

 
8(6)(うち

取下2) 

 ※平成２５～２７年度の強制執行申立は、全て「建物明渡、動産差押え」。 

平成２８年度の同申立は、建物明渡５件（断行３件。全額支払いによる取下げ

２件。）と退去者に対する給与差押５件。平成２８年度から債権差押も始めた。

平成２９年度の同申立は、建物明渡５件と給与差押３件。 
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 ※建物明渡等請求訴訟の原因は、平成２７、２９年度の各１件が「猫を飼ってい

た」以外は、家賃滞納。 

 ※連帯保証人への催告数が本人への催告数より多いのは、連帯保証人が複数いる

場合もあるからである。 

 

オ 住宅管理センターによる徴収状況 

（ア）平成２６年度指定管理者制度導入に伴う住宅管理センターの窓口徴収

（Ｅ／Ｂ）が、１．２８から２．２９％とわずかながらではあるが徴収

率増加に寄与しており、かつ増加傾向である。 

   徴収員による臨戸徴収の収納額に対する割合（Ｄ／Ｂ）は、徴収員の

人数が減少しても、４．５７から４．８０％とほぼ横ばいである。 

（イ） 徴収員の報酬（人件費（Ｊ））は、全収納額の０．５％程度（Ｊ／Ｂ）、

徴収員の臨戸徴収額の約１０％（Ｊ／Ｄ）にも及ぶ。 
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   住宅管理センターの徴収状況（平成 25 年は、市の嘱託徴収員） 

 年度（徴収員数)  H25  H26（4)  H27（4） H28(4→3) H29(3→2) 

入居世帯数(A)  4,839  4,760   4,759   4,705   4,601 

収納額(B) (円) 1,304,073,241 1,303,215,732 1,320,891,560 1,347,478,510 1,355,037,403 

徴収員訪問のべ件数(C)   5,514   5,520   5,092   4,697   4,184 

嘱託徴収員徴収額(D)(円) 

（D／B）  (%) 

 56,877,000 

 (4.36) 

 62,604,000 

 (4.80) 

 62,535,000 

 (4.73) 

 64,655,000 

 (4.80) 

  61,858,000 

  (4.57) 

住宅管理センター窓口徴

収額（E) 

（E／B） (%) 

    

 

 16,716,000  

 (1.28) 

 24,543,000  

 (1.86) 

 30,987,000 

（2.15） 

  31,093,000 

  (2.29) 

 D+E＝F (円) 

（F／B） (%) 

 56,877,000 

 (4.36) 

 79,320,000 

 (6.09) 

 87,078,000 

 (6.59) 

 95,642,000 

 (7.10) 

  92,951,000 

  (6.86) 

徴収員歩合給(G) (円) 

徴収員固定給(H) (円) 

C×80＝I (円) 

 

 

 

 3,308,373 

 3,312,000 

  441,600 

 3,487,806 

 3,312,000 

  407,360 

 3,382,611 

 3,105,000 

 375,760 

 3,202,101 

 2,415,000 

  334,720 

G+H+I＝J (円) 

 (J／B) (%) 

 (J／D) (%) 

 

 

 

 7,061,973 

 (0.54) 

 (11.28) 

 7,207,166 

 (0.55) 

 (11.53) 

 6,863,371 

 (0.51) 

 (10.62) 

 5,651,821 

 (0.42) 

 ( 9.62) 

  ※徴収額（C、D）は、千円未満四捨五入の金額。 

  ※徴収員の報酬（Ｊ） 

＝固定給(６万９０００円)＋歩合給（徴収額(算定外を除く））５％＋訪問件数×８０円 

   ここの算定外とは「徴収額のうち、（滞納家賃ではない）当月家賃の徴収分」

のことである。 

  ※平成２８年度の徴収員は、平成２９年１月から３名になった。 

     平成２９年度の徴収員は、平成３０年３月から２名になった。 
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 カ 家賃の口座振替納付状況 

（ア）口座振替戸数（Ｃ／Ａ）は、平成２９年度に増加したが６０％台にと

どまる。口座振替の収納額割合（Ｄ／Ｂ）は６３％程度で頭打ちの状態

である。 

 

   家賃の口座振替納付状況 

   年度  H25  H26  H27  H28   H29 

入居世帯数(A)  4,839  4,760   4,759   4,705   4,601 

現年度収納額(B) (円) 1,274,959,589 1,278,452,287 1,299,148,946 1,320,694,402 1,329,110,316 

口座振替戸数(C) 

（C／A） (%) 

  2,829 

 (58.46) 

  2,851 

 (59.89) 

  2,865 

 (60.20) 

  2,873 

 (61.06) 

  3,039 

 (66.05) 

口座振替収納額（D)(円) 

（D／B） (%) 

784,273,000 

 (61.51) 

796,336,000  

 (62.30) 

822,651,000  

 (63.32) 

840,094,000 

 (63.61) 

847,707,000 

 (63.78) 

   ※ 座振替収納額(D)は、１０００円未満四捨五入の金額。 

 

キ 代理納付等 

（ア）平成２９年度では、入居世帯のうち９．５６％が生活保護世帯であり、

１２．５４％が障がい者世帯である。 

ともに近年、わずかではあるが増加傾向にある。 

（イ）平成２９年度では、入居世帯のうち７．６９％（Ｄ／Ａ、生活保護世帯

のうち８０．４５％（Ｄ／Ｃ）が代理納付世帯であり、その割合は、近年

頭打ち状態である。 

なお、公営住宅に入居する生活保護世帯に対する代理納付制度の活用

割合が８０％以上の地方公共団体は、平成２６年末において全国の５割

弱（４７．１％）であり、佐世保市はギリギリその５割弱に含まれてい
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る。 

 

      障がい者、生活保護世帯数 

   年度  H25  H26  H27  H28   H29 

入居世帯数(A)  4,839  4,760   4,759   4,705   4,601 

障がい者世帯数(B) 

（B／A）(%) 

  668 

 (13.80) 

  643 

 (13.51) 

  532 

 (11.18) 

  552 

 (11.73) 

  577 

 (12.54) 

生活保護世帯数(C) 

（C／A）(%) 

 429 

 (8.87) 

  429 

 (9.01) 

  437 

 (9.18) 

  449 

 (9.54) 

  440 

 (9.56) 

代理納付世帯数(D) 

（D／C） 

 (D／A) 

 

 

 

  343 

 (79.95) 

 ( 7.21) 

  350 

 (80.09) 

 ( 7.35) 

  370 

 (82.41) 

 ( 7.86) 

  354 

 (80.45) 

 ( 7.69) 

 

 ２ 規範 

規範は、本章の第１「概要」、第５の１の「（１）佐世保市の手順」に記載

のとおりである。適宜引用する。 

 ３ 意見等 

（１）公営住宅使用料が私債権であるという意識に欠ける（意見） 

ア 住宅課の決算資料では、不納欠損の説明において「５年（公法上の消滅

時効期間）…」と明記してある。 

そこで、住宅課に確認したところ「最高裁昭和５９年１２月１３日判決

は知っているが、佐世保市では公債権としているとの回答であった。 

しかし、地方公共団体が債権者となる数多の債権は「公債権」と「私債

権」に分類されるが、上記最高裁判決は公営住宅家賃債権について、「基

本的には私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはなく、…法及び条例に

特別の定めがないかぎり、民法及び借家法の適用があり、」と判示し、私
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債権と同様に処理している。上記最高裁判決以前にも、下級審では、公営

住宅使用料を明確に私債権であると明確に認めたものもあった（名古屋地

裁昭和４２年３月１５日判決等）。 

確かに、昭和２６年１１月９日地自行発７３行政課長回答等では公営住

宅使用料を公債権としており、各法規の立法趣旨等により公債権か私債権

かを判断すべきとも言える。 

しかし、上記最高裁判決以来、公営住宅使用料については、ほとんどの

自治体が私債権として扱っている（「自治体私債権回収のための裁判手続

マニュアル」発行：株式会社ぎょうせい、著者：瀧康暢）。 

消滅時効に関しても、監査人が確認した３つの文献全てが、私債権とし

て民法第１６９条により消滅時効期間は５年間としている。 

法律に基づく行政をなすべき行政機関としては、最高裁の判断に従って

「私債権」と意識して処理すべきである。＝ 意見 

公債権と私債権には、次のとおり大きな違いがあることから、地方公共

団体が債権者として債権を処理する場合、当該債権が、公債権か私債権か

は、まず第一に意識すべき事項である。 

なお、実際の処理において、住宅課は公債権としながら私債権的処理を

しており、大事には至っていない。 

イ 公債権と私債権の主な相違点は、次のとおりである。 

  以下は、「自治体私債権回収のための裁判手続マニュアル」（発行：株式

会社ぎょうせい、著者：瀧康暢）を参照した。 

（ア）消滅時効期間について、公債権は５年もしくは２年（地方自治法第２

３６条等）であるが、私債権は民法によって定まり、債権の種類によっ

て１年から１０年になる（民法第１６７～１７４条）。  

もっとも、公営住宅家賃は定期給付債権として消滅時効期間は５年で

あり（民法第１６９条）、公債権の消滅時効期間と一致する。 
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（イ）消滅時効の援用の要否について、公債権では「債務者が消滅時効の援

用することなくとも、単に時効期間が経過すれば、債権は絶対的に消滅

する。」（地方自治法第２３６条１項等）。 

一方、私債権の場合は、時効による債権の消滅は、債務者の時効の援

用が必要になる（民法第１４５条）。 

この点に関して、佐世保市では不納欠損処理の要件として、「①５年

（公法上の消滅時効期間）を経過した退去納付者の債権のうち、②本人

が死亡または所在不明か、生活困窮で納付の見込がない者かつ連帯保証

人も死亡または支払能力が無く債権回収が困難なものと記載している。 

仮に、時効中断から５年間経過しているにもかかわらず（要件①）、

要件②が満たされていないとして滞納家賃を徴収した場合、滞納家賃が

住宅課の見解のとおり「公債権」であったならば、そもそも時効期間５

年の経過により絶対的に債権が消滅しているにもかかわらず、市民から

滞納家賃として徴収したことになり、誤徴収となる（佐世保市は、当該

市民に対して謝罪して、当該金員を返還べきことになる。）。 

つまり、公営住宅使用料が私債権であるからこそ、滞納した市民が時

効を援用しない限り債権は存続することから、滞納家賃として徴収がで

きるのである。 

したがって、公営住宅使用料が私債権であるから、その妥当性は別と

して、現行の不納欠損処理が許容されるのである。 

（ウ）消滅時効後の債務の承認について、公債権の場合は、時効期間が経過

すれば債権そのものが絶対的に消滅することから、仮にその後に支払い

（債務の承認）があったとしても債権が復活することはない。 

一方、私債権の場合は、消滅時効援用権の放棄（あるいは信義則上消

滅時効の援用権が喪失）になり、その承認の時点から再び消滅時効が進

行を始める。 
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（エ）督促手数料・延滞金の徴収について、公債権の場合、条例の定めがあ

れば徴収することができる（地方自治法第２３１条の３第２項）。 

一方、私債権の場合は、地方自治法上の延滞金を徴収することはでき

ない。 

これについて、「新版 逐条地方自治法（第６次改訂版）」（発行：学

陽書房、著者：松本英明）は、地方公営企業の料金、公営住宅の家賃、病

院の料金、授業料等何が本項（地方自治法第２３１条の３第２項）の対

象となるかについては、具体的には法律の規定によることになるとし、

同条項の直接の適用を否定している。 

ところで、佐世保市は、地方自治法第２３１条の３第２項の定める条

例として「佐世保市税外諸収入金の督促、延滞金及び延滞処分に関する

条例」を定めているが、その対象に公営住宅家賃と同じく私債権である

佐世保市立総合病院の診療費（当時）も含まれている。 

本来、公債権を対象とする地方自治法第２３１条の３第２項に基づく

条例であるにも関わらず、同条例は、私債権である佐世保市立総合病院

の診療費（当時）も明記して適用対象とすることを規定しているが、同

条例に明記されていない他の私債権（公営住宅家賃）にも当然に適用さ

れるのか、その適用範囲が明確となっていない。 

以上より、現在、佐世保市では家賃滞納者に対する延滞金は課されて

いないが、上記地方自治法の条項・条例に基づき手数料及び延滞金を家

賃滞納者に対して課すことを検討する際には、上級庁である国土交通省

に、その可否を確認すべきであろう。なお、民法上の双方の契約の合意

により督促料、遅延損害金を課すことには、何ら問題ない。 

 

（２）佐世保市の家賃収納率の低率（意見） 

佐世保市の金額ベース（過年度を含む）の家賃収納率は、全国平均より低
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く、長崎県及び近隣市よりも低い。特に、長崎県及び近隣市より、過年度滞

納分の収納率が低い。 

     ア この点について住宅課に意見を求めたところ、各自治体の管理戸数、入

居者数の違いによる差ではないかとの回答があった。 

また、各自治体と徴収方法を含めた情報交換は実施しているとのことだ

が、５年間その結果が出ていない。 

佐世保市が、平成２７年度の全国、及び長崎県・長崎市・近隣市より収

納率が劣る原因を具体的に調査分析し、早急に改善を図るべきである。 

＝ 意見 

特に、長崎県より５％以上（過年度では約１７％）も収納率が低い点に

は留意すべきである。そうすると、同じ佐世保市民でも、市営住宅の入居

者と県営住宅の入居者とで不公平な状態になっている可能性があるといえ

る。 

イ 一方、入居中世帯ベースでみると、佐世保市の滞納世帯割合は全国平均

と比べてかなり少ない。 

それにもかかわらず、金額ベースの収納率（過年度も含む）が低い理由

としては、次のようなことが考えられる。 

・滞納者一人当たりの滞納金額が多い可能性がある。 

・退去者の滞納金額が多い可能性がある。 

・過年度分の滞納金額が多い可能性がある。 

それぞれの箇所で後述もするが、上記理由の原因となり得る佐世保市の

市営住宅事務の特徴としては、次のことが考えられる。 

（ア）不納欠損処理の要件が、過重過ぎる。 

２０年度以上前の滞納家賃まで「過年度調定額」に組み入れて収納業

務を行っている。 

（イ）佐世保市は家賃の減免制度が整備されておらず、長期間の分納（徴収
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猶予）で対応している。 

平成２９年度における７ヶ月以上の滞納世帯は５５世帯（滞納世帯の

約１７％）、１３ヶ月超が２０世帯（同６．２１％）であり、最多月滞納

者の滞納月は５２ヶ月である。 

不納欠損処理が進まず、かつ、本来ならば減免措置の対象になる入居

者に対しても所定の家賃を課していれば、当然、入居者の納付が困難な

家賃となり、「調定額」という分母が大きくなることから、金額ベース

の収納率は低くなる。 

仮に、実際に①②が原因であれば、不納欠損処理要件の見直しと、家

賃減免制度の整備が必要になる。 

 

（３）２０年以上前の過年度滞納分の収納業務（意見） 

消滅時効期間が経過した滞納家賃についても不納欠損とされない場合があ

り、２０年以上前の過年度滞納分についても収納業務が行われている。 

        以下、各記号・数値は、表「過年度滞納分の収納状況」を参照。 

   ア  各過年度期間の調定額（Ｂ、Ｃ）に対する収納率で比較すると、「１～

５年前分」の収納率（Ｅ／Ｂ）が約５４％に対して、「６年前以降～」の収

納率（Ｆ／Ｃ）は良くても１３％程度である。 

過年度調定額全体（Ａ）に対する「６年前以降～」の収納率（Ｆ／Ａ）

は、良くても８％程度である。 

この「６年前以降～」の滞納家賃には、消滅時効期間未経過の滞納家賃

（時効中断から５年以内）も含まれているが、それでも収納率は８％程度

である。 

イ また、平成２７から２８年度は、過年度分収納率（Ｄ／Ａ）が、１９．

５４から２５．２８％と、５．７４％向上している。 

これは、平成２８年度から、滞納者に対する住宅明渡予告や債権（給与）
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差押、支払督促等をできる限り実施したことによるものと思われる。 

しかし、ここでも「１～５年前分」の収納率（Ｅ／Ｂ）が１２．４５％も

向上したのに対して、「６年前以降～」の収納率（Ｆ／Ｃ）は２．２７％の

上昇にとどまる。 

つまり、「１～５年前分」の過年度滞納分に対して種々の対策（支払督

促、訴訟、強制執行等の法的措置を含む）を講じる方が、収納率向上効果

が大きいことが分かる。 

ウ 一方、既述のとおり、不納欠損処理は、「本人が死亡または所在不明か、

生活困窮で納付の見込がない者かつ連帯保証人も死亡または支払能力が無

く債権回収が困難なもののうち（②）、時効期間を経過したもの（①）」の

場合に行われている。 

つまり、単に消滅時効期間が経過しただけでは（①）、不納欠損処理さ

れず、家賃収納事務が長期間継続されている状況である。 

そもそも、消滅時効期間が経過した債権は、債務者が時効を援用した場

合には、回収不可能になる債権である。 

上記のとおり、「１～５年前分」の過年度滞納分に対して対策を講じる

方が効果が大きいのであるから、不納欠損処理の要件を「①のみ」として

事務を効率化し（＝①のみで不納欠損処理することにより、時効期間経過

債権に対する収納業務が軽減されるだけでなく、②の要件を検討する事務

等も軽減される。）、「１～５年前分」の過年度滞納分に対して、一層の対

策（法的措置を含む）を速やかに講じる方が、より一層の収納率向上が期

待できると考える。＝ 意見 

エ 補足すると、既述のとおり、平成２８年度に収納率が向上した理由と考

えられる「支払督促」は、住宅課の人員不足のため該当者全員に対して実

施することは困難で、その実施件数は、平成２８、２９年度とも８件にと

どまっており、事務の効率化が急務な状況である。 
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つまり、事務を効率化し、その余力をもって、退去後の家賃滞納者全員

に対して、速やかに支払督促を行うことにより、過年度滞納分の収納率向

上が期待できる。 

また、「自治体私債権回収のための裁判手続マニュアル」（ぎょうせい

発刊）では、「消滅時効期間を経過していても、時効の援用がなければ、当

然債権の回収を行うことは合法です。しかし、長年、放置されたまま（あ

るいは年に数回催告書を送るだけでそれ以上の回収の努力をしていない）

の私債権を回収するかどうかは、十分な検討が必要です。」と、地方公共

団体の担当者に対して、消滅時効期間経過後の債権の処理方法について検

討を促している点も、事務の効率化の参考になる。 

 

 （４）分納処理（徴収猶予）について（意見） 

ア 後記「第６」に記載のとおり、佐世保市は家賃の減免制度が整備されて

おらず、長期間の分納（徴収猶予）で対応している。そして、平成２９年度

における７ヶ月以上の長期滞納世帯は５５世帯（滞納世帯の約１７％）、

１３ヶ月超が２０世帯（同６．２１％）であり、最多月滞納者の滞納月は

５２ヶ月にも及ぶ。 

イ しかし、そもそも徴収猶予（法第１９条）とは、支払能力の喪失が一時

的なものであって、支払能力の回復が期待できる場合になされるものであ

る。 

他方、減免措置（法第１６条５項）が相当長期間にわたって家賃の支払

い能力が失われ、又は著しく低下して、将来もその期間に対応する支払能

力が回復しないと考えられる場合になされるのとは、その対象を異にする。 

減免措置を行うのが適切な入居者に対して、分納措置（徴収猶予）に留

め長期間その支払能力を超える債務負担状態に曝すということは、「住宅

に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、…国民生活の安定と
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社会福祉の増進に寄与する」（法第１条）という法の趣旨に反するとも考

えられる。 

法に基づく行政を実現するために、後記のように家賃の減免制度の整備

を実施するとともに、現在は個々の担当者の判断に任されている分納処理

（徴収猶予）の基準を早急に整備すべきである。＝ 意見 

   ウ さらに、減免措置、徴収猶予を適切に講じるためには、家賃滞納者の滞

納理由・事情や生活状況を早期かつ十分に把握することが重要である（総

務省報告書より）。 

それゆえ、総務省は、家賃滞納者の状況を適時的確に把握した上で、必

要な対策を講じるように国土交通省に勧告し、それを受けた国土交通省は、

全国の地方公共団体に対して、「入居者の状況、事情を把握した結果、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。」

を求めた平成元年通知、平成２６年通知について、平成３０年２月に三度

繰り返して通知している。 

それに対して、佐世保市は、滞納理由の把握に積極的には努めておらず、

滞納理由を確認した一部についても集計は困難という状況である。 

行政組織の一体性の観点からも、上級庁である国土交通省の平成元年か

らの通知内容を実現するために、家賃滞納者の滞納理由・事情や生活状況

を早期かつ十分に把握する手続を早急に整備するべきである。＝ 意見 

滞納理由の把握については、第６で、全国の状況との比較に基づき再度

述べる。  

エ 住宅課によると、各年度の分納（徴収猶予）世帯数の集計は困難とのこ

とである。 

しかし、分納世帯数（＝世帯率）の推移は、他の地方公共団体のそれと

比較することにより、徴収猶予措置が適切に行われているか、佐世保市営
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住宅の入居者が、他の地方公共団体の市民より不利な状況にないかを検討

する手がかりになる。 

また、将来の法的措置必要者数、および不納欠損者数を予測する手掛か

りにもなり得る。 

よって、各年度の分納世帯数を集計して分析可能にする方策を検討すべ

きと考える。＝ 意見 

 

 （５）口座振替納付の促進について（意見） 

ア 住宅管理センターの徴収員の報酬（人件費）は、全収納額の０．５％程

度、徴収員による臨戸徴収額の約１０％にも及ぶ。 

また、入居者の１２％以上に督促状が、２％以上（連帯保証人には３％

程度）に催告状が送付されているという事務処理状況である。 

一方、口座振替世帯数は平成２９年度に若干増加したが６０％台にとど

まる。口座振替の収納額割合は、６３％程度で頭打ちの状態である。 

イ 住宅管理センターには口座振替促進業務が課せられているが、住宅管理

センターは、口座振替が増加したら自らの徴収手数料が減少するという関

係にあり、住宅管理センターに口座振替促進業務を任せるのには限界があ

る。 

一方、住宅課に聞いたところ、住宅課においては、入居者と話す機会が

あるときに口頭で口座振替を依頼し、分納誓約の際には、口座振替を条件

としているとのことであったが、データを見ると頭打ち状態である。 

ウ 口座振替による家賃納付が進めば、収納率の向上とともに人件費の節約、

および家賃収納業務の軽減が可能になる。 

口座振替世帯を増加させるために、電気、ガス料金のように口座振替世

帯に何らかの優遇措置ができないか、検討してもよいのではないかと考え

る。＝ 意見 
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 （６）代理納付等について（意見） 

     ア 佐世保市では、生活保護世帯のうち、住宅扶助で家賃額以上の保護費を

受給している入居者については、全員代理納付となっているとのことであ

る。 

しかし、代理納付世帯は生活保護受給世帯の８０％で頭打ち状態である。

代理納付の活用割合をさらに向上させるため、家賃額未満であっても住宅

扶助を受給している被保護者については漏れなく代理納付にしても問題な

いのではないかと考える。＝ 意見 

「家賃額－住宅扶助費」の金額の納付書発行ないし口座引落をするだけ

なので、事務処理が過重に煩雑になる可能性は少ない。 

国土交通省の平成元年通知においても、住宅扶助は、民生部局との連携

を十分にとることにより、必ず家賃支払いに充てるようにさせることと指

示されている。 

イ また、障がい者世帯では、自分で家計管理することが難しいということ 

で、佐世保市社会福祉協議会と財産管理契約をしている世帯もある。かか

る場合、障がい者年金等を原資として社会福祉協議会が家賃振込を行うこ

とから、確実な家賃の支払が期待できる。 

障がい者世帯は入居世帯の１２％前後をしめるところ、障がい者世帯に

同制度の利用を薦めて、収納率向上および事務の軽減を図ることを検討し

てもよいのではないかと考える。＝ 意見 

 

 （７）遅延損害金について（意見） 

ア 現在、佐世保市において、家賃滞納者に対する延滞金、遅延損害金は課

せられていない。 

その理由を住宅課に確認したところ、元々が生活困難者なので、遅延損
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害金、延滞金は課していないとの回答であった。 

イ しかし、元々、公営住宅の家賃は入居世帯の収入に応じて決められてい

るのである。よって、家賃滞納者の全員が家賃の支払ができないほどの生

活困難者とは限らない。 

真面目に家賃を支払っている入居者との公平の観点からも問題である。

家賃滞納者には何らかのペナルティーを課すべきである。 

既述のとおり、私債権である滞納家賃に対して「佐世保市税外諸収入金

の督促、延滞金及び延滞処分に関する条例」で延滞金を課すことが可能か

は慎重な検討を要するが、少なくとも、民法所定の遅延損害金を家賃滞納

者に対して課すべきではないかと考える。＝ 意見 

 

 （８）家賃・敷金に関する不正入居者に対する措置について（意見） 

現在まで、上記措置に関する条例第６１条（罰則）が適用された実績はな

い。 

しかし、同条は「過料」という行政罰を課す規定である。 

同条適用の際の具体的な判断基準、手続についても文書化されていないた

め、今後そのような案件が発生した場合に備えて、適正手続の観点から、そ

の具体的な判断基準、手続について、予め明確化しておくべきと考える。 

＝ 意見 

 

第６ 家賃の減免（徴収猶予）について 

 １ 事実の摘示 

（１）一般的な家賃の減免措置について 

  ア 「平成２９年度版公営住宅の管理」（発行：一般社団法人日本住宅協

会、編集：公営住宅管理研究会）によると、「家賃の減免措置」（法第１

６条５項）は、相当長期間にわたって家賃の支払い能力が失われ、又は著
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しく低下して、将来もその期間に対応する支払能力が回復しないと考えら

れる場合になされる。 

また、入居者の収入に応じて、本来の家賃から一定割合を減額すること

によって行うとするのが一般的である。この場合にあっては、事業主体は

減免対象となる収入基準を設け、この基準以下の収入階層をいくつかの区

分に分割し、区分ごとに家賃を減額する率を定めるものとする。 

減免対象の基準としては「おおむね生活保護基準程度以下の収入（療養

費等の特別の出費を控除した後の収入）が基準となろうが、各事業主体が

地域的、経済的事情を考慮して妥当と認められる線を設けることが望まし

い。この基準に則って、各入居者の家賃負担能力を考慮して、減額又は免

除を決定する。」とされている。 

さらには、入居中の者だけではなく、公営住宅が低額所得者のための住

宅であるという趣旨・目的（法第１条）より、入居者選考の際にも支払能

力がない者に対しては減免措置を講じることが一般的とされている。 

イ 家賃減免措置の具体的内容を、国土交通省が「公営住宅制度について」

で各地方公共団体が取り組むべき措置の参考例として示している「千葉県

営住宅の家賃減免制度の周知文書」から抜粋して、以下記載する。 
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     そのうち、一般減免と福祉減免の表などの部分について抜粋する。 

 

（ア）一般減免 

入居者及び同居者の収入月額が６７，０００円以下の各基準の範

囲であれば、それぞれの減額率が適用されます。 

なお、同一世帯で複数の方に収入がある場合は、全て合算となり

ます。 

       世帯の収入月額   減免率 

５０，００１円～６７，０００円   ２０％ 

３７，００１円～５０，０００円   ４０％ 

２５，００１円～３７，０００円   ６０％ 

     ０円～２５，０００円   ８０％ 
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（イ）福祉減免 

次の場合には、収入月額が６７，００１円以上でも各々の減免率が

適用されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   対象世帯 世帯の収入月額 減免率 

①重度障害者 

②戦傷病者（特別項症から第３項症） 

③常時就床状況にある６５歳以上の老人で介護を必要と

する者 

１５８，０００円

以下 

 

 

５０％ 

 

 

 

①中度障害者 

②戦傷病者（第４項症から第６項症） 

③乳幼児･児童･生徒（専修又は各種学校に就学している

未成年者を含む）を扶養し、配偶者のない者 

④入居者が６０歳以上で、同居家族の全てが次のいずれ

かに該当する者 

・配偶者 ・６０歳以上の者 

・乳幼児･児童･生徒（専修又は各種学校に就学している

未成年者を含む） 

１０４，０００円

以下 

 

 

 

 

 

 

 

２０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）収入月額の計算方法 

収入月額 

＝（世帯の合算所得額－公営住宅法の定める各種控除）÷１２ヶ月 

（エ）減免期間 

減免開始月の属する年度３月末までの１年間以内とします。 

なお、減免は、毎年度申請が必要になりますので御注意下さい。 
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ウ 住宅管理センターから聴き取ったところによると、長崎県営住宅でも家

賃減免制度（他にも、「駐車場使用料減免制度」、「退去補修費減免制

度」）が用意されている。 

公社が、県営住宅の管理をしていた頃（約５年前）の県営住宅の減免制

度の内容は、収入により減免率を決める制度で、最高５０％の減免率だっ

たとのことである。 

（２）佐世保市の実情（家賃減免措置、徴収猶予に関して） 

    他の地方公共団体で実施されている一般的な家賃の減免措置は、佐世保市

においても、法に則した「条例第２４条」が定められているにもかかわらず、

佐世保市営住宅では実施されていない。 

ア 住宅課から、佐世保市営住宅における減免措置として説明を受けた内容

は、次のとおりである。 

当該制度は、平成２９年１０月１０日に「家賃減免・徴収猶予（市営住

宅条例第２４条）の取扱いについて」という件名で、方針決裁を受けてい

る。 

（ア）まず、その対象は、原則として生活保護受給決定を受けた者について、

かつ、その後の処理を待つことが不適当であると判断される場合である。 

 上記、他の地方公共団体で行われている一般的な家賃減免措置の場合

より、極めてその対象を限定している。 

（イ）その内容は、当該措置が認められた場合、収入分位Ⅰに収入額更正が

されるという内容である。 

上記、他の地方公共団体で行われている一般的な家賃減免措置のよう

な本来の家賃から一定割合を減額することによって行う。この場合にあ

っては、事業主体は減免対象となる収入基準を設け、この基準以下の収

入階層をいくつかの区分に分割し、区分ごとに家賃を減額する率を定め
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るということが予定されていない。 

「収入分位Ⅰに収入額更正される」だけであれば、最も収入が少なく、

公営住宅が第一に対象とすべきである。元々が収入分位Ⅰの入居者には、

何らの恩恵もない。 

（ウ）徴収猶予の方法についても、従前の分納処理方法（第５の１（１）佐世

保市の手順）を踏襲し、入居者からの申出があった場合は、収入支出の

状態について聞き取りを行い、お互いの合意により猶予方法（分納金額

等）を定めるものとする（即決和解等の法的措置も含む）と記載されて

いる。 

（エ）また、「（本方針決裁で）定める基準以外での減免適用は行わず、市営

住宅家賃の猶予について相談があった場合は、徴収猶予で対応すること

とする。」旨、明記されている。 

上記、他の地方公共団体で行われている一般的な家賃減免措置の適用

を否定し、法が減免の適用場面としている「相当長期間にわたって家賃

の支払い能力が失われ、又は著しく低下して、将来もその期間に対応す

る支払能力が回復しないと考えられる」場合であっても、徴収猶予（分

納）で対応することになっている。 

イ 入居者への周知に関しても、国土交通省が参考例として提示する千葉県

のような周知文書は、佐世保市では用意されていない。 

市営住宅入居者に配付される「させぼすみたかノート」にも、上記佐世

保市が採用する家賃減免制度および徴収猶予制度について、全く記載され

ていない。 

住宅課に確認したところ、①徴収猶予については、催告状に記載してい

る。申出があった場合に分納の話しをする、②減免については、住宅管理

センターに相談があったとき住宅管理センターが、生活福祉課の方へ生活

保護の相談に行くように案内する、または、住宅管理センターが収入額更
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正手続の案内をしている。住宅課は、生活福祉課から生活保護の連絡を受

けてから、減免措置の対象になるかを判断するとのことであった。 

もっとも、②の手続について書面化はされていない。 

また、上記説明によると、①徴収猶予については、入居者が滞納して催

告状を受ける状態になって初めて、徴収猶予制度（分納）が当該入居者に

知らされるというのが佐世保市の現状であり、②減免については、入居者

が生活保護を申請して初めて、佐世保市が平成２９年１０月１０日に方針

決定した減免措置が当該入居者に知らされるというのが佐世保市の現状と

なる。 

ウ 平成２９年１０月１０日に方針決裁した佐世保市の家賃減免措置の実施

状況は、平成２９年度０件である。  

（３）家賃滞納者の滞納理由の把握について  

ア  第５の「３（４）分納処理（徴収猶予）」に関連して述べたように、総

務省報告書は家賃減免措置、徴収猶予を適切に講じるためには、家賃滞納

者の滞納理由・事情や生活状況を早期かつ十分に把握することが重要であ

ると指摘して、「家賃滞納者の状況を適時的確に把握した上で、必要な対

策を講じるように」と国土交通省に勧告した。 

 それを受けた国土交通省は、全国の地方公共団体に対して、「入居者の

状況、事情を把握した結果、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。」を求めた平成元年通知、平成２６年通知を

平成３０年２月に三度繰り返して通知している。 

イ 総務省報告書では、連続する家賃の滞納期間が３ヶ月以上ある者への対

応状況等を把握できた６７都道府県等から抽出した６８０世帯において、

「理由が未把握又は不明」の世帯合計（ｃ／ｂ）は１５．８％であり、家

賃滞納世帯の約８５％の滞納理由が把握されている。 
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   家賃滞納期間別家賃滞納理由が不明又は未把握の世帯数  

家賃滞納期間 

 

 

 

 家賃滞納世帯数（ａ） ａにおける平

均滞納額(円) 

 

 

 

 

ａのうち入居者の死

亡等を除く世帯数(

ｂ) 

ａのうち家賃滞納理由

が未把握又は不明とな

っている世帯数(ｃ) 

ｃ／ｂ 

（％） 

 

３ヶ月以上６ヶ月未満  278     272     40   14.7  202,659 

６ヶ月以上１２ヶ月未満  224     201      38   18.9  267,677 

１２ヶ月以上  178     149      20   13.4  798,943 

 合計  680     622      98   15.8  

   ※ 総務省報告書記載の調査６９都道府県等のうち平成２８年１０月分の家

賃を含む連続する家賃の滞納期間が３ヶ月以上ある者の対応状況等を把握

することができた６７都道府県等の状況。 

 

ウ 総務省報告書には、家賃滞納理由を迅速に把握していれば生活状況の悪

化を防ぐことができた事例の一つとして、「入居者は、通勤中のケガを理

由に失業し、しばらくの間、貯蓄や雇用保険で生活していた。しかし、貯

蓄が底をつき、家賃を６ヶ月分滞納している中、栄養失調状態になり衰弱

しているところを発見された。」という事例が記載されている。 

 （４）佐世保市の実情（家賃滞納者の滞納理由の把握に関して） 

     ア  第５の「１（１）カ」および「３（４）分納処理（徴収猶予）」に関連

して述べたように、住宅課に確認したところ、佐世保市営住宅入居者の家

賃滞納理由の把握状況については、滞納で窓口に呼び出す必要がある入居

者（６ヶ月以上または２５万円以上の滞納者）で窓口に来た者の一部につ

いては、面談時に滞納理由を確認しシステムに入力している、しかし集計

することは困難とのことだった。 
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     なお、住宅課によると、滞納理由（滞納者へのヒアリングによる）は

「金がない」「他に回した」「冠婚葬祭があった」等、要は生活困窮等で

あり、さらに自己申告に過ぎないために、わざわざ詳細な分類は行われて

いないとのことである。 

   イ 上記の総務省報告書記載の事例のように、入居者が住宅課窓口に赴くこ

とが出来ない状況にある場合は、佐世保市の現状では、滞納理由を把握す

ることは不可能となる。 

その結果、総務書報告書や国土交通省が全国の地方公共団体に求めてい

る家賃減免措置、徴収猶予を適切に講じるということも不可能という結果

になる。 

 ２ 規範 

規範は、本章の第１「概要」、および第６の１の「（１）一般的な『家賃の

減免措置』について」、同「（３）家賃滞納者の滞納理由の把握について」に

記載のとおりである。適宜引用する。 

 

 ３ 意見等 

 （１）家賃の減免措置制度の整備の不十分（意見） 

ア 公営住宅法の趣旨・目的は「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な

家賃で賃貸し、…国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」にあ

る（法第１条）。 

それゆえ法は、８つの収入分位を設定し、収入の低い方から１／４まで

の世帯（収入分位Ⅰ～Ⅳ）を本来の入居世帯として、その収入を基に家賃

を算定している。 

しかし、各収入分位にある入居者の中にも、当然、それぞれ困窮状況・

事情・理由に違いがあり、法が大きく設定する８つの収入分位では吸収で

きない場合が発生する。 
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それを補い、きめ細かく法の趣旨・目的を実現するために、それぞれの

場合（相当長期にわたる支払能力の喪失の場合、一時的な支払能力喪失の

場合）に備えて、家賃の減免と徴収猶予の措置がそれぞれ法律として定め

られたものと考える。 

それを、さらに地域の実情に合わせて、きめ細かく実現するために、各

地方公共団体に権限が委ねられているのである。 

それゆえ、国（国土交通省、総務省）は、各地方公共団体に対して「入居

者に家賃滞納が生じた場合、入居者の収入等の状況や事情を十分に把握し、

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

置を講ずることにより、入居者の支払能力に応じて負担を軽減すること」

を、少なくとも平成元年から繰り返し求めているのである（以上、第１ 「概

要」参照）。 

   イ 佐世保市においても、ようやく平成２９年１０月１０日に「家賃減免・

徴収猶予（市営住宅条例第２４条）の取扱いについて」という件名で、方

針決裁が行われている。 

しかし、その内容は、対象を原則として生活保護受給者に限定するだけ

ではなく、最も公営住宅が救済すべき「収入分位Ⅰ（最低額所得者層）」に

対する救済制度になっていない。 

さらには、本来なら家賃減免が相当な入居者に対しても徴収猶予で賄お

うとする内容となってしまっている。 

それは、上記の法の趣旨、国の指導には適合していない内容である。 

   ウ その結果、佐世保市営住宅の入居者は、千葉県営住宅等の他の地方公共

団体の入居者より不利な入居条件にある。 

そればかりでなく、同じ佐世保市民でありながら、長崎県営住宅の入居

者よりも佐世保市営住宅の入居者は不利な入居条件にある。 

早急に、法が予定し、国が求めている一般的な家賃の減免措置の制度
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を、佐世保市においても他自治体の制度を参考にするなどして整備しなけ

ればならない（これには、徴収猶予制度との調整、および入居者に対する

制度の周知方法の整備も含む。）。＝ 意見 

 

 （２）家賃滞納者に対する滞納理由の把握について（意見） 

    また、上記一般的な家賃減免措置および徴収猶予制度を適切に講じるため

の前提として、国が求めるとおり、佐世保市においても、理由の詳細の度合

いは検討が必要であろうが、家賃滞納者の滞納理由を調査し把握する体制を

整えるべきである。＝ 意見  

総務省報告書では、「調査６７都道府県等において抽出された家賃滞納世

帯の約８５％について滞納理由が把握されていた。」という事実を、佐世保

市も重大に受けとめるべきと考える。 

 

第７ 連帯保証人について 

   入居者の連帯保証人に関して、法の定めはない。 

   一方、条例では、第１９条（住宅入居の手続）で「特別の事情があると認め

るもの」（同条３項）を除き連帯保証人をつけることが入居要件とされている。 

また、第３６条（連帯保証人の変更）では、入居中の者も「連帯保証人がなく

なったとき、…速やかにこれを変更しなければならない。」と定め、第１９条

３項を準用している。 

よって、入居後契約中の事務に関する本章でも連帯保証人について言及する。 

 １ 事実の摘示 

 （１）全国の状況 

   ア 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という観点から行われた総務省の調査が真っ先
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に課題としてあげているのが、保証人の確保が困難な入居希望者への対応

である。その結果は第１「概要」ですでに触れてはいるが、改めて述べて

おく。 

総務省報告書が調査した６９都道府県等の結果は、次のとおりである。 

（ア）保証人を確保できないことにより入居辞退した者は、１１都道府県等

で６５件（ただし、入居辞退数を把握していたのは４３都道府県等）。 

（イ）調査６９都道府県等の全てで、条例等により、入居手続として保証人

を求めており、４４都道府県等（６３．８％）で１人、２５都道府県等

（３６．２％）で２人の保証人を求めている。また、入居決定者と同程

度以上の収入を有する者など収入要件を設定しているものが６３都道府

県等（９１．３％）、市内に居住している者など居住地要件を設定して

いるものが５３都道府県等（７６．８％）である。 

（ウ）保証人免除の特例措置を導入しているのは４８都道府県等（約７０％）

である。その対象となる者の主な属性は、生活保護受給者が２２都道府

県等（４８．８％）、高齢者が１３都道府県等（２７．１％）、障がい者

が１０都道府県等（２０．８％）、配偶者からの暴力の被害者が１０都

道府県等（２０．８％）である。留学生のみを対象としている例もある。 

（エ）特例措置を導入している４８都道府県等の中には、「入居者の緊急時

の対応のため、保証人に代えて緊急時の連絡先の登録を求める」、「家

賃滞納が生じた場合には、自立相談支援機関と連携した支援を実施する

こととしている。」等の例もあった（名古屋市）。 

（オ）特例措置を導入している４８都道府県等では、入居募集時に特例措置

についてホームページ等により周知を図った上で、高齢者、障がい者、

生活保護受給者等を対象として特例措置を適用し、平成２９年３月現在

で保証人免除の特例措置による入居者が全入居者の約３割を占める状況

となっている。 
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（カ）法人保証を認める措置を導入しているのは３都道府県等（約４％）で

あった（大田区、米沢市など）。 

イ 総務省の勧告を受けた国土交通省は、平成３０年２月、「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。なお、各事業主体に対し、公営住宅入居の際

の保証人の取扱いについて、別途調査を行い、調査結果を情報提供いたし

ますので、保証人の確保が困難な入居希望者への対応を行う上で参考にし

ていただきますようお願いいたします。」と通知を発した。 

ウ なお、国土交通省は、既に、平成元年通知において「保証人に対して家

賃支払いの履行請求を行う場合においては、本来の債務者たる入居者に対

して十分な督促の行為等を行った上で、保証人の経済状況等も考慮しつつ、

理解を得ながら所要の手続を行うこと。」と、保証人に対する特別な配慮

を求めている。 

 （２）佐世保市の手順 

入居者の連帯保証人に関して、前記の条例第１９条、第３６条および条例

施行規則第７条、第８条に規定されている。 

また、指定管理者業務マニュアルには「連帯保証人は、まずは、『入居者と

同等以上の収入のある親族』を徹底させること。やむを得ず見つからない場

合は、別途誓約書兼同意書を提出させ、認めるかどうかについては住宅課の

判断を仰ぐこと。」、「業務遂行の中で連帯保証人の死亡等が判明した場合

は、名義人から連帯保証人異動届を提出させ、新たな連帯保証人を確保する

こと。」と記載されている。 

その概要は、フローチャート「連帯保証人要件フロー（平成２９年１０月

４日方針決裁）」のとおりである。 
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 ※連帯保証人の収入要件：「１２０万円＋家賃年額以上の収入」があること。た

だし、営業収入の者（自営業者等）は「１２０万円＋家賃年額の収入があり、か

つ家賃年額の４倍以上の所得があること」。 

また、３親等以内の県内親族ではない場合も「１２０万円＋家賃年額の収入が

あり、かつ家賃年額の４倍以上の所得があること」。 

※「１２０万円」については、単身高齢世帯の生活保護基準額（１０万６５３０

円）から、連帯保証人の年間生活費としたものである。 

 ※連帯保証人は、原則１名である。半年を超える分納者等に対しては追加して、

さらに１名の連帯保証人を求める。 

 

（３）佐世保市の実情 

佐世保市では、連帯保証人を立てることが前提であって、連帯保証人がい

なかったときの規定はない。 

これまで、公営住宅で連帯保証人になり手がなかったケースはない。 

条例に規定されている「（連帯保証人を要しない）特別な事情」について

の判断手順の規定・マニュアルもない。また、今まで、特別な事情があると

認めた例もない。 

なお、債務保証会社が利用できないかについては検討を始めているようで

ある。 

 ２ 規範 

規範は、本章の第１「概要」、および第７の１の「（１）全国の状況」、「（２）

佐世保市の手順」に記載のとおりである。適宜引用する。 

 

 ３ 意見等 

 （１）連帯保証人の居住地要件について（評価） 

総務省報告書では連帯保証人の居住要件を「市内に居住している者など」
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としている割合が７６．８％にも及ぶところ、佐世保市では、県内に連帯保

証する親族がいない入居決定者も一定数存在するという現状を鑑みて、以前

より居住要件を緩和してきた。 

総務省が真っ先に課題としてあげている「保証人の確保が困難な入居希望

者への対応」に関し、居住地要件について、佐世保市は、現状を直視して柔

軟に対応している。＝ 評価 

 

 （２）連帯保証人の収入要件について（指摘および意見） 

連帯保証人の収入要件について、「営業収入の者（自営業者等）は、１２

０万円＋家賃年額の収入があり、かつ家賃年額の４倍以上の所得があるこ

と」としている。このように規定している理由として、方針決裁の記録には

差押ができる額が債務者の年間所得を１２で除した額の４分の１が上限にな

るからと記載されている。 

しかし、民事執行法第１５２条１項２号は「給料、賃金、俸給、退職年金

及び賞与並びにこれらの性質を有する給与にかかる債権」（＝雇用契約その

他継続的労務に対する報酬として継続的に支払われる金銭債権）について、

その４分の３を差押禁止としているのであって、自営業者等の営業収入はこ

れに当たらない。したがって、自営業者の売掛金等の収入は全額差押え可能

であり、同号は自営業者に対する関係では、家賃年額４倍の基準の根拠には

ならない。 

    誤った理由により、自営業者等を連帯保証人とする場合に過重な収入要件

を課していることになる。よって、自営業者の収入要件については、同号を

根拠とせず、別の観点から収入要件を策定すべきである。＝ 指摘    

また、連帯保証人の収入要件について、「３親等以内の県内親族ではない

場合も、家賃年額の４倍以上の所得があること」としている。このように規

定している理由として、方針決裁の記録には、勤務先や財産の調査が難しい
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県外親族や市内知人が連帯保証人となる場合は特に回収を急ぐ必要があるか

らと記載されている。 

しかし、「自営業者等の営業収入」が民事執行法第１５２条１項２号の適

用対象でないのは、上記のとおりである。 

また、総務省報告書では、調査６９都道府県等について、入居決定者と同

程度以上の収入を有する者など収入要件を設定しているものが９１．３％と

なっているが、各地方公共団体の定める「同程度以上の収入」が、佐世保市

と同じく、家賃年額の４倍以上まで要求しているのかは定かでない。しかし、

佐世保市公営住宅の平成２９年度の最高家賃月額は８万５，９００円である。

その場合「４１２万３，２００円（＝８５，９００×１２×４）」もの年収を

連帯保証人の要件とすることになる。 

勤務先や財産の調査が難しい県外親族や市内知人ということを加味して

も、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを趣旨と

する公営住宅（法第１条）の要件としては、少し高額すぎるのではないかと

感じた。 

他の地方公共団体の収入要件を調査した上で、同収入要件についても再検

討する必要があるのではないかと考える。＝ 意見 

 

（３）連帯保証人を要しない特別な事情に関して（意見） 

総務省報告書のとおり、保証人の確保が困難な入居希望者への対応が、公

営住宅の全国的な課題となっていることについては、既述のとおりである。 

佐世保市の条例もそれを前提として、「（連帯保証人を要しない）特別な

事情」を許容しており、そうであれば連帯保証人がいない場合の規定も設け

るべきである。 

それにもかかわらず、佐世保市住宅課に確認したところでは、前記のとお

り、連帯保証人を立てることが前提であって、連帯保証人がいなかったとき
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の規定はなく、これまで公営住宅で連帯保証人になり手がなかったケースは

ないとして、何ら対応をとらないのは、法律（条例）に基づく行政の観点よ

り問題である。 

総務省報告書で「保証人免除の特例措置を導入しているのは４８都道府県

等（約７０％）である。特例措置を導入している４８都道府県等では、ホー

ムページ等により周知を図った上で、高齢者、障がい者、生活保護受給者等

の「住宅確保要配慮者」を対象として特例措置を適用し、平成２９年３月現

在で保証人免除の特例措置による入居者が全入居者の約３割を占める状況と

なっている。」と報告されている。そうすると、佐世保市民、特に住宅確保要

配慮者にとっては、保証人免除の特例措置をとっている約７０％の他の地方

公共団体の住民より、公営住宅入居に関して不利益な条件下にいることにな

る。このことを佐世保市も重大に受けとめるべきである。 

総務省報告書に記載されている各地方公共団体の対応例や、国土交通省平

成３０年通知に予定されている情報提供を参考にするなどして、佐世保市も

早急に対応すべきと考える（行政組織の一体性）。＝ 意見 

例えば、家賃の安定的納付が見込まれる代理納付の生活保護受給者、社会

福祉協議会と財産管理契約をした者等について、「（連帯保証人を要しない）

特別な事情」とみなすことが考えられる。 

 

第８ 同居承認、入居承継の承認について 

 １ 事実の摘示 

佐世保市の現状は、次のとおりである。 

 （１）佐世保市の手順 

ア 同居承認については、法第２７条５項、法施行規則第１１条、条例第２

０条、条例施行規則第１０条の基づき、同居承認事務に関して、佐世保市

営住宅同居承認事務処理要綱が定められている。 
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入居承継承認については、法第２７条６項、法施行規則第１２条、条例

第２１条、条例施行規則第１１条の基づき、入居承継承認事務に関して「佐

世保市営住宅入居承継事務処理要綱」が定められている。 

同居承認申請書、入居承継申請書の提出窓口は、ともに住宅管理センタ

ーである。 

住宅管理センターで申請書の形式審査をした後、住宅課で承認又は不承

認の決定がなされる。 

これらの概要は、以下のフローチャートのとおりである。 

「各種申請書等処理業務」と題するフローチャートは、住宅管理センタ

ーの事務フローである。 

「同居承認受付フロー」、「入居承継受付フロー」は、住宅課の事務フロ

ーである。 
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イ 無断同居・入居承継の調査は、特に行われていない。入居者の中から委

嘱された管理人が発見した時に随時、職務として報告される。 

毎年の収入申告の際に見つかることもある。 

事実上同居していることが判明した場合は、正式に同居申請を行うよう

に指導し、それに従わない場合は退去を求める。 

事実上従前の名義人が退去していることが判明した場合は、正式に入居

承継申請を行うように指導し、それに従わない場合は退去を求める。 

ウ 同居・入居承継の承認の判断は、要項等の基準に照らして担当者が判断

して起案し、課長補佐、課長が決裁するという手続でなされる。 

 （２）佐世保市の実情 

ア 同居・入居承継申請に関して、相談段階での過度なふるい分け（＝申請

が認められる可能性があるにもかかわらず、相談の結果、申請が断念され

ている事例）の可能性を調査するため、年間の相談件数を住宅管理センタ

ーに問い合わせたが、全てを記録しているわけではないので、集計は困難

との回答であった。 

住宅課では、過度な振り分けにならないように各要綱に従って判断する

ように住宅管理センターに指導している。 

    イ  住宅管理センターでは、相談段階でその当否に迷うときは、住宅課に連

絡して判断するような体制をとっている。 

住宅管理センターから相談を受けた住宅課は、担当者と課長補佐、課長

が協議し判断する。ただし、その協議内容は記録されていない。 

ウ 過去（平成２６年以降）、住宅管理センターの形式審査でＮＧとなった

例はない。 

エ 同居・入居承継とも、申請件数のほとんどが承認されている。 
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    同居申請者数 

   年度  H26  H27  H28   H29 

同居申請世帯数  58   57   56   57 

承認件数   57   56   56   55 

不承認等その他件数 税未申告で差戻し1 所得基準超え 1    0 取下げ 2 

    ※ 指定管理者制度導入前の平成２５年度の記録はない。 

 

    入居承継申請者数 

   年度  H26  H27  H28   H29 

承継申請世帯数  55   59   52   37 

承認件数   55   59   52   37 

不承認等その他件数   0    0    0   0 

    ※ 指定管理者制度導入前の平成２５年度の記録はない。 

 

エ 無断同居については、発見したときに指導して世帯別にデータ入力して

いるが、集計は困難とのことであった。 

入居者がその指導に従わない場合は、無断同居者の収入に関して必然的

に収入未申告になることから、近傍同種家賃が課せられることになる。 

ただし、過去５年間、明渡し請求を検討した事例はない。 

不正な入居承継は発見されていないとのことである（入居者が失念して

手続が行われていなかったケースはあったが、指導したら正式な手続が行

われた。）。 

 ２ 規範 

       規範は、本章の第１「概要」、第８の１の「（１）佐世保市の手順」に記

載のとおり。適宜引用する。 
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３ 意見等 

（１）住宅管理センターにおける入居者相談時の状況の把握（評価および意見）

同居承認事務処理要綱、入居承継事務処理要綱とも各受付フローは、細か

く規定されており判断しやすい（住宅管理センターも相談時に、当該事案の

適否を判断し易い。）。それゆえ、ともに申請件数のほとんどが承認されて

いるのであろう。＝ 評価 

しかし、住宅管理センターでの相談時の対応状況の記録がなく、相談とい

う入口段階での過度な振り分けの有無について調査する術がなかった。

同居・入居承継の相談件数を把握し、実際の申請件数との差を把握できる

ようにしておいた方がよいと考える。なぜならば、相談件数に対して申請件

数が少なすぎる場合、相談担当者による過度な振り分けが行われているので

はないかとの徴候をつかむことが可能となるからである。 

また、同居・入居承継とも、一見不許可事由に該当する場合でも「特別な

事情」があれば許可されるのであるから、過度な振り分けを防止するために

も、相談者の事情の概略については住宅管理センターが記録し、住宅課が確

認した方がよい。

同じく、住宅管理センターが判断に迷って住宅課に問い合わせた相談の内

容、および住宅課での協議内容・結果は、少なくとも住宅課が記録しておく

べきと考える。 

以上より、同居・入居承継の相談件数や、相談内容の概略、住宅管理セン

ターでは判断に迷い、住宅課に相談する場合のその協議内容等については、

記録に残しておいた方が良いと考える。 ＝ 意見 

第９ 修繕、模様替（増築）等申請について 

１ 事実の摘示 

佐世保市の現状は、次のとおりである。 
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 （１）佐世保市の手順 

   ア 修繕の費用負担区分に関しては、法第２１条、法施行規則第１０条、条

例第２８、２９条に規定されている。その具体的内容は、入居者に配付さ

れる「させぼ住みたかノート」に詳細に記載され、周知が図られている。 

模様替等については、法第２７条３項、４項、条例第３４条、第３５条、

条例施行規則第１７条に規定されており、承認基準が佐世保市営住宅模様

替（増築）等承認基準に定められている。 

なお、同承認基準は具体的に定められているが、「その他、社会状況の

変化に応じて必要と判断されるものについては、承認していくものとす

る。」と柔軟性をもたせてある。 

イ 修繕については、住宅住宅管理センターが対応する。 

指定管理者業務マニュアルが定められており、その事務フローは、以下

のとおりである。 
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※ 緊急修繕とは、事故の恐れがある、生活に支障がある等、その日のうちに対処

する必要がある場合、その日のうちに（ないし翌日には）対処しなければ、重大

な問題が発生する場合をいう。 

※ 一般修繕とは、緊急修繕以外の市営住宅等に生じた予期せぬ事故、劣化・損耗

や風雨等による損傷を復旧するものをいう。 

※ 緊急修繕の場合は、通報の当日ないし翌日に着工・履行確認が行われる。 

※ 一般修繕の場合は、通報から１週間以内に業者から見積りをとる。そして、資

材が届き次第着工している。 

※ フローに記載の「住宅管理システム修繕記録入力」は、実際は行われておらず、

毎月１回住宅課に文書で報告がなされている。 

※ 修繕費用は、事前に住宅管理センターの負担金として佐世保市で予算が組まれ

ており、そこから支出される。 

 

ウ 模様替等について、申請書の提出窓口は住宅管理センターである。住宅

管理センターで申請書の形式審査をした後、住宅課で承認又は不承認の決

定がなされる。（住宅管理センターの事務フローは、第８の１（１）アの

「各種申請書等処理業務」を参照。） 

住宅課では、業務担当者が起案し、技師・上司の決裁を経て、承認・不承

認が決定される。ただし、その決定手順について文書化されていない。 

 （２）佐世保市の実情 

ア 修繕に関して、住宅管理センターでは、ごく稀に、入居者と市の費用負

担区分で迷う場合もあるが、その時は住宅課に連絡して判断してもらって

いる。 

  その場合、住宅課から入居者に直接説明する。 

住宅課によると、入居者が希望を言われることはあるが、今まで納得し
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てもらえなかったことはないし、今まで争いになったことがないから、争

いになったときの処理手順について検討したことはないとのことである。 

イ 修繕に関する住宅管理センターからの毎月の報告について不明な点があ

れば、住宅課から住宅管理センターに確認し、資料の提供を求めることに

なる。 

ウ 住宅管理センターが対応した修繕に関して、入居者からの通報件数、入

居者の通報から修繕着手、修繕完了までの期間等について問い合わせたが、

住宅管理センター、住宅課ともデータをとっておらず不明、あるいは集計

困難との回答であった。 

住宅管理センターから住宅課に提出される修繕実績等報告書は、入居者

通報の場合と業者が修理箇所発見したケースが混在しており、「住宅名、

棟、号」、「工事名、内容」、「請負業者名」、「金額」、「発注日」、「履

行確認日（ただし、工事終了日とは限らない）」「支払日」等が記載されて

いる。 

エ 入居者負担の修繕内容については、把握されていない。 

オ 過去５年間、模様替え等の申請は、全て承認されている。 

過去５年間の申請は、全て模様替えに関するのもである。増築、用途変

更の申請はない。 

平成２９年度は、模様替えの申請件数１１３件で、全て承認されている。 

承認理由について住宅課に確認したところ、約７割が「年齢的、身体的

理由で手すり、シャワーやウォシュレット等の設置が必要である。その程

度は軽微で構造上影響がない。」という理由であり、他は「利便性の向上

のためのもので、その程度は軽微で構造上影響がない。」という理由との

ことである。 

カ 模様替え等の申請に関して、相談段階での過度なふるい分け（＝申請が

認められる可能性があるにもかかわらず、相談の結果、申請が断念されて
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いる事例）の可能性を調査するため、年間の相談件数を住宅管理センター

に問い合わせたが、全てを記録しているわけではないので、集計は困難と

の回答であった。 

キ なお、無断模様替えはここ数年みられなかったが、平成２９年度に１件

発覚した。 

通常、模様替えは屋内で行われるため発見が困難だが、同件は、無断で

インターホンとダミーの監視カメラを屋外に設置したもので、他の入居者

の通報により発覚したものである。  

 ２ 規範 

規範は、本章の第１「概要」、第９の１の「（１）佐世保市の手順」に記載

のとおり。適宜引用する。 

 

 ３ 意見等 

 （１）修繕の費用負担に関する周知、相談状況の把握（評価および意見） 

入居者に配付される「させぼ住みたかノート」には、詳細に「修繕と費用

負担」について記載されている。 

それゆえ、費用負担区分について入居者と争いになったケースがないので

あろう。＝ 評価 

もっとも、従前は入居者負担とされていたケースでも、社会状況の変化に

応じて、家主である佐世保市が費用を負担するのが一般的とされる修繕内容

も出てくる可能性がある。例えば、住宅管理センターによると、平成２７年

に風呂釜修繕の費用負担は変更されて市の負担区分が広くなっているとのこ

とである。現在は入居者負担の修繕に関して住宅課は何ら把握していないよ

うだが、この様な社会状況の変化に早期に対応するため、入居者負担と判断

された相談であっても、少なくとも相談内容の概略については住宅管理セン

ターが記録し、住宅課が確認した方がよい。＝ 意見 
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 （２）記録の不十分（意見） 

修繕に関して、入居者の発見から修繕着手、完了までの期間が把握されて

いない。 

入居者にとっては、自分の目の前にある修繕必要箇所に対して、佐世保市

がすぐに対応し、修理されるということが重要である。 

現在の報告書の記載のように、「住宅管理センターの業者に対する発注状

況」を把握することももちろん重要だが、住宅管理センターの迅速な対応を

チェックするためにも、入居者である市民の目線で「入居者の通報」、「修繕

工事着手」、「修繕完成」の期間も把握しておくべきと考える。＝ 意見 

 

 （３）住宅管理センターにおける入居者相談時の状況の把握（意見） 

    模様替え等に関し、住宅管理センターでの相談時の対応状況の記録がなく、

相談という入口段階での過度な振り分けの有無について調査する術がなかっ

た。 

模様替え等の相談件数を把握し、実際の申請件数との差を把握できるよう

にしておいた方がよい。なぜならば、相談件数に対して申請件数が少なすぎ

る場合、相談担当者による過度な振り分けが行われているのではないかとい

う徴候をつかむことができるからである。 

また、模様替え等は、従来の不承認基準に該当する場合でも、社会状況の

変化に応じて必要と判断されるものがあれば承認されるのであるから（佐世

保市営住宅模様替（増築）等承認基準）、過度な振り分けを防止するため、併

せて佐世保市における社会状況の変化を早期に把握するためにも、少なくと

も相談内容の概略については住宅管理センターが記録し、住宅課が確認した

方がよい。＝ 意見 
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第１０ 入居者からの苦情・要望等への対応について 

  １ 事実の摘示 

佐世保市の現状は、次のとおりである。 

  （１）佐世保市の手順 

ア 入居者からの苦情・要望は多岐にわたるが、主に関連するものとして

条例第３０～３５条の「入居者の保管義務」が規定されており、佐世保

市営住宅迷惑行為に対する措置に関する要綱が定められている。入居者

がこれに違反した場合、苦情等の対象になる。 

イ 条例第６０条（立入検査）では「市営住宅の管理上必要があると認め

るときは、市営住宅の検査、入居者に対する指示をすることができる」

旨、規定されている。 

      もっとも、同条に基づく立入検査は入居者の承諾を得てから実施され

ている。承諾が得られないときは実施されない。 

 立入検査等の状況は、具体的に入居者毎のシステムメモに入力される。 

ウ 入居者からの苦情・要望については、住宅管理センターが対応する。 

「指定管理者業務マニュアル」が定められており、その事務フローは、

以下のとおりである。 
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※ 苦情等に対する住宅管理センターの対応は、ほとんどが原因者に対する口頭注

意であり、それでも改善されない場合は、是正誓約書を提出させる。 

※ 苦情処理の結果は、住宅管理システムの入居者情報に内容・経過・結果を入力

の上、苦情処理表により佐世保市に報告される。 

※ 是正誓約書の提出後も改まらない場合は、住宅課に連絡し、住宅課が対応する。 

 

エ 条例第３１条の「迷惑行為」に関して定められた「佐世保市営住宅迷惑

行為に対する措置に関する要綱」では 

①事実調査（第３条） 

②原因者に対する指導及び『誓約書』の提出を求める（第４条１項） 

③誓約書の提出がないとき、又は提出後も迷惑行為を止めないときは、

迷惑行為是正指示書を内容証明郵便で発送し指導する（同条２項） 

④迷惑行為是正指示書でも従わない場合は、迷惑行為是正指示書（最終） 

を内容証明郵便で発送し指導する（第５条） 

⑤「迷惑行為是正指示書（最終）」でも従わない場合は、住宅明渡し請求

を行う（第６条） 

以上の手順を基本とし、「ただし、当該迷惑行為が重大かつ緊急性を有

する場合には、ただちに住宅明渡を請求することができる。」（第６条）

と、例外規定が定められている。 

 （２）佐世保市の実情 

ア 住宅課によると、各年度の条例第６０条に基づく「立入検査」・「入居

者に対する指示」件数の集計は困難とのことであった。また、同条を実施

するための具体的な基準、手順を定めた規定・マニュアル等は定められて

いない。 

イ 住宅管理センターによると、住宅毎にファイルされているので、各年度

の「是正誓約書」提出件数の集計は困難とのことであった。 
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ウ 住宅管理センターによると、無断駐車車両に対する措置は、「警告張紙」

と「バリカー設置」までの対応で足りているとのことである。 

エ 住宅課によると、「迷惑行為是正指示書」、「迷惑行為是正指示書（最

終）」で改善された事案の記録はないようである。 

オ 苦情・要望の内容、件数について 

（ア）対人を原因とする迷惑行為等に対する苦情・要望件数は、減少傾向

が見られない。 

一方、修繕関係の苦情・要望件数が大きく減少している。 

（イ）平成２９年度の２件の明渡は、要綱の規定とは異なり、原因者に対

して「迷惑行為是正指示書」・「迷惑行為是正指示書（最終）」を発送

することなく明渡し請求がなされていた。 

２件に関する住宅課の説明は以下のとおりである。 

・ペット、訴訟明渡事案 

口頭注意後、平成２８年１月２１日と同２９年７月２６日に誓約書

の提出はあったが改善されなかった。その後、何回も口答で指示した。

それでも改善されなかったので、同３０年２月９日、原因者に対して

明渡訴訟を提起した。 

・騒音、自主退去事案 

口頭注意後の誓約書の提出もなかった。そこで、長年レコーダー録

音等を行い証拠を確保した。その証拠を基に明渡し請求を行った結果、

原因者は自主退去した。 
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    苦情・要望件数 （項目の( ）は、B に対する比率(%)） 

   年度  H25  H26  H27  H28   H29 

入居世帯数 (A)  4,839  4,760   4,759   4,705   4,601 

合計件数 (B) 

（B／A） (%) 

 

 

  141 

 (2.96) 

  118 

 (2.48) 

  181 

 (3.85) 

 173 

 (3.76) 

項目：駐車場 

      ペット 

      害虫･ハト等 

いたずら･迷惑行為･悪臭 

      騒音 

      修繕関係 

      屋外関連 

      その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

34(24.11) 

 5( 3.55) 

 7( 4.96) 

 9( 6.38) 

 7( 4.96) 

30(21.28) 

20(14.18) 

29(20.57) 

20(16.95) 

11( 9.32) 

13(11.02) 

19(16.10) 

14(11.86) 

29(24.58) 

15(12.71) 

31(26.27) 

56(30.94) 

13( 7.18) 

23(12.71) 

17( 9.39) 

 8( 4.42) 

13( 7.18) 

14( 7.73) 

37(20.44) 

39(22.54) 

12( 6.94) 

17( 9.83) 

25(14.45) 

 8( 4.62) 

 7( 4.05) 

30(17.34) 

35(20.23) 
迷惑行為を原因とす

る明渡件数 

 

 

 

 

0 
 

 

1(ﾍﾟｯﾄ･訴
訟明渡) 

 

1(騒音･自

主退去) 

 

2(ﾍﾟｯﾄ･訴訟明

渡。騒音･自主

退去) 

※ 各項目の趣旨 

駐車場：無断駐車、駐車マナーなど。 

ペット：犬猫の飼育、餌付けなど。 

害虫・ハト等：ハトフン被害、ハトの巣、蜂など。 

    いたずら･迷惑行為･悪臭：ゴミ、悪口・嫌がらせ等の入居者間のトラブルなど。 

  騒音：上階･隣室の生活音、エンジン音など。 

    修繕関係：供用部の破損、水漏れ、雨漏りなど。 

  屋外関係：樹木の剪定･伐採、除草など。 

※ 平成２６年度以降各苦情･要望に対して、住宅管理センターが対応している。 
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 ２ 規範 

規範は、本章の第１「概要」、第１０の１の「（１）佐世保市の手順」に記載 

のとおり。適宜引用する。 

 

 ３ 意見等 

 （１）立入検査実施のための基準等の不存在（意見） 

条例第６０条（立入検査）は、実施可能な場合を「市営住宅の管理上必要

があると認められるとき」と、大枠を定めるのみである。必要性の判断が、

どのような基準、手続でなされるかは規定されていない。 

一方、入居者の承諾が条件とはいえ、立入検査には入居者のプライバシー

保護の観点から慎重な対応が求められる。 

将来、恣意的な検査・過度な検査が行われることがないように、具体的な

実施基準、実施手続・手順を規定しておくべきと考える。＝ 意見 

    また、恣意的な検査・過度な検査の徴候を把握するためにも「実施理由」、

「実施件数」、「入居者不承認で未実施の件数」等の把握が考えられる。例え

ば、「実施件数」や「入居者不承認の件数」が例年より多い年度は、過度な検

査が行われた恐れがあり、「実施理由」を確認することが必要になる。 

＝ 意見 

 

 （２）明渡請求の手続の不足（指摘） 

今回確認したところ、迷惑行為是正指示書、迷惑行為是正指示書（最終） 

を発送することなく明渡し請求がなされていた件が見つかった。 

佐世保市自身が定めた「佐世保市営住宅迷惑行為に対する措置に関する要

綱」の手続を踏むことなく、明渡し請求を行ったことは、行政機関の適正手

続履行（法律に基づく行政）の観点から問題である。＝ 指摘 
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        問題の平成２９年の２件は、ともに長期間にわたる迷惑行為であり、「当

該迷惑行為が重大かつ緊急性を有する場合には、ただちに住宅明渡を請求す

ることができる。」という例外規定（上記要綱第６条但書）にも該当しない

事案であった。 

指示書を発送すべき事案であり、かつ指示書を発送する時間的余裕があっ

た事案であったにもかかわらず、住宅課の組織としてのチェック機能が働か

なかった点も問題であり、改善が必要である。 

 

 （３）対人を原因とする迷惑行為等に減少傾向が見られない（意見） 

    対人を原因とするゆえ、その対応はなかなか難しいためか苦情・要望件数

に減少傾向が見られない。 

公営住宅の趣旨からすれば、確かに一律に厳しい対応をとることは難しい

が、例えばであるが、苦情の原因者が収入超過者や高額所得者の場合は、住

宅市場で住居を自力で確保可能であることから、その他の入居者の場合より

厳しい対応をとる対処手続を検討しても良いといった考え方もありうるので

はないかと思う。もちろん、適正手続の観点より、その基準・手続は文書化

する必要はあろう ＝ 意見 

 

 （４）修繕関係の苦情・要望が大きく減少している（評価） 

    一方、修繕関係の苦情・要望が大きく減少していることから、対物的な対

応はできていると言える。＝ 評価 
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第５章 収入超過者及び高額所得者 

第１ 収入超過者 

１ 概要 

（１）収入超過者の定義・義務 

収入超過者とは、公営住宅に引き続き３年以上入居し、条例第２３条３項の

規定により認定された収入額が１５万８０００円（ただし、小学校就学前の児

童がいる世帯又は高齢者、障がい者がいる世帯は２５万９０００円）を超える

者をいう。 

市長は、収入超過者に該当する入居者に対して、収入超過者として認定した

旨を通知する（条例第３７条１項）。 

収入超過者は、市営住宅を明け渡す努力義務を負う（条例第３８条）。 

また、収入超過者と認定された者は、市長に対して意見を述べることができ、

市長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する（条例第３７条

３項）。 

（２）佐世保市における収入超過者の現状 

ア 過去５年間の佐世保市における収入超過者の世帯数 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

公営 改良 公営 改良 公営 改良 公営 改良 公営 改良 

282 26 396 21 407 21 408 20 407 4 

308 417 428 428 411 

 

イ 収入超過者の収入超過期間の内訳 

（ア）平成２９年度の収入超過者のうち、収入超過期間の期間の内訳は以下の

とおりである（平成２９年４月１日時点）。 
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期間 世帯数 割合 

10 年以上 38 世帯 9．2％ 

5 年以上 10 年未満 70 世帯 17．0％ 

5 年未満 303 世帯 73．7％ 

合計 411 世帯 100％※ 

 ※端数処理上、合計は９９．９となる。 

 

平成２９年度の佐世保市の公営住宅の戸数は５４６８戸なので、全体の

約７．５％が収入超過者に該当する。 

また、収入超過期間が５年以上の世帯は１０８世帯であり、佐世保市公営

住宅の約２％に該当する。 

ウ 佐世保市の入居倍率と収入超過者の割合 

（ア）平成２５年度から平成２８年度までの応募倍率は以下のとおりであり、

旧市内は入居倍率が高い。一方、旧市街の市営住宅の入居世帯のうち約９％

が収入超過者である。 

したがって、市営住宅の入居を希望しているが、収入超過者が入居してい

るため抽選から漏れる者が相当数ある可能性がある。 
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 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

旧市内 5.1 倍 3.4 倍 4.6 倍 5.1 倍 

吉井 0.6 倍 0.2 倍 0.5 倍 1.5 倍 

世知原 0.2 倍 0.1 倍 0.1 倍 0.4 倍 

宇久 0.3 倍 0.2 倍 0.0 倍 0.9 倍 

小佐々 0.8 倍 0.6 倍 0.6 倍 0.9 倍 

江迎 0.4 倍 0.2 倍 0.5 倍 0.4 倍 

鹿町 0.3 倍 0.2 倍 0.6 倍 0.7 倍 

市営計 2.7 倍 1.4 倍 2.8 倍 3.4 倍 

（佐世保市営住宅長寿命化計画（平成３０年３月）ｐ．４０より引用。） 

 

（イ）また、旧市街の市営住宅の戸数に対する収入超過者の割合は次頁のとお

りである。 

★のマークがある住宅は、入居倍率が過去４年間に一度でも、概ね２０倍

以上となった住宅である。 

特に、崎岡及びもみじが丘については、入居倍率が高く人気があるが、こ

れらの住宅における収入超過者の戸数は２５％前後であり、約４戸に１戸

が収入超過者になる。 
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住宅名 管理戸数 収入超過戸数 管理戸数／収入超過戸数 

早岐  287 30 10.45% 

花高 1 239 22 9.21% 

花高 3 400 48 12.00% 

崎岡★ 114 28 24.56% 

もみじが丘★ 63 17 26.98% 

十郎原 281 7 2.49% 

須佐★ 59 4 6.78% 

花園★ 66 3 4.55% 

桜木★ 254 16 6.30% 

泉福寺★ 580 28 4.83% 

瀬戸越 100 11 11.00% 

柚木 1～3 170 18 10.59% 

大野 40 2 5% 

棚方 D 30 7 23% 

川下 70 10 14% 

新田 270 30 11% 

中里下 55 1 2% 

中里西 40 1 3% 

上本山 58 9 16% 

皆瀬 48 4 8% 

赤崎 93 4 4% 

琴平 33 2 6% 

合計 3,350 320 9％ 
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エ 退去世帯 

平成２９年度退去した収入超過者は４６世帯であり、収入超過者全体（４

１１件）の約１割である。  

（３）収入超過者に対する市の対応は次のとおりである。 

①把握：入居者が指定管理者に対して収入申告する（毎年６月下旬） 

   ↓ 

②収入超過に該当することが判明 

   ↓ 

③収入認定通知の送付： 

収入認定通知書に収入超過になる旨、明渡しの努力義務がある旨を記載し発送

（毎年１月末） 

（４）収入超過者に該当する場合 

ア 割増家賃の支払い 

収入超過者と認定された入居者は、その認定期間（当該入居者が期間中に

市営住宅を明け渡した場合は、当該認定の効力が生じる日からその明渡しま

での間）、毎月増額した家賃を支払わなければならない（条例第３９条１項）。 

そして、増額した家賃の額については、市長が収入超過者の収入を勘案し

近傍同種の住宅の家賃以下で、法施行令第８条２項に規定する方法で定めな

ければならない。 

もっとも、現在の割増賃料では、近隣の賃貸物件の家賃よりも割安になっ

ている傾向があり、割増賃料が必ずしも入居者の明渡しのインセンティブに

はなっていないように思われる。 

イ 家賃の減免・徴収猶予  

佐世保市には減免、徴収猶予を行う際の内部基準や手続きの流れを定めた

文書はないため、家賃の減免猶予制度について予め周知はしていない。 

家賃の減免等が必要の場合は、収入申告の更正で対応している。 
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２ 監査の観点・監査の方法  

（１）監査の観点 

   収入超過者に明渡努力義務があることを前提に法令、条例、規則等に適合し、

効率的に実施されているか。  

また、より住宅困窮度の高い者が的確に入居でき、入居者と入居を希望する

者との公平が確保されるようあっせん制度等が整備、周知及び実施されている

か。 

（２）監査の方法 

    住宅課からの提供を受けた資料を調査・検討し、あわせて関係各所へのヒア

リングを行った。  

３ 事実の摘示 

（１）収入超過者に対する転居等の働きかけ  

旧市街の市営住宅の戸数に対する収入超過者が相当数見られた。特に崎岡及

びもみじが丘については、入居倍率が高く人気があるが、これらの住宅におけ

る収入超過者の戸数は２５％前後あり、約４戸に１戸が収入超過者になる。ま

た、入居倍率が過去４年間に一度でも概ね２０倍以上となった住宅にも、相当

数の収入超過者が入居している。 

かかる事実からすると、佐世保の市営住宅（特に旧市街の市営住宅）につい

ては、収入要件を満たさない者が入居している結果、空くべき住戸が空かず、

本来入居すべき者ができていない可能性がある。 

また、収入超過者が申出をした場合のあっせん制度（詳細は、第２「高額所

得者」の１項「概要」において述べる。）の利用者は、平成２９年度で１件のみ

であり、収入超過者に退去してもらえる仕組みが整っていないといえる。 

４ 規範 

   公営住宅法・公営住宅法施行令 

   佐世保市営住宅条例 
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５ 意見等 

（１）収入超過者に対する転居等の働きかけ（意見） 

収入超過者の明渡義務は努力義務ではあるものの、収入超過者が多いという

ことは、本来入居すべき者ができていないことになる。かかる状況は、公営住

宅の趣旨からして、適切な状態とはいえない。特に入居倍率が高い旧市街の収

入超過者に対して、市は積極的に明渡しを促すよう取り組みを行うことが望ま

しい。 

公営住宅の管理（平成２９年度版）の８３頁よれば、「収入超過者は、公営住

宅を明け渡すよう努力する義務がある。収入超過者に対しては、法の趣旨を十

分に周知するとともに課されている明渡努力義務を喚起し、公営住宅に入居で

きないでいる低額所得者が１人でも多く入居できるよう、この制度を積極的に

運用することが必要である」とされていることからしても、この取り組みが重

要である。  

確かに、現行の割増賃料では、明渡しのインセンティブになっているとはい

いがたいが、近傍同種の家賃の算定には行政の裁量がないため、割増賃料を明

け渡しの契機とすることは難しいかもしれない。 

まずは、明渡しの努力義務があることをより周知すべきと考える。現状では、

収入認定通知に「収入超過者の方につきましては・・・公営住宅を明け渡すよ

う努めなければなりません。」との記載をしているのみで、個別に収入超過者に

対して連絡していないとのことであった。かかる記載は文字も小さく、わかり

づらい。収入超過者であっても明渡しをしてもらうことの重要性は高いのであ

るから、文字を大きくしたり、収入超過者にも明渡しの努力義務があることや

あっせん制度があることの通知を行っていくべきと考える。 

現在は、収入超過者に対しては、個別の問い合わせがあった場合を除き、あ

っせん制度の紹介を行っていないとのことであったので、まずは、明渡しの努

力義務があることとあわせて、あっせん制度の周知と利用の働きかけを積極的
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に行うとともに、市営住宅の趣旨を周知するなどして収入超過者に対して、収

入超過者に対して、明渡しを積極的に求める余地はあると考える。 

また、あっせん制度自体の見直しも検討の余地があるように思う。 

平成２９年度あっせんの制度利用の結果退去した件数は１世帯とのことで

あるので、あっせん制度自体の見直しとともにあっせん制度の周知方法につい

て、改善すべきである。＝ 意見 

    

第２ 高額所得者 

１ 概要 

（１）高額所得者の定義・義務 

高額所得者とは、公営住宅に５年以上入居し、かつ最近２年間引続き高額所

得基準を超える者（平成２５年度までは３９万７０００円、平成２６年度以降

は３１万３０００円を超える者）をいう。 

市長は、高額所得者であると認定した入居者に対しては、その旨を簡易書留

にて通知する（条例第３７条２項）。 

高額所得者として認定された入居者は、入居している公営住宅を明け渡す義

務を負う（条例第４０条１項）。 

市は、条例第２３条３項の規定により認定された収入額が、法施行令第９条

に規定する金額を超過しており、かつ当該入居者が公営住宅に４年以上入居し

ている場合で、翌年度も同等の収入額が見込まれる場合は、高額所得者に認定

され明渡義務が生じる旨の予告通知を送付する。 
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（２）佐世保市における高額所得者の現状 

   ア 過去５年の佐世保市における高額所得者の世帯数等 

  Ｈ25 年 Ｈ26 年 Ｈ27 年 Ｈ28 年 Ｈ29 年 

高額所得者 0 16 2 2 6 

明渡し予告者 32 8 15 14 27 

入居者に対する割合 0.085 0.042 0.042 0.3 0.22 

 

イ 平成２９年度の高額所得者の所得額と家賃 

平成２９年度、高額所得者に認定された世帯は６世帯である。 

控除を受けた後の所得額（月額）は以下のとおりである。 

 

所得額（月額） 世帯数 

50 万円以上 1 

40 万円以上 2 

31 万 300 円以上 3 

合計 6 

  

また、適用家賃は以下のとおりである。 

家賃 世帯数 

8 万円代 1 

4 万円代 2 

3 万円代 1 

2 万円代 1 

1 万円代 1 

合計 6 
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最も高い家賃は８万８００円、最も安い家賃は、１万８８００円であった。 

（３）高額所得者に対する市の対応 

ア 高額所得者に対する手続の流れは次のとおりである。 

①把握：収入申告（毎年６月末）で各世帯の収入を調査する。 

 ↓ 

②通知：高額所得者に該当する世帯にその旨を通知する。（通知文書） 

    平成２８年度は５月初旬、平成２９年度は４月末。 

    また、高額所得者でも入居可能な公営住宅がある旨及びその住宅のリスト

を同封している（詳細は３項の「自主的明渡しの促進」を参照のこと。）。 

（補足） 

高額所得者に認定されたものは、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払う。 

 ↓ 

③明渡予告： 

２年目の高額所得者該当通知にて明渡し期限（翌年１月末）を通知。 

（補足） 

・明渡予告を受けたに対しては、市の担当者が今後の流れや現状確認等の面談を実施

する。当該面談を実施する場合、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、公営住

宅以外の公的資金による住宅の斡旋を行う（佐世保市営住宅高額所得者明渡事務処

理要領（以下、「高額所得者明渡要領」という。）第５条２項）。 

・高額所得者に対して、市長は、期間を定めて当該公営住宅の明渡し請求をする（条

例第４０条１項）。この期間は請求から６カ月以上期間を空ける必要がある（条例

第４０条２項）。 

 ↓  

④個別の連絡：明渡予告を行った入居者から連絡がない場合等は個別に連絡を行

う。 

（補足） 
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・佐世保市においては、明渡期限が到来するまでの間に、高額所得者との面談等によ

り、公営住宅の明渡しに関する相談、指導を行う（高額所得者明渡要領第５条１項）。 

 ↓ 

⑤明渡し：建物の明渡しと退去届の提出等。 

（補足） 

・明渡請求を受けた高額所得者が、明渡しの期限到来後も当該公営住宅を明け渡さな

い場合、市長は、その期限の到来した日の翌日から当該公営住宅を明け渡す日まで

の期間について、近傍同種の住宅の家賃の２倍に相当する金額以下で、市長が定め

る金銭を徴収できる（条例第４１条２項）。 

イ 明渡期間の延長 

（ア）法令等 

明渡予告を受けた高額所得者は、市長が定めた期間内に当該居室を明け

渡さなければならない。 

ただし、以下の①から④の場合は、明渡しの期間を延長することができ

る（高額所得者明渡要領第６条）。 

①入居者又は同居者が病気の場合 

②入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合 

③入居者又は同居者が近い将来において定年退職するなどの理由により収

入が著しく減少することが予想される場合 

④その他、前３号に準じる特別の事情がある場合 

（イ）具体的事案 

平成２９年度の高額所得者で、市長から明渡しを求められたもののうち、

延長の申請があった件数は２件で、２件とも申請が許可された。 

もっとも、延長の申請が行われた事案のうち１件は、早期に入居者と連

絡をとれば明渡の延長手続きが不要だった可能性があった。また、もう１

件では申請書が出されてからその応答までに半年近くかかっていた（当該
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事案の詳細は「３ 事実の摘示」を参照。）。 

ウ 明渡請求の取消し 

市長は、同居者の異動等により、収入が法施行令第９条第１項に規定する

金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、

必要と認められるときは、明渡請求を取消すことができる。  

また、市長は、明渡請求を取消した場合は、当該高額所得者にその内容を

速やかに通知するものとする（高額所得者明渡要領第７条）。 

平成２９年度、佐世保市において明渡しの取消しを行った件数は１件であ

る。 

エ 明渡請求訴訟 

市長は、明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても当該公営住宅を明け渡

さない場合は、公営住宅の明渡しを求める訴えを提起するものとする（高額

所得者明渡要領第８条）。 

平成２９年度、佐世保市において、高額所得者に対して明渡請求訴訟を提

起した件数は０件である。 

（４）あっせん・特別の配慮（条例第４２条） 

ア あっせん・特別の配慮についての法令上の規律 

収入超過者又は高額所得者が申出をした場合、その他必要があると認める

場合、市長は他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等

その者の入居している公営住宅の明渡しを容易にするよう努力義務を負う。 

ここで、「他の適当な住宅」とは、公的資金による住宅のほか民間の賃貸や

分譲住宅が含まれ、「あっせん等」とはそれらの住宅物件についての情報提供

をいう（「逐条解説公営住宅法・第２次改訂版」より）。 

そして、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等「公的資金による住宅」への

入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をする必要が

ある。「公的資金による住宅」とは、特定優良賃貸住宅や都市再生機構の賃貸
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分譲住宅のほか地方住宅供給公社の賃貸、分譲住宅等が含まれる。 

また、「特別の配慮」とは、公営住宅への入居を希望した場合における優先

的扱い（当選倍率優遇、優先枠設定等）を意味する。事業主体自身は、そうし

た優先的取扱いについて、それら公的受託の管理主体への要請を行うことと

なる（「逐条解説公営住宅法・第２次改訂版」より）。 

イ 本条の趣旨と本条の性格 

本条は、収入超過者及び高額所得者の自主的な明渡しの促進のため、あっ

せん等を行う努力義務があることを規定したものである。 

当該あっせん及び特別な配慮を行うことは努力義務にとどまるため、事

業主体が地域の住宅事情により適切な住宅を紹介できなかったとしても本

条違反となるものではない。 

しかし、事業主体が他の住宅を探すこともまったくしていない等努力す

らしていない場合は、本条違反となる。 

２ 監査の観点・監査の方法   

（１）監査の観点 

   高額所得者の認定、認定後の明渡し手続きが、法令、条例、規則等に適合し、

効率的に実施されているか。  

また、より住宅困窮度の高い者が的確に入居でき、入居者と入居を希望する

者との公平が確保されるよう実施されているか。 

（２）監査の方法 

  住宅課及び指定管理者から提供された資料及び担当各所に対する ヒアリ

ングを行った。 

３ 規範 

   公営住宅法・公営住宅法施行令 

   佐世保市営住宅条例 

   佐世保市営住宅高額所得者明渡事務処理要領 
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４ 事実の摘示 

（１）高額所得者の割増家賃について 

調査の結果、最も安い家賃（１万８８００円）を支払った者の所得（月収）

が５０万円以上あった。近傍家賃から計算された金額とはいえ、周辺の賃貸物

件の家賃を不動産業者のホームページで確認すると、４万円弱程度であった。

高額所得者であっても、相場より相当低い家賃で市営住宅に居住している世帯

がある。 

（２）条例第４２条に規定する「あっせん等」の実施状況 

ア 佐世保市では、前年度の月収が高額所得基準を超えた者に対し、その翌年

度４月に「３年間連続して、高額所得者に該当する場合は入居中の住居の明

渡義務があること」を個別に文書で通知する。その際に、後記にイメージを

記載しているが「公的賃貸住宅のご案内」を同封して、明渡しの必要がある

場合に備え早期に準備をするよう伝達する。 

また、翌年度も高額所得者に認定されたために明渡義務が生じた入居者に

対しては、４月（明渡しの義務がある旨の通知）、７月（明渡期限は１月にな

るので早期の準備を求める旨の通知）、１月（当月が明渡し期限である旨の通

知）を送っている。 

「公的賃貸住宅のご案内」は、縦型のＡ４サイズの用紙で、当該「公的賃貸

住宅のご案内」には、高額所得者や収入超過者でも入居可能な公的賃貸住宅

の情報が記載されている。 
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（イメージ） 

 

公的賃貸住宅のご案内 

 

以下の公的賃貸住宅には入居できますので、転居先選定の参考にされてください。

（空室状況はお尋ねください）。 

 

① 【公営住宅】 

・●●（住所）（家賃：５万円 駐車場 別） 

・△△（家賃：７万円 駐車場代 別） 

・〇〇（住所）（家賃：５万円 駐車場 別） 

 

② 【特定公共賃貸住宅（県営住宅）】 

・▲▲（家賃：７万円 駐車場代 別） 

 

③ 【特定公共賃貸住宅（市営住宅）】 

・▽▽（家賃：５万５０００円 駐車場代 別） 

 

詳細について 

問合せ先 ①②長崎県住宅供給公社佐世保事務所（電話：××－××××） 

③佐世保市営住宅管理センター（電話：××－××××） 

 

 

  

220



 

イ 平成２９年度、当該あっせん制度を利用して退去した世帯は１世帯のみで

あった。この世帯は、高額所得基準を超えた１年目の世帯（収入超過世帯）

だったため、建物の明渡義務は努力義務であったが、佐世保市の情報提供の

結果、佐世保市が保有する特定公共賃貸住宅に転居した。 

ウ なお、収入超過者に対しては、公的賃貸住宅の問い合わせがあった場合に

その案内を行っている。 

（３）「特別の配慮」の実施状況 

佐世保市において、高額所得者や収入超過者が公営住宅への入居を希望した

場合における優先的扱いはない。 

（４）個別のケース 

ア 明渡期限の申請に対する回答が遅かったケース 

明渡しの期限延期申請書を受理してから明渡期間の延長決定書が交付さ

れるまで、７ヶ月程度要した事案があった。このケースでは、延長許可の決

定書の交付が明渡期限当日になされていた。回答書の交付に時間がかかった

理由について、住宅課にヒアリングしたところ、当該事案が特殊な事案であ

り、法令等の調査を必要としたとのことであった。 

イ 住宅管理システムへの入力が遅くなったケース 

送付した高額所得者認定通知が返送された事案で、当該通知の返送日の住

宅管理システムへの入力が、返送日から２ヶ月以上経過した後に行われた事

案があった。 

住宅管理システムの「メモ異動照会」欄に入力されたのが７月１９日（セ

ンターに本人から問い合わせがあった日）であった。 

   ウ 本人の連絡先把握が遅かったケース 

高額所得者で明渡し期限が迫っている事案で、明渡期限当日に保証人に架

電し、名義人の電話番号を聴取していたケースがあった。 
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５ 意見等 

（１）高額所得者の割増家賃について（意見） 

高額所得者であっても、１万８８００円という低い家賃を支払っているケー

スがあった。 

高額所得者は、公営住宅に入居できずにいる者との公平性を確保するために

近傍同種の住宅の家賃を負担することにはなっているが、そもそも近傍同種家

賃が低額である場合、近傍同種の家賃の算定には市の裁量がないため、近傍同

種家賃を徴収することで明渡しを促進することは難しい。 

公営住宅の管理（平成２９年度版）の９２頁によると、「入居者に対しては、

公営住宅の趣旨及び高額所得者に対する明渡請求制度の必要性、他の住宅への

入居のあっせんの取扱い等を十分周知徹底させ、この制度の運用が円滑に行わ

れるように措置することが必要である」と記載されている。 

市としても対応が難しいところではあるが、法改正の働きかけをするととも

に、あっせんの制度を活用するなどして、早期の明渡しを目指して欲しい。＝ 

意見 

 

（２）条例第４２条に規定する「あっせん等」の実施状況（意見） 

ア 収入超過者及び高額所得者に対して行うあっせんとは、「公的資金による住

宅のほか民間の賃貸や分譲住宅等の情報を提供すること」をいう。 

佐世保市では、高額所得者に対しては、高額所得者の認定通知と同時に「公

的賃貸住宅のご案内」を配布している。収入超過者に対しては、市に問い合わ

せをしてきた者に対しのみ、「公的賃貸住宅のご案内」を配布している。 

かかる「公的賃貸住宅のご案内」には、公社住宅、特定公共賃貸住宅の情報

は掲載されているが、民間の賃貸や分譲住宅の情報は掲載されていない。 

明渡義務が努力義務にとどまり、明渡しの強制手段がない一方、収入超過

者に建物を明け渡してもらう必要性は高いのであるから、市としては、より

222



 

充実したあっせん制度を整備する必要がある。したがって、例えば、収入超過

者に対しては、現在問合せがあった場合にのみ「公的賃貸住宅のご案内」を交

付しているとのことであるが、上記の明渡しの努力義務があることをわかり

やすく明記した書面とともに「公的賃貸住宅のご案内」を配布するなどの改

善が必要である。＝ 意見 

また、佐世保市が紹介できる住宅は特定公共賃貸住宅であり、特定公共賃

貸住宅は旧町にしかない。旧市街で高額所得者に認定された者で、当該住宅

に入居を希望する者はまれであると考えられる。「公的賃貸住宅のご案内」の

内容についても、現在は、公営住宅のみの情報提供にとどまっているので、民

間の賃貸や分譲住宅の情報を提供すべきである。＝ 意見 

  

（３）「特別の配慮」の実施状況（意見） 

収入超過者・高額所得者が公営住宅への入居を希望した場合には、「特別の配

慮」として、優先的取扱い（当選倍率優遇、優先枠設定等）を実施する必要があ

る。 

事業主体は、上記の優先的取扱いについて、当該公的住宅の管理主体へ要請

を行う必要があるが、この点について佐世保市では手当がされていない。 

入居者にあっせん制度の周知を図り、入居者が任意の明渡（引越し）を考えた

としても、その実現までにつながらなければ意味がない。任意の明渡の実現の

可能性を上げるためにも、収入超過者・高額所得者が公営住宅への入居を希望

した場合における優先的扱いの具体的な施策を定めるべきである。＝ 意見 

 

 （４）個別のケースについての各意見 

ア 明渡し期限の申請に対する回答が遅かったケース（意見） 

監査したケースについて、確かに事案としての特殊性があり、法令等の調

査を必要としたとのことは理解できるが、明渡期日当日に決定書を交付する
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のは遅すぎる。 

申請に対する回答の遅延は、申請者の地位を不安定にさせるため、より早

期に決定書を交付すべきであった。＝ 意見 

 

イ システムへの入力が遅くなったケース（意見） 

システムのメモ欄（入居者とのやり取りなどが書かれている）は、住宅課

及び指定管理者双方が閲覧可能で、入居者とのやり取りの情報共有のための

ものであるから、適宜入力することが望ましい。 

特に、高額所得者については、市に「公営住宅の明渡しに関する相談、指

導を行う」義務があるため、指定管理者が発送した文書が指定管理者に返還

された場合等は、市との情報共有を確実に行うため、その都度入力すべきで

ある。＝ 意見 

 

ウ 本人の連絡先把握が遅かったケース（意見） 

本人の連絡先把握が遅かったケースでは、連絡が取れなくなっている入居

者の連絡先を、明渡期限当日に連帯保証人に架電し聴取していた。 

この聴取の結果、入居者の電話番号が明らかになったため、入居者と電話

で話すことができ、明渡しについて協議ができた。 

保証人が入居者の連絡先を把握している可能性は以前より分かっていた

はずなので、かかるケースでは、できるだけ早く本人と接触できるようにす

るべきであった。＝ 意見 
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第６章 退去手続 

第１ 概要および佐世保市の実情 

１ 市営住宅の退去者数 

  近年の市営住宅の退去者数は次のとおりである。 

 

  Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

退去者世帯数 255  261  404  260 330 

退去修繕要求（件） - -  -  -  39 

退去未修繕（件） 0 0 0 0 0 

（平成２５年度から平成２８年度の退去修繕要求の件数は不明。） 

 

２ 退去手続きの流れ 

（１）退去届 

市営住宅を退去しようとするときは、退去予定日の１０日前までに退去届を

届け出なければならない（条例施行規則第１９条）。市が整備した有料駐車場を

使用している場合は、「市営住宅駐車場返還届」も提出する。 

（２）退去検査 

室内の家財搬出後、１０日以内を目安に住宅管理センター職員立会いのもと、

退去検査を受ける。退去検査では、以下の項目を確認する。 

・荷物がすべて搬出されているか。 

・畳の表替え、襖の張替えが完了しているか。 

・汲み取りトイレの場合は最終の汲み取りが終了しているか。 

・修繕箇所がないか。 

・入居者設置の風呂釜、浴槽の撤去、増築や模様替、改造部の復旧がなされ

ているか。 

その他に、退去者に対し住宅管理センター職員は、敷金還付、家賃、駐車場

について説明を行い、畳、襖表替えの領収書、鍵その他住宅管理センターが指
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示した書類を受領する。 

退去者は、住宅管理人に退去通知票を渡す。 

退去検査が完了したら、住宅管理センターは、退去届を住宅課に送付し、住

宅管理センターは、敷金の還付、家賃駐車場の料金を精算する。 

３ 退去修繕 

（１）退去検査の結果、修繕箇所が見付かった場合は、入居者が自分で修繕業者を

探し、かつ自身で費用負担し、修繕を行う。入居者が修繕業者を知らない場合

は、市営住宅の緊急工務店を紹介する。 

（２）退去修繕が指示され、当該指示に基づいた修繕がなされたかについては、退

去検査員の他、住宅管理センター技術職員２名がチェックを行う。修繕内容に

ついては、退去補修チェックリストによってチェックしている。 
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（３）退去検査で修繕箇所が指摘されたが、入居者が修繕を行わない場合、退去手

続きが完了できず、退去届を住宅課に送ることもできない。その結果、入居者

が現に住んでいなくても毎月の家賃が発生することになる。また、退去修繕が

完了しない場合は、敷金も返還できないことを伝えている。 

（４）修繕費用の負担 

退去時は、所有物の撤去、畳の表替え、襖紙の張替えを行い、修繕等費用負

担区分表にしたがい、当該表で入居者の負担とすべき箇所に修繕が必要であれ

ば、退去検査でその旨を指摘し、入居者の費用負担で修繕を実施する。 

（５）畳の表替え、襖の張替え以外の修繕 

畳の表替え、襖の張替え以外の修繕がある場合、口頭で指導する。 

過去には、壁に穴が開いていたため壁の修繕を求めたケースや、たばこのヤ

ニで壁紙が黄ばんでいたため壁紙の張替えを求めたケースなどがあったとのこ

とである。 

口頭での指導のみで修繕指示書等の文書による指導は行われておらず、畳の

張替え等以外の修繕を求めた件数は不明である。 

口頭で畳の張替え等以外の修繕を求めた場合は、システムにその旨入力し、

修繕が完了しなければ退去手続きが完了しない。その結果、退去検査で畳の表

替えと襖の張替えが完了していても退去ができず（家賃が発生する。）、後述の

明渡しの強制執行のような場合を除いて、未修繕で退去するという事態は防止

できている。  

（６）退去後（退去修繕がある場合は当該修繕が完了後）、市が契約する業者が美装

（床へのワックス塗布、ガラスサッシの清掃、台所の清掃等）を行う。 

 仕様書によると、地区ごとに協力業者を定める。地区ごと業務ごとに２～３

事業者ある。 

当該協力事業者についてなるべく回数が同じくらいになるよう依頼している。

複数の見積りは取得していない。 

４ 敷金の返還 
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（１）敷金に関する制度概要 

入居者は、入居時における家賃の３ヶ月分に相当する金額（条例第２７条１

項）を敷金として支払う。 

また、入居者が市営住宅を明け渡したときは、敷金を還付する（同条３項）。

ただし、未納の家賃や損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除する（同

条３項但書）。敷金は未払いの家賃がある場合は当該未払家賃を控除して入居者

に返還される。ただし、修繕が不完全である場合、当該費用を差し引いて修繕

費用に充てるということまではしていない。 

法文上、敷金は、予め指示していた修繕の費用についても充てられると読め

るが、実際は修繕費の費用に充当されたことはほぼない。 

（２）敷金の返還件数及び敷金の返還額 

過去の敷金の返還件数及び敷金の返還額は次のとおりである。 

 

  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

退去者世帯数 - 255  261  404  260 

敷金返還件数 226  199 234 216 337 

敷金返還額（円） 11,785,014 11,617,939 12,813,015  12,250,905  18,550,930 

（なお、退去手続きの完了と敷金の返還時期にはずれがあるため、退去者世帯数と敷

金返還件数にはずれがある。） 

 

（３）敷金の運用 

市は、敷金を金融機関への預金等安全確実な方法で運用しなければならない

（同条４項）。また、運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充

てるなど市営住宅の入居者の利便のために行使しなければならない（同条５項）。 

平成２７年度までは当該年度に支出予定金額を残して複数の金融機関へ１年

の定期預金による預け入れを行っていた。平成２８年度からは財政課の方針で
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預け入れを行っていない。 

平成２７年度までの運用益（定期預金の利息）は毎年約２２万円程度であっ

たが、平成２８年度以降は、市役所が利用できる預金の限度額の関係から定期

預金への預け入れができなくなった。 

５ 明渡し要求 

（１）明渡しの要求（条例第５０条・佐世保市特定公共賃貸住宅条例第２８条） 

ア 明渡事由 

市長は、以下の場合、入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを 請求するこ

とができる。 

①入居者が不正の行為によって入居したとき。 

②入居者が家賃又は割増賃料を３月以上滞納したとき。 

③入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。 

④入居者が正当な理由によらないで１５日以上市営住宅を使用しないと

き。 

⑤入居者又は同居者が第２０条、第２１条及び第３０条から第３５条まで

の規定に違反したとき。 

⑥入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。 

そして、これらの規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、

速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。 

イ 明け渡さない場合のペナルティ 

市長は、上記①から⑥までの事情を理由に明渡請求を行ったときは、その

請求を受けた者に対して、請求の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日ま

での期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額

以下の金銭を徴収することができる。 

もっとも佐世保市において、当該利息、割増家賃を請求したケースはない。 

（２）佐世保市における明渡請求の事由の内訳件数 

平成２５年度から平成２９年度で、条例第５０条１項各号記載の明渡事由の
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内訳は下記のとおりである。明渡理由は、②（賃料の滞納）と③（ペットの飼

育などの用法違反等）であり、その中でも②（賃料の滞納）がほとんどである。 

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

1 号 0 0 0 0 0 

※2 号 64 48 49 31 22 

3 号 0 0 0 0 0 

4 号 0 0 0 0 0 

5 号 0 0 1 1 2 

6 号 0 0 0 0 0 

合計 64 48 50 32 24 

※ただし、３ヶ月以上ではなく１２ヶ月以上の滞納が対象。 

 

（３）３ヶ月以上の滞納がある場合の流れ 

３ヶ月以上の家賃の滞納がある場合、住宅課は、同課が定める「住宅使用料

滞納整理における法的措置事務フロー」にしたがい家賃を滞納している入居者

に対し、建物の明渡し及び未払いの賃料を請求する。 

「住宅使用料滞納整理における法的措置事務フロー」の具体的な流れは以下

のとおりである。 

 

入居者が家賃を滞納 

   ↓ 

指定管理者は、翌月２０日までに督促状を発送する。 

   ↓ 

３ヶ月以上の滞納者に対しては、毎年６月、９月、１月、３月に、指定管理者が催

告書及び連帯保証人への通知を行う。 

   ↓ 
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その後も入居者から連絡がない場合 

指定管理者ではなく、住宅課において以下の①、②いずれかの措置をとる。 

① 内容証明郵便にて明渡通告または簡易書留郵便にて出頭通告を行う。それでも

連絡や出頭がない場合は、建物明渡請求及び賃料支払請求の訴訟を提起する。 

② 訪問等によっても連絡がない場合や納付の意思が認められない場合は、内容証

明等を送らずに直ちに訴訟提起を行う場合もある。 

勝訴判決の確定や和解が成立してから自主退去しない場合は、明渡や給与、動産

差押え強制執行の申立てを行う。 

 

（４）納入催告等の件数 

以下は、平成２６年度から平成２９年度の 

（Ａ）３ヶ月以上滞納がある入居者への納入催告（分割納入を履行している者

を除く）の件数 

（Ｂ）３ヶ月以上の滞納入居者の連帯保証人に対しておこなった納入及び納入

指導依頼の件数  

である。 

 

 27 年度 28 年度 29 年度 

 滞納本人

（Ａ） 

連帯保証人

（Ｂ） 

滞納本人 

（Ａ） 

連帯保証人 

（Ｂ） 

滞納本人 

（Ａ） 

連帯保証人 

（Ｂ） 

6 月末 110 154 100 154 78 121 

9 月末 113 191 112 191 91 139 

1 月末 105 179 87 179 80 132 

3 月末 101 149 93 149 80 127 

延べ 392 673 392 673 429 519 
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（５）明渡請求にかかる法的手続の実態 

ア 条例上の明渡事由該当件数は以下のとおりである。 

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

条例上の明渡事由該

当件数 
64 48 49 31 22 

 

イ 即決和解の件数は以下のとおりである。 

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

明渡しを求めた件数 20 7 13 29 25 

即決和解 3 3 6 0 5 

割合 15.0% 42.9% 46.2% 0% 20.0% 

 

即決和解（訴え提起前の和解）とは、裁判上の和解の一種で、 民事上の争

いのある当事者が、判決を求める訴訟を提起する前に簡易裁判所に和解の申

立てをし、紛争を解決する手続である。 

当事者間に合意があり、かつ、裁判所がその合意を相当と認めた場合に和

解が成立し、合意内容が和解調書に記載されることにより、確定判決と同一

の効力を生じる（民事訴訟法第２６７条）。 

当事者が当該合意内容に記載された和解条項に違反した場合、当該和解調

書を債務名義として強制執行手続きを行うことができる。 

たとえば、和解調書で、滞納者が滞納金を毎月１万円支払うことを約束し、

３回以上滞納金を支払わなかった場合、滞納金全額を一括で返すことを約束

した場合に、滞納者が滞納金３回以上の支払いを怠れば、滞納者の給与の差

押えをすることができる。 

また、和解調書に、毎月の家賃を３回、支払期日までに支払わなかった場
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合、現在借りている市営住宅を明け渡すという内容がある場合、入居者がか

かる支払いを怠れば、市は当該入居者を強制的に市営住宅から追い出すこと

ができる。 

佐世保市では、平成２８年度は０件ではあったが、毎年一定数の即決和解

が活用されているものといえる。 

ウ 訴訟 

（ア）訴訟の提起 

明渡しを求めたケースのうち、訴訟になった件数は以下のとおりである。 

 

 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

明渡しを求めた件数 20 7 13 29 25 

訴訟になった件数 12 5 4 5 6 

割合 60.0% 71.4% 30.8% 17.2% 24.0% 

 

前述のとおり、内容証明郵便にて明渡通告または簡易書留郵便にて出頭

通告を行うが、それでも連絡や出頭がない場合は、建物明渡請求及び賃料支

払請求の訴訟を提起する運用となっている。また、訪問等によっても連絡が

ない場合や納付の意思が認められない場合は、内容証明等を送らずに直ち

に訴訟提起を行う場合もある。 

（エ）訴訟の結果 

訴訟になった事件の訴訟結果は以下のとおりである。 

 

 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

訴訟になった件数 12 5 4 5 6 

認容判決 9 2 4 4 5 

棄却判決 0 0 0 0 0 

和解 0 3 0 1 1 

訴え取下げ 3 0 0 0 0 
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 棄却判決があったケースは平成２５年度から平成２９年度に至るまで０

件であり、訴訟を提起した場合、認容判決、和解で終わっていることが分か

る。 

判決で終わる場合は、当事者が一度も裁判に出頭して来ないことがほと

んどである。また、催告等には応じなかったが裁判所からの呼び出しには応

じ、訴訟内で話合いができる場合は、和解で終わることもある。 

エ 未対応のケース 

平成２７年度以前は、入居中の滞納者をメインに明渡請求訴訟や強制執行

を行っていたが、明渡事由があるのに対応をしていないケースも多かった。

さらに、退去滞納者に対しての対策が十分でなく、未払家賃の回収率も平成

２４年の２２．９％をピークに年々減少しており、住宅課内で明渡請求や未

納家賃の回収について強化する体制が急務であるとの認識があった。 

かかる危機感をふまえ、平成２８年度に住宅課内で明渡訴訟やや債権回収

のため、住宅使用料滞納整理における法的措置事務フローチャートを整備し

（第４章の第５に記載している「住宅使用料滞納整理における法的措置事務

フロー」参照。）、これに準じて法的手続き等を実施することとなった。 

同年度以降はほぼ全件について対応しているが、それ以前については、次

のデータのとおり、条例上の明渡事由があることを把握していても１５％か

ら３０％しか対応していなかった。 

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

明渡事由あり 64 48 49 31 22 

明渡しを求めた件数 20 7 13 29 25 

対応なし 44 41 36 3※ 0 

割合 31.2% 14.6% 26.5% 93.5％ 100％ 

※２９年度中には対応済み。 
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オ 強制執行の件数 

建物明渡の強制執行の件数は、下記のとおりである。 

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

訴訟になった件数 12 5 4 5 6 

認容判決 9 2 4 4 5 

判決後自発的明渡し 5 3 3 2 2 

判決後強制執行 8 2 2 5 5 

 

 判決後にも連絡がつかない入居者や家賃の支払いを拒絶する入居者に対し

ては直ちに強制執行を行うとのことであった。 

 また、滞納を原因とした建物明渡請求の場合、建物明渡しの判決が出た後

に入居者から分納の申出がある場合がある。その場合、分納の申出には原則

応じる。この場合、①今後は、当月分の家賃の支払いを遅れずに行うこと、②

滞納家賃は当月家賃に上乗せして毎月分割で支払うこと、③支払いを怠った

場合は直ちに強制執行を行うこと等を文書で取り交わす。 

そして、かかる分納の合意をした入居者については、これらの条項の違反

があった場合に強制執行を行う。 

 

第２ 監査の観点・監査方法   

１ 監査の観点 

退去手続きが法令、条例、規則等に適合し、効率的に実施されているか。  

また、法令上の退去事由がある者らに対して、裁判等の手続きが適切に実施さ

れているか。 

２ 監査方法 

住宅課及び指定管理者から提出された各種資料の閲覧、住宅課が行った法的手

続きに関する資料（訴状、強制執行申立書等）の閲覧、関係各部署に対するヒア
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リング及び市営住宅の現地調査。 

 

第３ 規範  

佐世保市営住宅条例・佐世保市営住宅条例規則・住宅使用料滞納整理における

法的措置事務フローチャートのほか、概要に記載した手続の流れ等が規範となる。 

 

第４ 事実の摘示 

１ 退去後の市営住宅の確認 

入居者が退去した後の空き室を見学したところ、茶殻と思われる生ごみが台所

の流し台部分に放置されていた部屋があった。 

２ 利息や割増賃料制度の活用 

条例上、市長は、３ヶ月以上の家賃の未払いや用法違反を理由に明渡請求を行

ったときは、その請求を受けた者に対して、請求の翌日から当該市営住宅の明渡

しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相

当する額以下の金銭を徴収することができる、と規定されているが、当該利息、

割増家賃を請求したケースはないとのことであった。 

３ 法的手続の活用 

概要にあるとおり、平成２５年度は明渡事由があった６４件中、訴訟等の対応

をしたのは２０件であり、平成２６年度は４８件中７件、平成２７年度は４９件

中１３件であった。 

平成２８年度以前は、条例上の明渡事由がある案件について、積極的な訴訟や

強制執行が行われていなかったとのことであった。 

前掲してはいるが、改めて次のとおりである。 
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 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

明渡事由あり 64 48 49 31 22 

明渡しを求めた件数 20 7 13 29 25 

対応なし 44 41 36 3※ 0 

割合 31.2% 14.6% 26.5% 93.5％ 100％ 

 

４ 入居制限 

未払い賃料のある入居者と裁判になったようなケースの記録をみたところ、「今

後、入居申込があっても入居させない」との申送事項があった。 

 

第５ 意見等 

１ 退去後の市営住宅の確認（意見） 

入居者が退去した後の空き室を見学したところ、茶殻と思われる生ごみが台所

の流し台部分に放置されていた部屋があった。 

退去の際には住宅管理センターの職員が検査を行うとのことであるが、検査が

不十分であったといえるので、改めるべきである。 

＝ 意見 

今回は、臭いを発するものではなかったが、たとえば、放置された生ごみが腐

るなどした場合、悪臭が発生したり、壁ににおいが付いたりする危険があるし、

近隣からの苦情や清掃等を新たに行う必要が出てくる可能性がある。 

したがって、退去後に見回りをする場合は、今回のように検査時に気づかない

まま退去者が残していったごみなどは適宜処分することが望ましい。＝ 意見 

 

２ 利息や割増賃料制度の活用（意見） 

条例上は、割増請求を「できる」という規定になっているところ、実際には行

っていないとのことであった。「できる」という規定になっている以上、請求しな

いこと自体が違法とまではいえない。 
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しかしながら、滞納を行う者は、滞納期間の長期化傾向があるし、何らペナル

ティを課さないことで、滞納者の居座り＝滞納額の増大につながる。また、利息

や割増賃料を請求する姿勢をとることで、滞納者がこれらのペナルティをおそれ

てすみやかに明渡しを行えば、ほかの住宅困窮者に住居を供給できることにもな

る。さらに、まじめに家賃を支払っている入居者との公平との問題もある。 

したがって、早期明渡しの実現につなげる意味でも、利息や割増請求の制度を

活用することが望ましい。＝ 意見 

 

３ 法的手続きの活用（意見および評価） 

概要にあるとおり、条例上の明渡事由がある案件について、積極的な訴訟や強

制執行を行い始めたのは、住宅課内で債権回収のフローチャートを作成した平成

２８年度以降とのことであった。平成２８年度以降で訴訟等に発展したケースで

は、適切な対応がなされていた。 

和解条項等についても、専門家の助言を受けながらできる限り実効性を担保し

ようする条項を作成しようとしており、評価できる。また、強制執行にいたった

ものの、市、滞納者（元入居者）、勤務先との協議が整い、滞納者の勤務先から、

未払い賃料が回収できたケースなど、個別の事案を見ると適切な対応がなされて

いたケースも多かった。 

このように、市の取組は一定の評価ができる＝ 評価 

ただ、債権回収のフローチャートが制定された平成２８年以前の債権について

は、第４章で詳しく分析しているとおり、滞納が長期化し、時効にかかっている

であろうものも相当数ある。 

未払い賃料については、（元）入居者や連帯保証人の支払い能力から判決をとっ

ても結果として回収できないケースがあるのはやむを得ないが、今後も、法的手

続きを適切に活用することで滞納をする入居者や明渡しをしない入居者に対して

毅然とした対応をすることを続けていただきたい。＝ 意見 

ひいては、その対応が、滞納の減少や早期の明渡しの実現につながると思われ
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る。 

 

４ 入居制限（指摘） 

未払い賃料のある入居者と裁判になったようなケースでは、「今後、入居申込が

あっても入居させない」との申送事項があった。 

確かに、本件制限を申送事項とした事案については、入居者の悪質性も相当な

ものであったため、資格制限の理由についての必要性と合理性は理解できる。 

しかし、入居の資格については条例で定めるとなっており、「滞納者について今

後入居させない」という要件は条例に定められていない。入居制限を安易に設け

ることは本来入居できる者を排除する危険性があるため、慎重に判断すべきであ

り、かかる入居制限を運用レベルで定めることは問題がある。 

したがって、必要性等を議論した上、条例の制定等を再検討すべきと考える。

＝ 指摘 
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第７章 集会所 

第１ 概要 

公営住宅における集会所は、公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施

設（共同施設）として法第２条９号に掲げられている施設である。 

平成２９年度末の集会所の数は市単独所有３１棟、県との共有４棟、合計３５

棟である。 

集会所の管理に関する規定として佐世保市住宅集会所管理要綱があり、集会所

の利用目的は同第２条において「集会所は、入居者相互の親睦と地域生活の向上

を図るため、福利厚生文化教育等の講習会その他諸行事に使用するものとする。」

とされており、いわゆる自治会公民館のイメージに近いが、市単独又は市及び県

との共有財産であることから同第６条において使用の制限規定が設けられている。

以下がその第６条である。 

 

   第６条 市長は、集会所の使用目的が、次の各号のいずれかに該当するときは

使用を認めないものとする。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。 

     第１号 団地生活の秩序を乱すおそれがあるとき。 

     第２号 特定の政治活動並びに宗教活動及び選挙活動を目的とするとき。 

     第３号 営利を目的とすると認められるとき。 

     第４号 宿泊の用に供するとき。 

     第５号 その他集会所の設置目的に反するおそれがあると認められると

き。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

集会所の使用状況が適正であるかどうかを監査することは、行政の公平性及び

費用対効果の面から非常に重要であると考える。 

以上から、集会所の使用状況の記録の内容及び目的外使用の有無について調査
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した。 

 

第３ 事実の摘示 

１ 集会所の使用状況の記録について 

まず、任意に選択した３集会所の使用実績簿又はこれに類する書類の写しの提

示を市に求めたところ、市ではこれまで自治会に対して提出を求めてきておらず、

新たに作成していただくことは困難ですとの回答であった。 

使用実績簿等が無いことには使用状況の確認が困難であるため、再度、市に提

示を求めたところ、自治会の活動であるため市では把握していないとの回答であ

った。結果、市からは何も書類の提示が無かった。 

よって、集会所の使用状況の記録に基づく調査ができなかった。 

また、市が集会所の使用状況を随時確認しているかどうかについてヒアリング

を行ったところ、基本的には確認していないとのことであった。これは、自治会

の活動であるため市では把握していないとの回答と符合する。 

 ２ 集会所の目的外使用の有無について 

本来であれば集会所の使用状況の記録を調査して目的外使用の有無を確認する

必要があるが、上記１のとおり集会所の使用状況の記録が無いため限定的な調査

になってしまうが、やむを得ず他の手法で目的外使用の有無を確認することとし

た。 

具体的には、同第６条４号において、営利を目的とする使用は、目的外使用と

なるので、営利目的のうち珠算教室、書道教室、国語・算数等の教室などの使用

がないかどうかについて、市から提供された集会所の所在地一覧表と佐世保市内

の珠算教室、書道教室、国語・算数等の教室の所在地と突合可能なものについて

突合を行う方法を採った。 

突合を行った結果、ある市営住宅の集会所の所在地と国語・算数等の教室の所

在地が一致した。 
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また、過去に目的外使用を市長が特に認めたケースがあったかどうかについて

市にヒアリングを行ったところ、無いとの回答であった。 

当該突合の結果を市に伝えたところ、市から当該住宅の集会所を使用している

自治会にヒアリングに行ったうえで対応を検討するとの回答があった。 

市が当該自治会にヒアリングを行った結果、当該自治会からは、当該国語・算

数等の教室は生徒から「参加費」として料金を徴収しており、又、当該国語・算

数等の教室から自治会に対して集会所の使用料の支払いは無いとの回答を得たと

のことであった。 

 

第４ 規範 

   佐世保市営住宅集会所管理要綱 

   社会教育法第２３条１項１号 

   佐世保市公民館の設置及び管理に関する条例第６条１号 

 

第５ 意見等 

 １ 集会所の使用状況の記録の不提示について（指摘および意見） 

上記に記載のとおり、自治会の活動であるため市では把握していないという理

由で集会所の使用状況に関する書類の提示はなかった。 

よって、極めて残念でならないが、集会所の使用状況について十分な調査を行

うことができなかった。また、市は集会所の使用状況の確認を基本的に行ってい

ない。 

ところで、佐世保市営住宅集会所管理要綱第３条１項において「集会所を適正

に管理するため、市営住宅集会所管理人（以下「管理人」という。）を置く。」と

規定されている。集会所の管理は管理人が行うことは同要綱上明らかである。ま

た、同第４条において「集会所を使用しようとする者は、管理人に届け出なけれ

ばならない。」と規定されている。 
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同要綱には、管理者から市への報告義務は定めてはいないが、市の所有（共有）

する集会所に関し、どのような使用状況であるかを確認し、問題があれば是正さ

れるべきであることは言を待たない。 

よって、これまで集会所の使用状況について報告を受けることなく、確認を行

ってこなかった点は問題と言わざるを得ない。集会所の数が限られていることか

らしても、少なくとも、今後は報告・確認の体制等を構築しなければならないと

考える。＝ 指摘 

また、市は集会所が同要綱に基づき適正に管理されているかどうかについて、

管理人から過去３年分の集会所の使用状況の報告を求め、かつ、当該報告の内容

を精査し、同要綱に反する使用がある場合には管理人に対し是正勧告を行うよう

求めるとともに、今後についても同様の報告等を求めていくべきである。必要に

応じて集会所への抜き打ちの実地調査も必要と考える。＝ 意見 

 

２ 集会所の目的外使用について（指摘および意見） 

市営住宅の集会所を使用している当該自治会からは、市のヒアリングに対し当

該国語・算数等の教室は生徒から「参加費」として料金を徴収しており、また、

当該国語・算数等の教室から自治会に対して集会所の使用料の支払いは無いとの

回答であった。 

これは、福利厚生文化教育等の講習会であり、営利に該当しないという意味の

回答ではないかと思われる。 

しかしながら、珠算教室又は書道教室の場合で、かつ、生徒から教室が収受す

る対価が実費相当額程度であれば営利ではない可能性もあるが、当該国語・算数

等の教室については、入会金の額及び月謝の金額が決まっており、これらは実費

相当額とは言い難い。そうすると、当該国語・算数等の教室は営利であると言わ

ざるを得ない。 

そして、これまで目的外使用を市長が特に認めたケースもないとのことであっ
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た。 

よって、本件の事案は要綱違反である。市は目的外使用の定義の変更を行うか、

または当該国語・算数等の教室に対し早急に目的外使用を市長に認めてもらうた

めの手続きを行うよう求め、これに応じないか若しくは応じた場合であっても市

長が当該目的外使用を不適当と認めたときは使用禁止とする措置をとるかのいず

れかの対応をとるべきである。＝ 指摘 

なお、現在、目的外使用に関しての具体的な基準はないが、今後、目的外使用

の定義の変更又は目的外使用を認めるにあたっては、市有財産である公民館の使

用許可基準及び使用料並びに文部科学省（旧文部省）が平成７年９月２２日付け

で公表している「社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈につ

いて」等に留意しつつ、基準等を設定する必要があると考える ＝ 意見 
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第８章 駐車場 

第１ 概要 

   公営住宅における駐車場は、公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施

設（共同施設）として法施行規則第１条６号に掲げられている施設である。 

駐車場の整備費用に関しては、国から一定の補助があるため、整備費用の総額

から国の補助を控除した残額が市の負担となる。 

平成２９年度末の市営住宅の駐車区画の総数は３９１７台、うち使用区画は２

７２５台、使用率は６９．５７％である。同じく平成２９年度末における市設置

の駐車場は５９団地（うち完全設置団地５３団地、一部設置６団地）であり、市

が設置していない駐車場においては自治会管理の駐車場２２団地、空地利用の駐

車場３団地、専用敷地内利用の駐車場６団地がそれぞれある。そのほか、駐車場

に関する概要は以下のとおりである。 

１ 既存住宅（昭和の時代に建設された住宅。以下、この章において同じ。）におい

ては、建設当初は自動車の普及を予想せず、住宅戸数の確保を最優先に敷地の活

用がなされている。このため、駐車場としての用地が確保されていない。一部の

団地については、あらゆる場所の空地が駐車場として活用されている。 

２ 自動車の保管場所の確保等に関する法律が改正され、平成３年７月１日以後、

軽自動車においても自動車の保管場所の確保にかかる届出を必要とすることと

なり、平成１１年１月には、佐世保市においても当該法律の対象地域に指定され

た。 

３ 公営住宅法が平成８年８月３０日に改正され、公営住宅の駐車場を共同施設と

しての位置付けが明確化された。また、現在は交付金制度に基づき整備費用の４

５％を上限に国庫補助がある。 

４ 既存住宅の駐車場の整備については、自治会等からの入居者全体の意見として

駐車場整備の要望があり、団地内で調整合意された箇所、敷地が確保できる場所

から、順次整備を進めることとしている。駐車場の整備に関しては、１世帯に１
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区画は確保できることを基本としている。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

駐車場使用料が適正であるかどうかについて監査することは、行政の公平性及

び費用対効果の面から非常に重要である。 

また、駐車場の使用許可に優先順位が設けられているが、当該優先順位が適正

であるかどうかについて監査することは、行政の公平性の面から非常に重要であ

ると考えられる。 

さらに、佐世保市の住宅事業はいわゆる特別会計を採用しており、駐車場使用

料を含め当該特別会計に係る基準期間における課税売上高が５０００万円を超え

ている（１０００万円超で申告納税義務が発生し、５０００万円超で簡易課税制

度が適用できない。）ことから本則課税による消費税及び地方消費税の申告を行っ

ている。過去において国税当局より指導を受けたことは無いとのことではあるが、

当該申告の内容を監査することは、適正な申告納税義務履行の観点から非常に重

要であると考えられる。 

以上から、①駐車場使用料については団地ごとの駐車場使用料算定の過程及び

市が管理していない駐車場の状況、②駐車場の使用許可の優先順位については佐

世保市営住宅駐車場取扱要綱の内容及び建替住宅の駐車場抽選会を、③消費税及

び地方消費税の申告については過去３年間の当該申告の内容についてそれぞれ調

査した。 

 

第３ 事実の摘示 

 １ 駐車場使用料 

 （１）駐車場使用料については、近傍同種の駐車場使用料を限度として市長が定め

るものとする（条例施行規則第２９条）とされており、また、駐車場使用料算

定については、一定の算式で求めた金額を基に近傍同種の駐車場使用料を斟酌

248



 
 

して決定している。従前は整備費用に一定の金利負担額を加算した金額をベー

スに算定されていた時代もあったが、現在は償却費をベースに算定されている。

具体例として、ある団地の駐車場使用料算定過程を以下のとおり掲げる。 

 

市営住宅駐車場使用料算出表
1.団地名 2.乗率
団地名 Ｄ住宅 償却年数（年） 10
棟名 償却費乗率　　　　ａ 0.100        
管理開始年度 平成27年度 残存価格　　　　　　ｂ 10%
区画数 74 修繕費乗率　　　　ｃ 0.012        

管理事務費乗率　ｄ 0.0015       

3.算出基準額
区分 工事費（円）
総額 18,065,000 ㎡当評価額 27,900
区画あたり　　Ａ 244,122 区画当面積 12.5          
補助対象事業費 18,065,000 固定資産税評価額相当額　Ｃ 348,750
国庫補助金 8,129,000 評価額相当額は平成27年度評価額
市負担額　　　Ｂ 9,936,000

4.駐車場使用料金の算定
費目 月額（円）
償却費　　　Ｅ 74,520       
区画あたり　Ｆ 1,007        
修繕費　　　Ｇ 244          
管理事務費　Ｈ 30            
地代相当額　Ｉ 1,460        
公課費　　　　Ｊ 219          
基準額　　　　Ｋ 2,960        

決定額 4,110

Ｉ＝Ｃ＊5／100／12
Ｊ＝（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＊0.08
Ｋ＝Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ

固定資産税評価額相当額

算定式
Ｅ＝Ｂ＊（1－ｂ）＊ａ／12
Ｆ＝Ｅ／駐車区画数
Ｇ＝Ａ＊ｃ／12
Ｈ＝Ａ＊ｄ／12

 

 

    Ｄ住宅は、近隣のＪやＭと比べて市街地に近く、バスの本数も多くて利便性

が高いため、使用料がそれらの住宅（４１１０円）より低いと整合性が取れな

い。また、算出額では、近隣の民間駐車場（最低４０００円から最高７０００

円）より著しく安価になるため、調整が必要である。よって、４１１０円（４

０００円×１０８÷１０５・・・消費税率５％と８％の調整）を決定額とする。 

ア 償却期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（大蔵省令第１５号）

に基づき１０年とし、元利均等に償却する（定額法。償却率０．１００、残
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存価格は１０％）。 

   イ 修繕費、管理事務費の乗率は近傍同種家賃算出の際の乗率に準じる。 

   ウ 地代相当額については、佐世保市行政財産使用料条例別表の土地の項によ

り固定資産税評価額相当額に５／１００を乗ずる。また１０円未満の端数に

ついては１０円に切上げる。 

   エ 駐車場使用料の決定は、基準額を５００円区切りとし、２５０円単位で繰

上げ、もしくは繰下げを行う。 

 （２）駐車場使用料算定の過程を記載した書類の保存状況について 

    駐車場使用料算定の過程を調査すべく当方にて任意に選定した１０団地の

駐車場使用料算定の過程が記載された資料の提供を住宅課に対して求めたと

ころ、７団地については提供を受けたものの、残る３団地については資料が見

つからない旨の返答を受けた。資料が見つからない理由を担当者に尋ねたとこ

ろ、駐車場整備の際はもちろん計算はしていたはずなのでどこかにあるはずだ

が、どうしても見つけきれないとのことであった。 

資料が見つからない団地があった旨の回答を受けたため、当該１０団地を含

め全ての団地の資料の有無の確認を住宅課に依頼したところ、最終的に４団地

の資料が見つからなかったとの返答を受けた。 

（３）団地ごとの駐車場使用料について 

    上記（２）のとおり、当方にて任意に選定した１０団地のうち７団地の駐車

場使用料算定の過程が記載された資料の提供を受けた。内容の概要は以下のと

おりである。 
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住宅名 整備年度 算定方式 整備時月額（円）現在の月額（円）
ＨＪ住宅 平成元年度 従前の方法 2,500 2,570
Ｏ住宅 平成2年度 資料見つからず − 2,570
Ｓ（1）住宅 平成4年度 従前の方法 3,000 3,090
Ｈ1住宅 平成29年度 現在の方法 3,090 3,090
Ａ住宅 平成11年度 従前の方法 4,000 4,110
Ｄ住宅 平成27年度 現在の方法 4,110 4,110
Ｋ住宅 平成15年度 従前の方法 2,000 2,060
ＯＧ住宅 平成22年度 従前の方法 1,500 1,540
ＳＥ住宅 平成22年度 資料見つからず − 1,540
ＳＣ住宅 平成12年度 資料見つからず − 2,060

   

※整備時月額と現在の月額に違いがある分は、平成２６年度の消費税増税によ

る増額である。 

 

提供を受けた資料の中にＳ（１）住宅と同じＳ住宅であるＳ（１０）住宅の

駐車場使用料算定の過程も添付されていた。 

Ｓ（１）住宅の駐車場が整備されたのは平成４年度であり、Ｓ住宅はその後

順次駐車場の整備が行われ、平成２５年度にＳ（１０）住宅の駐車場が整備さ

れている。Ｓ（１０）住宅の駐車場使用料算定は現在の方法により算定されて

おり、基準額Ｋは２６７５円、決定額（整備時月額）は３０００円、現在の月

額は３０９０円となっているが、添付された資料の中に民間の近傍駐車場３か

所の駐車場使用料月額がそれぞれ５０００円、５０００円及び６０００円と記

載されていた。 

Ｓ（１０）住宅の駐車場使用料は民間の近傍駐車場の５０から６０％程度し

かなく、いくら近傍同種の駐車場使用料を限度とすることのみで下限について

の決まりがないとはいえ低額ではないかとの質問を市の担当者に行ったところ、

「Ｓ住宅がある地区はＳ（１）住宅の駐車場が整備された平成４年度と比べＳ

（１０）住宅の駐車場が整備された平成２５年度では当該地区の開発が進み商

店、飲食店等の件数も多くなった。平成４年度当時は民間の近傍駐車場使用料
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も月額３０００円程度であったのだが、前述のとおり当該地区の開発が進んだ

ことにより民間の近傍駐車場使用料も上がってきた。しかし、Ｓ（１０）住宅

の駐車場のみ民間の近傍駐車場の金額に近い金額にしてしまうと、同じＳ住宅

の他の駐車場とバランスがとれなくなること、また、同じＳ住宅の他の駐車場

も同時に民間の近傍駐車場の金額に近い金額にすることは制度上できない。」と

の回答であった。 

 （４）市が管理していない駐車場の状況について 

    市が設置していない駐車場においては、第１概要で記載したとおり、自治会

管理の駐車場２２団地、空地利用の駐車場３団地、専用敷地内利用の駐車場６

団地がそれぞれある。ここでは特に自治会管理の駐車場について記載する。 

自治会管理の駐車場は、市営住宅内の空地を自治会や町内会において管理し、

団地内で調整を図り、利用されている。当該駐車場は市が整備した駐車場と違

い、全世帯分の区画が整備されているとは限らないので、新たに当該駐車場に

係る住宅に入居する際に自治会等に駐車場利用の希望を申し出ても満車のため

受け付けられないケースがある。 

これ以外に市が整備した駐車場と自治会管理の駐車場の主な違いは、以下の

２つである。 

① 駐車場使用料の有無：市が整備した駐車場は駐車場使用料を利用者から

市が（住宅管理センターをとおして）徴収しているのに対し、自治会管理

の駐車場については駐車場使用料を利用者から市も自治会も徴収してい

ない。 

② 保管場所証明（いわゆる車庫証明）発行の有無：市が整備した駐車場につ

いては保管場所証明が発行されるが、自治会管理の駐車場については、

一部の住宅を除き保管場所証明の発行ができない。 

    市はこれらの違いを解消すべく、第１概要で記載したとおり、自治会等から

の入居者全体の意見として、駐車場整備の要望があり、団地内で調整合意され
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た箇所、敷地が確保できる場所から、順次整備を進めている。 

市が整備した駐車場の総数が住宅の建替に伴う分も含め、平成２６年度末が

５４団地、３６６６区画に対し、平成２９年度末で５９団地、３９１７区画と

３年間で４団地、２５１区画増加している。 
一方で、駐車場整備の計画はあるものの、団地内での反対により整備が進ま

ない団地もある。主な反対理由は、駐車場使用料が新たに発生することである。 

 ２ 駐車場の使用許可の優先順位について 

 （１）駐車場の使用許可の優先順位については、佐世保市営住宅駐車場取扱要綱第

６条１項において第１順位から第６順位までが定められ、また、同条２項にお

いて「前項に規定する使用許可順位が同一である者の間においては、申込みを

した順に使用許可を行うものとする。」と規定されている。なお、駐車場の区画

に空きが無くなった場合に新たな駐車場の使用申込みがあったときの既使用

者に対する明渡しの順位については同要綱第８条に規定されているが、内容に

ついてはここでは割愛する。 

    第１順位 １世帯当たり１件かつ使用者１人当たり１件目であり、入居者ま

たは同居者が自ら使用するとき。 

    第２順位 １世帯当たり１件かつ使用者１人当たり１件目であり、介護保険

法に規定する一定の事業者または一定の介護を行う者が使用する

とき。 

    第３順位 駐車場の区画に空きがある場合において、１世帯当たり２件目か

つ使用者が２人のとき。 

    第４順位 駐車場の区画に空きがある場合において、１世帯当たり３件目か

つ使用者が３人のとき。 

    第５順位 駐車場の区画に空きがある場合において、１世帯当たり４件目以

上かつ使用者が４人以上のとき。 

    第６順位 全区画数に対する空き区画数の割合が２割程度以上である場合
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において、使用者１人につき２件目のとき。 

 （２）平成３０年９月２５日、住宅の建替に伴い整備されたＳ団地駐車場の区画抽

選会の会場へ行き、当該抽選会の状況を確認した。 

当該抽選会の抽選の方法は、駐車場利用希望者ごとに番号が割り振られ、上

記（１）の順位ごとに回転抽選器（いわゆるガラポン）から出た番号と一致し

た希望者から順番に希望区画を選択していくものであった。 

なお、抽選の直前に、市の担当者から「自治会からの申し出があり、身体の

具合が悪い３名について抽選の前に優先して希望区画を選択させていただけな

いか、とのことですが、皆様いかがでしょうか。」との発言があり、この段階で

は他の駐車場利用希望者から特段の異議がなく、当該３名は抽選の前に希望す

る区画を選択された。ところが、当該３名の姿を見たある駐車場利用希望者か

ら、ほかにもっと身体の具合が悪い人達を優先するようできないのかという趣

旨の発言があったが、自治会関係者からは３名の優先を撤回できない旨の返答

であった。その後、第１順位、第２順位・・・と上記（１）の順位に従って抽選

が行なわれた。  

 ３ 消費税及び地方消費税の申告の内容について 

過去３年間の消費税及び地方消費税の申告の概要は、以下のとおりである。尚、

金額は全て円単位である。 
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課税期間 27.4.1-28.3.31 28.4.1-29.3.31 29.4.1-30.3.31
課税標準額 84,802,000 86,268,000 86,125,000
課税標準額に対する消費税額 5,339,927 5,427,340 5,423,322
控除対象仕入税額 3,627,598 2,116,665 4,807,524
控除税額小計 3,627,598 2,116,665 4,807,524
差引税額 1,712,300 3,310,600 615,700
中間納付税額 537,900 856,100 1,655,200
納付税額 1,174,400 2,454,500 0
中間納付還付税額 0 0 1,039,500
課税資産の譲渡等の対価の額 84,803,290 86,268,523 86,125,948
資産の譲渡等の対価の額 1,470,763,724 1,571,704,452 1,489,147,454
差引税額 1,712,300 3,310,600 615,700
譲渡割額納税額 461,900 893,000 166,000
中間納付譲渡割額 145,100 231,000 446,600
納付譲渡割額 316,800 662,000 0
中間納付還付譲渡割額 0 0 280,600
消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）税額 1,491,200 3,116,500 -1,320,100
控除税額の計算方式 一括比例配分方式 一括比例配分方式 一括比例配分方式

控除対象仕入税額に用いた課税売上割合 5.76% 5.48% 5.78%  

 

   上記の表に関して、以下のとおり補足がある。 

① 課税標準額に対する消費税額が課税標準額の６．３％より少ないこと及び

譲渡割額納税額が差引税額の６３分の１７より少ないことについて、これ

らは、駐車場使用料収入の一部が平成２６年３月３１日までの期間に係る

分であるためである。なお、この申告方法については地方公共団体の申告

の特例として規定されている（消費税法第６０条２項及び消費税法施行令

第７３条）。 

② 控除税額の計算方式について全ての課税期間において一括比例配分方式が

採用されているが、いずれの課税期間においても個別対応方式と一括比例

配分方式の両方の計算を行い、有利な方式として当該方式が選択されてい

る。一括比例配分方式が選択されているため申告上は問題ないのだが、仮

に個別対応方式を選択する場合は、消費税法基本通達１１－２－１８にお

いて「個々の課税仕入れ等について、必ず、課税資産の譲渡等にのみ要する

もの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とそ

の他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない。」
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ことが適用の要件となっている。このことについて、実際に個々の歳出全

てを、例えばコードを利用して区分されているかどうかについてヒアリン

グを行ったところ、一括比例配分方式を採用しているためコード表はあり

ませんとの回答であった。 

③ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの課税期間に係る申告

について、平成３０年９月２５日提出分は譲渡割額納税額を１１万６００

０円、還付税額を１３２万１００円と記載されていたが、平成３０年１０

月１日に還付税額を１３７万１００円と訂正がなされていた。その後、譲

渡割額納税額１６万６０００円、還付税額１３２万１００円がそれぞれ正

当額であることが判明し、平成３０年１０月３０日に税額の差額５万円の

修正申告書が提出されている。なお、上記の表は正当額で記載した。 

 

第４ 規範 

   佐世保市営住宅駐車場取扱要綱 

   減価償却資産の耐用年数に関する省令 

   消費税法、消費税法施行令及び消費税法基本通達 

 

第５ 意見等 

 １ 駐車場使用料算定について 

  ア 根拠資料の不備（意見） 

駐車場使用料算定の過程が記載された資料が見つからない団地が４団地ある

とのことだった。当初は算定根拠となる資料に基づいて算定したものの、その

資料が見当たらない状況と推測されるが、現状のように算定根拠を示すことが

できないままであることは不適切である。今後は、このような事態にならない

ように、しっかりと資料の管理を行うべきである。＝ 意見 
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  イ 算定根拠の統一等について（意見） 

    駐車場使用料算定について、駐車場の整備時期により異なる計算式が用いら

れていた。現在の算定方式以外の算定方式で算定されている駐車場については、

現在の算定方式による再計算を行うことを検討すべきである。＝ 意見 

    現在の算定方式の計算式中、償却費について。残存価格を１０％とするいわ

ゆる旧定額法（減価償却資産の耐用年数に関する省令第４条）による算式にな

っているが、平成１９年４月１日以後に取得された減価償却資産については残

存価格を０円とする定額法（減価償却資産の耐用年数に関する省令第５条）に

よることとされており、また、旧定額法によるべき減価償却資産についても、

最終的には取得価額から１円を控除した残額の全額を償却することになって

いる。また、コスト回収の観点からも整備費用の１０％を控除した金額をベー

スに計算することは適切ではないと考える。よって、償却費については残存価

格を控除しないで計算する方式に改める必要があると考える。＝ 意見 

 

  ウ 近傍同種地の駐車場使用料との整合性（意見） 

Ｓ住宅のように周辺の環境が変化した場合であっても、現行の制度上、駐車

場使用料は変更できないとのことであった。 

周辺の環境の変化により現行の駐車場使用料と民間の近傍同種の駐車場使用

料との差額が大きくなった場合には駐車場使用料の変更が可能となる制度改正

が必要であると考える。＝ 意見 

 

  エ 駐車場の整理・整備（評価） 

自治会管理の駐車場について。団地内で調整合意がされた箇所から順次整備

していくとのことであるが、駐車場使用料が新たに発生することによる反対意

見があり、思うように整備が進められない住宅があるとのことだった。 
既に整備がされた駐車場については、団地内の住民の皆様、自治会役員の皆
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様、そしてなによりも市担当者の皆様のご苦労により団地内で調整合意された

ものであることは想像に難くないことであり、評価すべきである。＝ 評価 
    一方で、平成２９年度末において自治会管理の駐車場が２２団地あり、同じ

市営住宅であっても駐車場使用料や保管場所証明の発行について差異が生じ

た状態が続いているのが現状である。 

駐車場使用料が新たに発生することによる反対意見については、感情的には

理解できるが、既に駐車場使用料を負担している入居者との公平性を考えると、

正しい意見ではない。 

よって、市は当該反対意見を持つ駐車場整備予定の団地の入居者に対してこ

れまで以上に粘り強く説得を行っていく必要があると考える。 

 

 ２ 駐車場の使用許可の優先順位について（意見） 

駐車場の使用許可の優先順位そのものについては、特段の問題はないと考える。

また、住宅の建替に伴い整備されたＳ団地駐車場の区画抽選会の会場へ行き、当

該抽選会の状況を確認したが、いわゆるガラポンを使用した抽選であったこと及

び駐車場の使用許可の優先順位に沿った抽選であったことから、当該抽選の方法

そのものについても特段の問題はないと考える。ただし、以下のことについては

改善が必要ではないかと考える。 

抽選の方法そのものには問題はないと考えるが、このような方法で抽選を行う

ことについて佐世保市営住宅駐車場取扱要綱には何ら規定がない。よって、新た

に整備された駐車場における区画抽選の方法について要綱上、あるいはその細則

等で規定を設けたほうがよいと考える。＝ 意見 

自治会からの申し出により、身体の具合が悪い３名について抽選の前に優先し

て希望区画を選択させたことについては、考え方そのものは間違っていないと考

える。もっとも、事前の周知徹底がなされていたのかどうかは定かではないが、

結果的にほかの方を優先すべきではないかという参加者の意見が出ていた。 
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今後、同様の混乱が起きないよう、区画抽選に先立ち優先した希望区画を選択

させることについても要綱等で規定を設ける必要があると考える。＝ 意見 

 

 ３ 消費税及び地方消費税の申告の内容について（意見および評価） 

地方公共団体の消費税及び地方消費税の申告は、特定収入に係る課税仕入れ等

の調整が必要なケースがあり、全ての課税期間において当該調整がなされていた。

また、申告の内容についても一部を除いて適正に行われていると考えられる。当

該調整は実務家でも難解な調整であるが、当該申告は全て住宅課の職員自ら計算

されていた。これは評価すべき点である。＝ 評価 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの課税期間に係る申告につ

いて５万円の修正申告がなされているが、これは計算結果を申告書へ転記する際

の単なる転記誤りによるものである。 

このケースでは加算税や延滞税を課されることは無いと考えられるが、修正申

告額が多額になると転記誤りであっても加算税や延滞税を課される可能性が出て

くる。よって、今後は転記誤りを無くすための対策をとるべきである。＝ 意見 

控除対象仕入税額に用いた課税売上割合について。全ての課税期間においてパ

ーセントの小数点第２位未満を切り捨てた値を用いているが、資産の譲渡等の対

価の額を分母、課税資産の譲渡等の対価の額を分子とした値を用いると納付税額

が４０００円程度ずつ減少する。今後は資産の譲渡等の対価の額を分母、課税資

産の譲渡等の対価の額を分子とした値を用いる必要があると考える。＝ 意見 

控除税額の計算方式について全ての課税期間において個別対応方式の試算がな

されているが、個々の課税仕入れが区分されていない以上、個別対応方式は採用

できないと考えられる。 

これまでの申告の状況からすると、今後も当面は一括比例配分方式が有利であ

る可能性が高いと考えられるが、仮に計算上個別対応方式が有利となった場合、

個々の課税仕入れを区分できるようシステムの改良を行うか、または計算上個別
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対応方式が有利であっても一括比例配分方式で申告を行うかのいずれかの対応を

とる必要があると考える。＝ 意見 

第９章修繕・建替に記載のとおり、平成２８年度中に完了していない修繕につ

いて委託料を指定管理者である長崎県住宅供給公社へ支払っており、当該支払い

に基づき平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税期間に係る消

費税及び地方消費税の申告がなされている。 

現実に可能かどうかは定かではないが、理論上、当該課税期間については修正

申告、翌課税期間については更正の請求を行う必要があると考える。＝ 意見 
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第９章 修繕・建替 

第１ 概要 

 １ 修繕 

   市営住宅の維持修繕は、大きく２つに分かれている。 

 （１）大規模計画修繕 

    国からの交付金と市債を主な財源とし、建築後または前回の改修後一定年数

が経過した住宅に対して外壁等改修工事、防水改修工事等を行うもので、スト

ック改善事業ともいわれる。 

 （２）一般修繕・空室修繕・小規模計画修繕 

    事故・故障による（緊急）修繕、退去後の修繕並びに床の張り替え、流し台

の交換及び水道メーターの取替等を行うもので、維持修繕事業ともいわれる。

なお、小規模計画修繕の計画策定を除いて、これらの修繕に関する業務は、住

宅管理センター（指定管理者：長崎県住宅供給公社）が行っている。 

 ２ 建替 

    市営住宅の建替については、建築費及び将来の維持管理費用が多額に発生す

るため、将来の人口予想等種々のデータに基づき慎重に決定されるべきもので

ある。佐世保市においては平成２６年３月及び平成３０年３月にそれぞれ佐世

保市営住宅長寿命化計画が策定され、当該計画を基に老朽化した住宅の建替が

行われ、及び建替が計画されている。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

修繕、建替共に業者の選定方法及び請負金額等が適正であるかどうかについて

監査することは、行政の公平性及び費用対効果の面から非常に重要であると考え

られる。 

また、市営住宅がある地区と同じ地区に県営住宅があるケースがあり、かつ、

長崎県においては平成２９年３月に長崎県公営住宅等長寿命化計画が策定されて
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いるので、当該同じ地区の市営住宅と県営住宅との計画の相違を監査することは、

将来の費用対効果の面から非常に重要であると考えられる。 

以上から、①大規模計画修繕については直近３年間における入札の状況、②建

替については直近３年間における入札の状況及び佐世保市及び長崎県の各長寿命

化計画の内容、③小規模計画修繕については直近３年間における２者見積りの状

況を調査した。 

また、これらの調査と別に、平成２９年１１月分佐世保市住宅等指定管理者月

次報告書の内容確認中、一般修繕・空室修繕の一部に問題があることが判明した

ので、これについても調査した。 

 

第３ 事実の摘示 

 １ 大規模計画修繕 

 （１）直近３年間における入札の状況 

    大規模計画修繕の直近３年間における入札結果は以下のとおりである。なお、

一般競争入札は制限付き一般競争入札（事後審査型）の略である。 

 

平成27年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率
指名競争入札 上野原住宅外壁改修工事 29,585,900 26,717,700 26,798,000 90.5
指名競争入札 亀ノ子住宅Ｂ棟外壁改修工事 13,865,600 12,513,600 12,540,000 90.4
指名競争入札 亀ノ子住宅Ｂ棟屋上防水工事 6,771,800 6,114,800 6,120,000 90.3
指名競争入札 亀ノ子住宅Ｃ棟外壁改修工事 11,398,100 10,273,500 10,500,000 92.1
指名競争入札 亀ノ子住宅Ｃ棟屋上防水改修工事 6,856,600 6,179,600 6,290,000 91.7
一般競争入札 崎岡住宅Ｃ棟外壁改修工事 47,096,900 42,425,100 43,419,000 92.1
指名競争入札 崎岡住宅Ｃ棟屋上防水改修工事 2,750,400 2,477,400 2,600,000 94.5
指名競争入札 崎岡住宅Ｆ棟外壁改修工事 13,621,400 12,316,300 12,561,000 92.2
指名競争入札 崎岡住宅Ｆ棟屋上防水改修工事 5,796,600 5,234,000 5,391,000 93.0
一般競争入札 泉福寺住宅1号館外壁改修工事 81,442,000 73,469,600 73,540,000 90.2
指名競争入札 泉福寺住宅1号館屋上防水改修工事 5,515,700 4,979,700 5,130,000 93.0
指名競争入札 亀の子住宅給水方式切替工事 13,824,400 12,491,400 12,530,000 90.6
合計 238,525,400 215,192,700 217,419,000 91.1  
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平成28年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率
一般競争入札 泉福寺住宅２号館外壁改修工事 58,969,600 53,281,300 54,560,000 92.5
指名競争入札 泉福寺住宅２号館屋上防水改修工事 7,271,200 6,554,800 6,768,000 93.0
指名競争入札 吉元住宅Ａ棟外壁等改修工事 17,842,500 16,124,400 16,298,000 91.3
指名競争入札 吉元住宅Ｂ棟外壁等改修工事 13,004,300 11,759,500 11,929,000 91.7
指名競争入札 吉元住宅Ｃ棟外壁等改修工事 12,781,400 11,541,900 11,666,000 91.2
指名競争入札 楠ヶ丘住宅Ｂ外壁等改修工事 8,265,700 7,466,600 7,988,000 96.6
指名競争入札 楠ヶ丘住宅Ｃ外壁等改修工事 8,358,000 7,558,400 7,657,000 91.6
指名競争入札 楠ヶ丘住宅Ａ外壁等改修工事 15,049,500 13,548,000 13,550,000 90.0
指名競争入札 亀ノ子住宅Ａ棟外壁改修工事 11,722,500 10,574,300 10,915,000 93.1
指名競争入札 亀ノ子住宅Ａ棟屋上防水改修工事 5,219,700 4,718,900 4,750,000 91.0
指名競争入札 亀ノ子住宅Ｄ棟外壁改修工事 11,712,900 10,560,200 10,656,200 90.9
指名競争入札 亀ノ子住宅Ｄ棟防水改修工事 5,221,700 4,709,100 4,980,000 95.3
指名競争入札 崎岡住宅集会所等外部改修工事 9,430,800 8,525,900 9,171,000 97.2
指名競争入札 早岐住宅集会所外壁等改修工事 2,282,700 2,060,000 2,110,000 92.4
指名競争入札 瀬戸越住宅集会所外壁屋根改修工事 3,404,700 3,074,900 3,300,000 96.9
指名競争入札 川下住宅集会所外壁屋根改修工事 3,355,200 3,025,200 3,050,000 90.9
指名競争入札 崎岡住宅給水施設等外壁改修工事 6,276,700 5,670,500 5,728,000 91.2
合計 200,169,100 180,753,900 185,076,200 92.4  
平成29年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率
指名競争入札 祝原若者住宅外壁等改修工事 13,465,800 12,150,700 12,220,000 90.7
指名競争入札 黒石住宅Ｂ棟外壁改修工事 7,200,200 6,507,000 6,595,000 91.5
指名競争入札 黒石住宅Ｂ棟屋上防水改修工事 4,690,700 4,232,600 4,377,000 93.3
一般競争入札 琴平住宅外壁改修工事 36,706,500 33,124,400 33,140,000 90.2
指名競争入札 琴平住宅屋上防水改修工事 9,701,600 8,776,700 9,051,000 93.2
一般競争入札 泉福寺住宅3号館外壁改修工事 72,113,200 65,036,600 65,490,000 90.8
指名競争入札 泉福寺住宅3号館屋上防水改修工事 10,376,700 9,393,100 9,549,000 92.0
指名競争入札 柚木住宅集会所外壁屋根改修工事 3,933,900 3,550,500 3,900,000 99.1
指名競争入札 上本山住宅集会所外壁屋根改修工事 7,455,500 6,728,600 6,868,000 92.1
指名競争入札 吉井中央住宅集会所外壁屋上改修工事 2,248,100 2,031,300 2,070,000 92.0
指名競争入札 早岐住宅駐車場整備工事 21,657,000 19,536,200 20,371,000 94.0
指名競争入札 赤崎住宅5号館法面対策工事 11,158,000 10,064,200 10,163,000 91.0
指名競争入札 棚方Ｃ住宅法面対策工事 25,575,900 23,116,200 23,118,900 90.3
指名競争入札 大黒住宅2番館外構工事 2,174,800 1,958,400 1,966,000 90.3
合計 228,457,900 206,206,500 208,878,900 91.4  

  

（２）上記（１）のうち予定価格の制限の範囲内の価格で入札した業者が１者のみの

入札の入札結果は以下のとおりである。なお、入札辞退等により入札価格が無い

業者は省略しており、また、業者名は匿名化をするためアルファベットを用いて

おり、同一のアルファベット＝同一の業者ではない。 
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平成27年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 泉福寺住宅1号館屋上防水改修工事 5,515,700 4,979,700 5,130,000 93.0       Ａａ社

入札価格
予定価格超過 6,333,000 114.8     Ａｂ社
予定価格超過 6,480,000 117.4     Ａｃ社
予定価格超過 7,379,000 133.7     Ａｄ社
予定価格超過 7,622,000 138.1     Ａｅ社  

平成28年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 亀ノ子住宅Ｄ棟防水改修工事 5,221,700 4,709,100 4,980,000 95.3       Ａａ社

入札価格
予定価格超過 5,240,000 100.3     Ａｂ社
予定価格超過 5,313,000 101.7     Ａｃ社
予定価格超過 5,480,000 104.9     Ａｄ社
予定価格超過 5,599,000 107.2     Ａｅ社
予定価格超過 5,630,000 107.8     Ａｆ社
予定価格超過 5,859,000 112.2     Ａｇ社
予定価格超過 5,988,000 114.6     Ａｈ社
予定価格超過 6,180,000 118.3     Ａｉ社

平成28年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 崎岡住宅集会所等外部改修工事 9,430,800 8,525,900 9,171,000 97.2       Ｂａ社

入札価格
予定価格超過 9,560,000 101.3     Ｂｂ社
予定価格超過 9,773,000 103.6     Ｂｃ社
予定価格超過 9,888,000 104.8     Ｂｄ社
予定価格超過 9,999,000 106.0     Ｂｅ社
予定価格超過 10,713,000 113.5     Ｂｆ社
予定価格超過 13,062,000 138.5     Ｂｇ社
最低制限価格未満 8,188,000 86.8       Ｂｉ社

平成28年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 早岐住宅集会所外壁等改修工事 2,282,700 2,060,000 2,110,000 92.4 Ｃａ社

入札価格
予定価格超過 2,310,000 101.1     Ｃｂ社
予定価格超過 2,320,000 101.6     Ｃｃ社
予定価格超過 2,500,000 109.5     Ｃｄ社
予定価格超過 2,500,000 109.5     Ｃｅ社
予定価格超過 2,520,000 110.3     Ｃｆ社
予定価格超過 2,670,000 116.9     Ｃｇ社

平成28年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 川下住宅集会所外壁屋根改修工事 3,355,200 3,025,200 3,050,000 90.9 Ｄａ社

以下、入札額
予定価格超過 3,419,000 101.9     Ｄｂ社
予定価格超過 3,491,000 104.0     Ｄｃ社
予定価格超過 3,500,000 104.3     Ｄｄ社
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平成29年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 黒石住宅Ｂ棟屋上防水改修工事 4,690,700 4,232,600 4,377,000 93.3 Ａａ社

以下、入札額
予定価格超過 4,749,000 101.2     Ａｂ社
予定価格超過 4,840,000 103.1     Ａｃ社
予定価格超過 5,515,400 117.5     Ａｄ社
予定価格超過 6,120,000 130.4     Ａｅ社
予定価格超過 6,500,000 138.5     Ａｆ社
最低制限価格未満 3,966,000 84.5       Ａｇ社

平成29年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 柚木住宅集会所外壁屋根改修工事 3,933,900 3,550,500 3,900,000 99.1 Ｂａ社

以下、入札額
予定価格超過 4,000,000 101.6     Ｂｂ社
予定価格超過 4,105,000 104.3     Ｂｃ社
予定価格超過 4,263,000 108.3     Ｂｄ社
予定価格超過 4,286,000 108.9     Ｂｅ社
予定価格超過 4,620,000 117.4     Ｂｆ社   

 

２ 建替 

 （１）直近３年間における入札の状況 

    建替の直近３年間における入札結果は以下のとおりである。なお、一般競争

入札は制限付き一般競争入札（事後審査型）の略である。 

 

265



 
 

平成27年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率
指名競争入札 大黒住宅1番館建替(畳)工事 4,947,100 4,471,800 4,474,800 90.4
指名競争入札 大黒住宅1番館建替(襖その1)工事 3,784,300 3,409,700 3,424,500 90.4
指名競争入札 大黒住宅1番館建替(襖その2)工事 3,539,600 3,194,500 3,212,000 90.7
指名競争入札 大黒住宅1番館建替(木製建具その1)工事 15,211,900 13,749,700 13,750,000 90.3
指名競争入札 大黒住宅1番館建替(木製建具その2)工事 14,556,700 13,147,200 13,225,000 90.8
指名競争入札 大黒住宅1番館外構工事 15,293,500 13,822,900 13,823,200 90.3
指名競争入札 大黒住宅1番館駐車場舗装工事 20,358,600 18,362,900 19,555,000 96.0
指名競争入札 泉福寺住宅11号館建替(畳)工事 3,348,600 3,024,400 3,220,000 96.1
指名競争入札 泉福寺住宅11号館建替(襖)工事 12,899,600 11,657,200 11,816,500 91.6
指名競争入札 泉福寺住宅11号館建替(木製建具)工事 10,803,300 9,759,300 9,870,000 91.3
指名競争入札 泉福寺住宅11号館外構工事 5,354,400 4,825,000 4,826,000 90.1
指名競争入札 泉福寺住宅11号館敷地舗装工事 5,664,300 5,108,400 5,280,000 93.2
一般競争入札 泉福寺住宅(Ｅ3・Ｅ4・Ｆ1)解体工事 56,612,700 45,355,000 45,450,000 80.2
指名競争入札 春日台住宅（Ｃ・Ｄ棟）解体工事 7,201,600 5,784,900 6,125,000 85.0
指名競争入札 春日台住宅（51‐1棟・集会所）解体工事 4,804,600 3,854,800 4,256,700 88.5
指名競争入札 かじか住宅（52‐1・52－2・53‐1）解体工事 17,260,400 13,847,100 13,980,000 80.9
指名競争入札 春日住宅解体工事 28,015,500 22,426,100 22,520,000 80.3
指名競争入札 直谷住宅敷地測量業務委託 2,563,200 1,922,400 2,400,000 93.6
一般競争入札 梅田住宅（Ａ・Ｂ・Ｃ棟）解体工事 57,875,600 46,394,300 47,000,000 81.2
指名競争入札 大黒住宅建替2期家屋事前調査業務委託 3,487,400 2,615,500 3,300,000 94.6
指名競争入札 花高1住宅建替1期事業家屋事前調査業務委託 10,905,900 8,179,400 10,350,000 94.9
指名競争入札 花高1住宅建替1期事業試錐調査業務委託 3,910,400 2,932,800 3,180,000 81.3
指名競争入札 花高1住宅建替1期外構実施設計業務委託 7,303,800 5,477,800 7,000,000 95.8
指名競争入札 花高1住宅建替1期実施設計業務委託 16,932,400 12,699,300 14,170,000 83.6
指名競争入札 春日住宅解体工事設計業務委託 782,800 587,100 730,000 93.2
指名競争入札 梅田住宅（Ａ・Ｂ・Ｃ棟）解体工事設計業務委託 2,891,200 2,168,400 2,380,000 82.3
合計 336,309,400 278,777,900 289,318,700 86.0

うち、設計等分 48,777,100 36,582,700 43,510,000 89.2
うち、旧住宅解体分 171,770,400 137,662,200 139,331,700 81.1
うち、設計等及び旧住宅解体分以外のもの 115,761,900 104,533,000 106,477,000 91.9

 
平成28年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率
一般競争入札 大黒住宅Ｄ棟解体工事 46,343,200 37,260,200 37,270,000 80.4
一般競争入札 大黒住宅Ｅ棟解体工事 61,870,000 49,571,700 50,680,000 81.9
一般競争入札 大黒住宅Ｆ棟解体工事 44,073,900 35,386,200 36,141,000 82.0
一般競争入札 大黒住宅２番館建替(特殊基礎)工事 128,559,500 116,071,800 116,200,000 90.3
指名競争入札 かじか住宅(Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ)解体工事 16,721,900 13,407,100 13,800,000 82.5
一般競争入札 泉福寺住宅１２号館建替(建築)工事 520,847,300 470,192,600 481,170,000 92.3
一般競争入札 泉福寺住宅１２号館建替(電気設備)工事 77,450,300 69,809,800 69,888,000 90.2
一般競争入札 泉福寺住宅１２号館建替(機械設備)工事 103,590,200 93,356,200 93,930,000 90.6
指名競争入札 花高１住宅１番館建替(特殊基礎)工事 28,964,400 26,124,800 27,213,000 93.9
指名競争入札 花高１住宅１番館外構工事 3,765,900 3,402,900 3,404,700 90.4
一般競争入札 花高１住宅１番館建替(建築)工事 245,475,900 221,228,300 221,950,000 90.4
一般競争入札 花高１住宅１番館建替(電気設備)工事 43,125,300 38,873,300 39,463,000 91.5
一般競争入札 花高１住宅２番館建替(機械設備)工事 52,690,600 47,485,200 48,000,000 91.0
合計 1,373,478,400 1,222,170,100 1,239,109,700 90.2

うち、旧住宅解体分 169,009,000 135,625,200 137,891,000 81.5
うち、旧住宅解体分以外のもの 1,204,469,400 1,086,544,900 1,101,218,700 91.4  
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平成29年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率
一般競争入札 大黒住宅２番館建替(建築)工事 692,914,400 626,768,100 627,390,000 90.5
一般競争入札 大黒住宅２番館建替(電気設備)工事 96,620,000 87,332,700 87,613,000 90.6
一般競争入札 大黒住宅２番館建替(機械設備)工事 138,215,400 124,455,900 124,817,000 90.3
指名競争入札 かじか住宅建替２期(建築)工事【Ⅰ工区】 43,390,900 39,102,800 39,300,000 90.5
指名競争入札 かじか住宅建替２期(建築)工事【Ⅱ工区】 48,411,600 43,762,700 44,539,000 92.0
指名競争入札 かじか住宅建替２期(電気設備)工事【Ⅰ工区】 5,665,700 5,109,800 5,280,000 93.1
指名競争入札 かじか住宅建替２期(電気設備)工事【Ⅱ工区】 6,031,500 5,437,500 5,550,000 92.0
指名競争入札 かじか住宅建替２期(機械設備)工事【Ⅰ工区】 10,029,200 9,050,100 9,150,000 91.2
指名競争入札 かじか住宅建替２期(機械設備)工事【Ⅱ工区】 12,661,600 11,437,300 11,500,000 90.8
指名競争入札 かじか住宅建替２期外構(排水)工事 7,463,700 6,723,500 6,735,000 90.2
指名競争入札 かじか住宅建替２期外構(舗装)工事 6,264,100 5,667,400 5,690,000 90.8
指名競争入札 泉福寺住宅１２号館建替(木製建具)工事 10,941,800 9,852,700 9,895,000 90.4
指名競争入札 泉福寺住宅１２号館建替(襖)工事 13,487,400 12,197,200 12,599,000 93.4
指名競争入札 泉福寺住宅１２号館建替(畳)工事 3,989,200 3,605,100 3,606,300 90.4
指名競争入札 泉福寺住宅１２号館(外構その１)工事 3,499,100 3,158,100 3,161,200 90.3
指名競争入札 泉福寺住宅第３集会所建替工事 36,192,200 32,702,800 34,045,000 94.0
指名競争入札 花高１住宅１番館建替(木製建具)工事 12,188,600 11,023,600 11,025,000 90.4
指名競争入札 花高１住宅１番館建替(畳)工事 1,294,600 1,168,300 1,168,560 90.2
指名競争入札 花高１住宅１番館駐車場外灯設置工事 4,631,900 4,177,200 4,188,000 90.4
指名競争入札 花高１住宅１番館(外構)工事 20,252,700 18,306,800 18,316,000 90.4
指名競争入札 花高１住宅１番館(舗装)工事 14,875,500 13,428,000 14,146,000 95.0
指名競争入札 花高１住宅１番館(防護柵)工事 1,819,400 1,640,100 1,640,800 90.1
合計 1,190,840,500 1,076,107,700 1,081,354,860 90.8  

 

 （２）上記（１）のうち予定価格の制限の範囲内の価格で入札した業者が１者のみ

の入札の入札結果は以下のとおりである。なお、入札辞退等により入札価格が

無い業者は省略しており、また、業者名は匿名化をするためアルファベットを

用いており、同一のアルファベット＝同一の業者ではない。 

 
平成27年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 泉福寺住宅１１号館建替（畳）工事 3,348,600 3,024,400 3,220,000 96.1 Ａａ社

以下、入札額
予定価格超過 3,580,000 106.9     Ａｂ社
予定価格超過 3,620,000 108.1     Ａｃ社
予定価格超過 4,040,000 120.6     Ａｄ社
予定価格超過 4,095,000 122.2     Ａｅ社
予定価格超過 4,114,800 122.8     Ａｆ社
予定価格超過 4,212,000 125.7     Ａｇ社  
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平成27年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 花高1住宅建替1期事業試錐調査業務委託 3,910,400 2,932,800 3,180,000 81.3 Ｂａ社

以下、入札額
予定価格超過 4,000,000 102.2     Ｂｂ社
予定価格超過 4,050,000 103.5     Ｂｃ社
最低制限価格未満 2,793,800 71.4       Ｂｄ社
最低制限価格未満 2,927,300 74.8       Ｂｅ社
最低制限価格未満 2,927,800 74.8       Ｂｆ社  

平成27年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 春日住宅解体工事設計業務委託 782,800 587,100 730,000 93.2 Ｃａ社

以下、入札額
予定価格超過 798,000 101.9     Ｃｂ社
予定価格超過 799,000 102.0     Ｃｃ社
予定価格超過 810,000 103.4     Ｃｄ社
予定価格超過 850,000 108.5     Ｃｅ社
予定価格超過 850,000 108.5     Ｃｆ社  

平成29年度 ①(税抜：円) (税抜：円) ②(税抜：円) ②÷①(％)

入札方式 工事名 予定価格 最低制限価格 落札価格 落札率 業者名
指名競争入札 花高１住宅１番館(外構)工事 20,252,700 18,306,800 18,316,000 90.4 Ａａ社

以下、入札額
予定価格超過 20,400,000 100.7     Ａｂ社
予定価格超過 20,800,000 102.7     Ａｃ社
予定価格超過 21,000,000 103.6     Ａｄ社
予定価格超過 21,260,000 104.9     Ａｅ社
予定価格超過 21,550,000 106.4     Ａｆ社
最低制限価格未満 18,078,000 89.2       Ａｇ社
最低制限価格未満 18,109,900 89.4       Ａｈ社
最低制限価格未満 18,111,000 89.4       Ａｉ社
最低制限価格未満 18,125,000 89.4       Ａｊ社
最低制限価格未満 18,126,000 89.4       Ａｋ社  

 

 （３）長寿命化計画の相違点について 

    市営住宅及び県営住宅のいずれもが同じ地区で建っている住宅は以下のと

おりである。 

    ①桜木 ②大野 ③上本山 ④十郎原 ⑤泉福寺 ⑥新田 ⑦花高 

    ⑧もみじが丘 ⑨須佐 ⑩崎岡 ⑪花園 

    これらの地区の市営住宅及び県営住宅の長寿命化計画について調査したと

ころ、⑥新田及び⑦花高の２住宅以外についてはおおむね同様の計画であった

が、⑥新田及び⑦花高の２住宅においては異なる計画であることが判明した。 
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   ア 市営住宅（新田・花高）の長寿命化計画 

     市営住宅（新田・花高）の長寿命化計画は以下のとおりである。なお、計

画期間内は２０１８年度から２０２７年度まで、中長期は２０２８年度から

２０４０年度までをいう。 

 

住宅名 棟 建設年度 中長期 計画期間内
新田 3-1 1972 建替 維持管理

新田 3-2 1972 建替 維持管理

新田 3-3 1971 建替 維持管理

新田 5-1 1971 継続管理 建替

新田 5-2 1971 継続管理 建替

新田 5-3 1971 継続管理 建替

新田 5-4 1972 継続管理 建替

新田 5-5 1972 継続管理 建替

新田 5-6 1972 継続管理 建替

新田 3-4 2000 継続管理 長寿命化改善

花高 5-1 1973 継続管理 建替

花高 5-2 1973 継続管理 建替

花高 5-3 1973 継続管理 建替

花高 5-4 1973 継続管理 建替

花高 5-5 1973 継続管理 建替

花高 5-6 1973 継続管理 建替

花高 5-7 1973 継続管理 建替

花高 5-8 1973 継続管理 建替

花高 5-9 1973 継続管理 建替

花高 6-5 1974 建替 維持管理  
 

  イ 県営住宅（新田・花高）の長寿命化計画 

    県営住宅（新田・花高）の長寿命化計画は以下のとおりである。なお、用途

廃止とは公営住宅の用に供しなくなることをいい、移管とは公営住宅の管理を

市町へ移管することをいう。 
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県営 棟 建設年度 Ｈ29～38年 Ｈ39～48年 Ｈ49～58年

新田 1-1 1972 改善(長寿命化型) 維持管理 用途廃止又は移管

新田 1-2 1973 維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

新田 1-3 1973 改善(長寿命化型) 維持管理 用途廃止又は移管

新田 1-4 1974 改善(長寿命化型) 維持管理 用途廃止又は移管

新田 1-5 1974 改善(長寿命化型) 維持管理 用途廃止又は移管

新田 1-6 1974 改善(長寿命化型) 維持管理 用途廃止又は移管

新田 4-2 1995 維持管理 改善 維持管理

新田 4-3 1995 維持管理 改善 維持管理

新田 6-1 1996 改善(長寿命化型) 維持管理 改善

新田 6-2 1996 改善(長寿命化型) 維持管理 改善

新田 2-4 2001 維持管理 改善 維持管理

新田 2-3 2003 維持管理 改善 維持管理

新田 2-2 2006 維持管理 改善 維持管理

新田 2-1 2007 維持管理 改善 維持管理

新田 4-1 2009 維持管理 改善 維持管理

花高 1-6-4 1974 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 1-6-1 1975 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 1-6-2 1975 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 1-6-3 1975 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-1-1 1975 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-1-2 1975 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-1-3 1975 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-1-4 1975 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-1-5 1975 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-1-6 1976 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-1-7 1976 当面維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-1-8 1976 当面維持管理 用途廃止又は移管

花高 11-1 1976 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 11-2 1976 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 11-3 1977 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-3 1977 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-4 1977 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-5 1977 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-6 1977 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-7 1977 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-8 1977 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-9 1978 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-10 1978 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-13 1978 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-11 1978 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 2-1-12 1978 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-3-1 1979 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 3-3-2 1979 改善(長寿命化型)し当面維持管理 維持管理 用途廃止又は移管

花高 Ａ 1982 当面維持管理 用途廃止又は移管

花高 Ｂ 1982 当面維持管理 用途廃止又は移管  
 

  ウ 市営住宅と県営住宅との違い 

    上記ア及びイの表を見比べると、市営住宅においては順次建替えとなってい
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るのに対し、県営住宅においては長寿命化ないし維持管理のうえ、最終的には

用途廃止または（市町）へ移管とし、建替の計画は無い。 

 ３ 小規模計画修繕 

 （１）直近３年間における２者見積りの状況 

    小規模計画修繕は、計画策定を住宅課が行い、見積り依頼から工事代金の精

算までを住宅管理センターにて行っている。 

工事の発注に関しては原則として２者見積りによる随意契約である。 

業者への見積り依頼については、住宅管理センターにて登録されている佐世

保市営住宅緊急工事店の中から原則として修繕が行われる住宅の近隣の同工事

店の中から２者へ依頼し、見積額が低かった業者へ工事を発注する。 

また、「同じ住宅の別の（別工区の）の修繕について、同じ住宅の他の工区の

工事について施工することから同じ会社に依頼することにより安価な施工が可

能という理由」で、１者見積りという形で大半は当初の２者見積り時と同額で

見積りを提出させ、工事を発注していた。 

この方式は住宅管理センターの指定管理者である長崎県住宅供給公社（以下、

「公社」という。）が採用している方式（随意契約に関しては地方自治法施行令

第１６７条の２の１項１号の準用・１者見積りに関しては長崎県財務規則第１

０６条１項３号の準用）である。 

直近３年間における２者見積りの状況を調査した結果、問題があると思われ

る見積りについて以下のとおり掲げる。なお、業者名は匿名化をするためアル

ファベットを用いており、同一のアルファベット名＝同一の業者であり、また、

工事名に付している①②等の番号は１つの住宅で多くの部屋の同じ工事があり、

設計額が公社の基準で２者見積りによる随意契約で住宅管理センター長決裁が

可能な税込み１００万円以下となるよう工区を区切ってあり、その区切られた

工区の番号である。 
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平成27年度（金額は税込み）
工事名 決定業者 見積額 落選業者 見積額

Ｓ住宅フロア① Ａ社 866,160 Ｂ社 868,320
Ｓ住宅フロア④ Ｂ社 866,160 Ａ社 870,480

Ｙ住宅フロア① Ｃ社 887,760 Ｄ社 889,272
Ｙ住宅フロア② Ｄ社 887,760 Ｅ社 944,892
Ｙ住宅フロア③ Ｅ社 887,760 Ｃ社 973,080

Ｍ住宅給水Ｄ Ｇ社 826,200 Ｆ社 950,400
Ｍ住宅給水Ｆ Ｆ社 826,200 Ｇ社 960,120
Ｍ住宅給水Ｇ Ｆ社 826,200 Ｇ社 960,120

Ｍ住宅メーター① Ｈ社 873,720 Ｉ社 909,360
Ｍ住宅メーター③ Ｉ社 873,720 Ｈ社 898,560  

 

平成28年度（金額は税込み）
工事名 決定業者 見積額 落選業者 見積額

Ｏ住宅フロア① Ｊ社 792,720 d社 802,342
Ｏ住宅フロア② Ｋ社 792,720 Ｒ社 834,840
Ｏ住宅フロア④ Ｅ社 792,720 Ｖ社 795,960

Ｏ住宅流し台② Ｋ社 586,440 Ｒ社 626,400
Ｏ住宅流し台③ Ｌ社 586,440 ｄ社 619,920
Ｏ住宅流し台④ Ｅ社 586,440 Ｖ社 604,800

Ｔ住宅流し台② Ｍ社 543,240 Ｓ社 637,200
Ｔ住宅流し台③ Ｎ社 543,240 Ｊ社 576,720

Ｋ住宅フロア① Ｃ社 743,040 Ｏ社 745,200
Ｋ住宅フロア③ Ｄ社 743,040 Ｐ社 752,760
Ｋ住宅フロア④ Ｑ社 775,440 Ｕ社 798,120
Ｋ住宅フロア⑧ Ｑ社 743,040 一社のみ 　　　　　－
Ｋ住宅フロア⑨ Ｃ社 980,640 一社のみ 　　　　　－
Ｋ住宅フロア⑪ Ｄ社 980,640 一社のみ 　　　　　－
Ｋ住宅フロア⑫ Ｑ社 980,640 一社のみ 　　　　　－
Ｋ住宅流し台② Ｚ社 570,240 Ｔ社 575,640
Ｋ住宅流し台③ Ｄ社 570,240 Ｐ社 582,120
Ｋ住宅流し台④ Ｑ社 570,240 Ｕ社 576,720  
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平成29年度（金額は税込み）
工事名 決定業者 見積額 落選業者 見積額

Ｓ住宅フロアＡ① Ａ社 964,440 Ｎ社 978,480
Ｓ住宅フロアＡ② Ａ社 956,880 一社のみ 　　　　　－
Ｓ住宅フロアＢ① Ｖ社 956,880 Ｗ社 984,960
Ｓ住宅フロアＣ① Ｘ社 956,880 Ｙ社 972,000

Ｈ住宅流し台① Ｄ社 950,400 Ｐ社 1,061,100
Ｈ住宅流し台② Ｚ社 950,400 Ｑ社 995,587

Ｈ住宅フロア① Ｒ社 961,200 Ｊ社 1,042,200
Ｈ住宅フロア② Ｔ社 961,200 Ｅ社 982,800

Ｈ住宅流し台① Ｒ社 950,400 Ｊ社 1,036,800
Ｈ住宅流し台② Ｒ社 950,400 Ｋ社 1,038,960
Ｈ住宅流し台③ Ｔ社 950,400 Ｅ社 1,031,400

Ｈ2住宅水道① ａ社 465,480 Ｉ社 517,320
Ｈ2住宅水道② Ｉ社 465,480 ａ社 468,720
Ｈ3住宅水道① ａ社 465,480 Ｈ社 490,320
Ｈ3住宅水道② Ｈ社 465,480 ａ社 468,720  

 

上記のとおり複数の工事で同じ住宅の別々の工区の見積りを同額で提出し、同

額で受注し、中には互いに同額で提出し、互いに同額で受注しているものもある

ことが判明した。 

このようなことが指定管理制度になる前（平成２５年度以前）から行われてい

たかについて住宅課にヒアリングを行ったところ、２者見積りではなく３者見積

りで、かつ、このようなケースはなかったとの回答であった。 

また、住宅管理センター長の話によると、平成３０年度からはフロア・流し台

改修工事に関しては公社による指名競争入札方式に変更されたとのことであった。 

ほかにも、本来であれば一体で請け負わせるべき屋根葺替工事について、総額

では税込み１００万円を超える工事であるにもかかわらず、２者見積りによる随

意契約が可能になるよう２工区に分けられていた。そして、１工区を受注した業

者が２工区についても「同じ住宅の別の（別工区の）の修繕について、同じ住宅

の他の工区の工事について施工することから同じ会社に依頼することにより安価

な施工が可能という理由」で１者見積りという形で受注されていた。 
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４ 一般修繕・空室修繕 

一般修繕・空室修繕は業者への発注から代金の精算までの全てを指定管理者で

ある公社が行い、工事費用の実費を市が公社に委託料として支払うこととなって

いる。 

工事費用の歳出の計上時期は原則としてその工事が完了した日の属する会計年

度である。 

公社が市に提出した佐世保市営住宅指定管理者月次報告書平成２９年１１月分

のその他報告様式の中に「１１月６日（月）・７日（火）国税局調査立会いを実施

した。」「１１月１６日（木）国税局調査指摘内容対応本社協議を実施した。」との

記載がなされていた。 

当該記載の詳細について住宅管理センター長にヒアリングを行ったところ「福

岡国税局による消費税及び地方消費税の税務調査が公社に対して行われ、当該調

査において、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（平成２８年度）

の課税期間の申告内容の一部に誤りがあったことが判明し、修正申告がなされた。 

当該誤りには、住宅管理センターに関するものも含まれている。」との回答を得た。 

続いて、当該誤りの内容についてヒアリングを行ったところ「一般修繕・空室

修繕に係る請求書等に記載される工事完了の日付について、正しい日付が平成２

９年４月１日以後であるにもかかわらず平成２８年度に工事が完了したような日

付に書き換えを公社自らまたは請求書等を発行した業者に依頼していた。平成２

９年度からはこのようなことがないよう十分気をつけている。」とのことであった。 

書き換えがされた請求書等の一部を見たところ、日付の部分に修正テープが使

用されてあった。 

また、当該修正申告の内容を確認したところ、国税通則法第６８条の重加算税

が課されていた。 

このような事実があったことを市の担当者に話したところ、市の担当者は知ら

なかったため、市から公社に対し文書回答を求めたところ、公社から事実である
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旨の文書回答があった。 

その後、監査人が、公社及び住宅管理センターに対するヒアリングを行ったと

ころ、①平成２９年度からはチェック体制等を抜本的に見直していること、②実

際には平成２８年度中に工事が完了したものも一部あるが工事完了日を証明でき

るものが無かったこと、③平成２９年４月には工事が完了しているので、平成２

８年度と平成２９年度を通算すると同じ数字になるからいいのではないか（特段

の問題ではないのではないか。）と考えていたこと、④今回の件は市の一部の職員

には話をした記憶があるが課長ないし課長補佐などには話をしていなかった、と

の回答があった。 

平成２８年度中に完了していない工事について市は公社に対し委託料の精算を

行ったため、市の平成２８年度住宅事業特別会計において平成２８年度中に完了

していない工事に係る支出が歳出として計上されてしまった。なお、公社が国税

当局から指摘を受けた金額は、住宅管理センター関係では消費税等込で３４８万

８７０２円であった。 

 

第４ 規範 

   地方自治法 

   地方自治法施行令 

   長崎県財務規則 

   消費税法 

   国税通則法 

 

第５ 意見等 

 １ 大規模計画修繕及び建替の入札について（意見） 

建築工事等の入札における最低制限価格は設計等を除き、解体工事等が予定価

格の８０％、これら以外は予定価格の９０％と規定されている。 
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佐世保市の過去３年間の平均落札率を見ると、それぞれ８０％及び９０％に近

い率であるので、大半の入札については一定の競争原理が働いていると考えられ

る。ただし、一部の入札においては落札率が９５％を超えているものがあった。

また、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した業者が１者のみの入札について

は、一部を除き平均落札率より高い落札率となっている。 

この点に関しては、市の制度として最低制限価格が予定価格の９０％となって

いることが要因としてあるのであろう。 

一般に最低制限価格の設定率は、高いほど競争原理が働きにくくなると考えら

れる。一方で、最低制限価格の設定率を低くするかまたは最低制限価格を撤廃す

れば、さらなる競争を促すことは可能となるが、いわゆる低価格低品質の工事が

横行する危険性が出てくる。 

入札制度をどのようにするかは大変悩ましいところではある。 

ただし、今後、市の財政は、少子高齢化や人口減少により今後ますます厳しく

なると予想されている。市の財政負担を軽減すべく、最低制限価格の設定のあり

かたについて、低価格低品質の工事の防止対策として総合評価落札方式の積極的

活用とあわせて検討が必要と考える。＝ 意見 

予定価格の制限の範囲内の価格で入札した業者が１者のみの入札についてで

あっても、現行制度上では当然に入札が成立する。 

もっとも、優れた積算ソフトが市場に出ていることにより、入札参加業者は一

部の特殊案件を除きおおよその予定価格を読むことが可能と考えられる。にもか

かわらず、１者以外の全ての入札参加業者が予定価格の制限の範囲外の金額で応

札する事態は、一部を除き平均落札率より高い落札率となっていることからして

も、競争原理の点からすると、決して好ましいこととはいえない。 

応札した業者が１者しかないいわゆる１者入札についは国の行政機関におい

ても応募の要因分析や改善方策を図っているようである。このケースはいわゆる

１者入札とは異にするものであるが、今後、応募の要因分析や改善方策を図る必
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要があると考える。＝ 意見 

 

 ２ 建替（長寿命化計画）について（意見） 

前記した県営住宅（新田・花高）の長寿命化計画で記載した分も含め、佐世保

市内の県営住宅は一切建替の計画はなく、さらに将来的には新田・花高以外の一

部の住宅についても用途廃止または佐世保市へ管理を移管すると計画されている。 

一方、市営住宅は新田・花高両住宅を含め建替を行う計画がある。これでは将

来的に佐世保市内の公営住宅に係るコストの大部分を市が負うことになりかねな

い。 

また、平成２９年度の佐世保市の随時監査（工事監査）の調査の結果の今後留

意が望まれる事項において「今回の建設地（泉福寺）の周辺には県営や民間の集

合住宅が立ち並んでおり、今後の事業展開にあたっては、市として県や住宅供給

公社との役割をどのように分担・補完し合い・・・（以下省略）。」とも記されている。 

県の財政も少子高齢化や人口減少により今後ますます厳しくなると予想されて

いるが、財政が厳しくなると予想されるのは市も同様であるので、市は、市民及

び県民双方が納得のいく公営住宅に関する役割の分担、相互補完、コストの負担

の仕方について県や住宅供給公社と今後さらに協議を重ねていく必要があると考

える。＝ 意見 

 

 ３ 小規模計画修繕について（意見） 

すでに述べたとおり、複数の工事で、同じ住宅の別々の工区の見積りを同額で

提出し、同額で受注し、中には互いに同額で提出し、互いに同額で受注している

ものもあることが判明した。 

なぜこのようなケースが複数あるのかについては知るよしもないが、結果的に

これらの工事については適正な競争原理が働いていたとは言い難い。 

また、同じ住宅の別（別工区）の修繕について、同じ住宅の他の工区の工事に
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ついて施工することから同じ会社に依頼することにより安価な施工が可能という

理由で、１者見積りという形で、大半は当初の２者見積り時と同額で見積りを提

出させ、工事を発注していた。 

また、本来であれば一体で請け負わせるべき屋根葺替工事について、これらは

実質的に１５０万円程度から３００万円程度までの工事を２者見積りの随意契約

で行っていたことになる。 

確かに選定方法が違法なものと断言まではできないが、現実の金額をみれば、

果たして２者見積を取る趣旨（競争原理）を実現しているか、はなはだ疑問とい

わざるをえない。小規模計画修繕の業者選定について、今後も継続して指定管理

者に委託するかどうかをまずは検討し、さらに今後も継続して指定管理者に委託

する場合には、業者選定の方法について根本的に改めるべきである。＝ 意見 

また、公社が行った平成３０年度のフロア・流し台改修工事の２件分の入札結

果を調べたところ、予定価格（消費税等抜き）がそれぞれ２７６０万３０００円

及び１６０８万１０００円と大規模計画修繕並みの金額であった。これほどの金

額であれば、今後は市が直接入札することが妥当であると考える。＝ 意見 

 

４ 一般修繕・空室修繕の歳出の帰属時期について（指摘および意見） 

歳出の帰属時期については、地方自治法第２２０条３項において「繰越明許費

の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度におい

て使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支

出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの（当

該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して

支出を要する経費の金額を含む。）は、これを翌年度に繰り越して使用することが

できる。」と規定されている。 

また、国の財政についても財政法第４２条本文において同様の規定があり、歳

出予算の経費の金額は、一会計年度内において使用し終わるべきものであること
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を裏から表現し、歳出予算の性質と会計年度独立の原則からみて当然のこととい

うことができると、平成２７年７月財務省主計局司計課が発行した「繰越しガイ

ドブック（改訂版）」に記載されている。 

歳出の帰属時期については前述のとおり厳格な定めがあるがゆえ、国及び地方

公共団体においては細心の注意を払って法令遵守に努めているところであるが、

多くの不適正な事務処理があって問題となった自治体もある。 

佐世保市をみると、すでに記載のとおり、平成２８年度中に完了していない工

事について歳出予算が計上されてしまったことについては、直接の原因が公社側

にあるとはいえ、不適切な事務処理と言わざるを得ない。＝ 指摘 

公社は平成２９年度からはチェック体制等を抜本的に見直しているとのことで

あるが、指定管理者は５年ごとの更新制で、別の指定管理者となる可能性がある

ため、再発防止策として市は指定管理者向けのマニュアル作成及び定期的な監査

を行うべきである。＝ 意見 

公社が国税局から指摘を受けた工事の内容を見ると、その多くは退去後修繕で

あった。退去後修繕は緊急性が高いものとは考えにくく、発注のタイミングを誤

らなければ年度をまたぐ工事になることはほぼ無いと考える。 

指定管理者向けのマニュアル作成時にこの点を考慮するとともに、年度末から

年度初めの２日以上にわたる漏水等による緊急修繕があった場合の対応について

は、市の他の部署のみならず他の自治体とも協議を行い、統一的な指針等の作成

ないし地方自治法等の法令改正の働きかけが必要と考える。＝ 意見 

 

５ 情報共有の不足（意見） 

今回のような歳出の帰属時期に関する問題を公社が市の一部の職員にしか話を

せず、課長及び課長補佐が知らなかったことに関して、住宅管理センターからする

と、佐世保市営住宅指定管理者月次報告書に記載し、追徴税についても全て公社が

納税し、市の一部の職員には話をしたし、２年通算すると同じことなのでこれで十
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分だろうとのことだったかもしれない。 

一方、市サイドは、佐世保市営住宅指定管理者月次報告書に記載されていたにも

かかわらず公社に対して深く質問等を行っておらず、話を聞いた職員が課長及び課

長補佐への報告がなされていない。 

これらが重なり、結果として課長及び課長補佐が知らなかったことになってしま

ったのではないかと考えられる。 

今後は市及び住宅管理センターとは、今回のような事態が起きないように情報の

共有・連携のしかた、及び連絡網について再考が必要と考える。＝ 意見 
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第１０章 指定管理者 

 指定管理者の個別の業務内容については、各章を参照のこと。 

本章では、組織の概要と、指定管理者の選定方法と応募時の事業計画の実施状況に

ついて報告する。 

 

第１ 組織の概要 

１ 佐世保市は、平成２６年度より佐世保市営住宅等の管理運営を効果的かつ効率

的に行うため、指定管理者制度を導入した。 

現在の指定管理者の概要は以下のとおりである。 

  名 称：長崎県住宅供給公社 

  所在地：長崎県長崎市元船町１７番１号 

  管理期間：平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

（１）基本協定書の締結等 

    佐世保市と指定管理者との間では、管理委託に際して「佐世保市営住宅等の

管理に関する基本協定書」を締結する。指定管理者は、毎年度２月末までに詳

細事業計画書を、年度終了後３０日以内に事業報告書を佐世保市に提出する。 

（２）指定管理料 

ア 指定管理料は毎年の年度協定によって定められる。指定管理料には、指定

期間中の毎年度末に精算を要しない経費（固定管理経費）と精算を要する経

費（精算管理経費）がある。 

精算管理経費は、実際に行った修繕工事費等が各金額に達せず余りが出た

ときは、その余りを市に返納しなければならない。 

イ 平成２６年度から平成３０年度における年度協定書で定められた固定管理

経費及び精算管理経費は以下のとおりである。（単位：円） 
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  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

固
定
管
理
経
費 

人件費 33,943,000 33,689,000 33,689,000 33,689,000 

管理運営費 14,987,000 16,332,000 16,469,000 16,682,000 

保守管理業務等経費 56,006,000 58,035,000 53,214,000 56,708,000 

小計・・・① 104,936,000 108,056,000 103,372,000 107,079,000 

精
算
管
理
経
費 

修繕料 39,497,000 39,497,000 54,624,000 54,624,000 

工事請負費 231,429,000 286,339,000 257,326,000 216,786,000 

整備工事 0 12,146,000 11,800,000 11,000,000 

印刷製本費 0 742,000 0 0 

小計・・・② 270,926,000 338,724,000 323,750,000 282,410,000 

合計（①＋②） 375,862,000 446,780,000 427,122,000 389,489,000 

 

ウ 平成２６年度から平成２９年度における固定管理経費及び精算管理経費の

実績は以下のとおりである。（単位：円） 

 

  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

固
定
管
理
経
費 

人件費 34,336,738 37,378,857 34,884,227 34,322,938 

管理運営費 17,828,321 18,470,434 18,101,965 18,325,932 

保守管理業務等経費 53,329,722 53,512,609 48,211,002 53,457,752 

小計・・・① 105,494,781 109,361,900 101,197,194 106,106,622 

精
算
管
理
経
費 

修繕料 54,060,724 50,361,644 55,549,339 53,813,577 

工事請負費 198,759,759 270,573,088 258,488,140 223,521,681 

整備工事 - 10,240,560 5,234,328 4,173,120 

印刷製本費 - 529,200 - - 

小計・・・② 252,820,483 331,704,492 319,271,807 281,508,378 

合計（①＋②） 358,315,264 441,066,392 420,469,001 387,615,000 
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エ 返還金額 

精算管理経費については、使わなかった分は市に返還する必要がある。（単

位：円） 

 

 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

事業計画書 ① 270,926,000 338,724,000 323,750,000 282,410,000 

実績    ② 252,820,483 331,704,492 319,271,807 281,508,378 

差額（①－②） 105,517 7,019,508 4,478,193 901,622 

 

（３）満足調査 

 住宅管理センターでは、毎年「ご入居者様の満足度」アンケートを実施して

いる。 

当該アンケートは、住宅管理センターへ相談に行ったことがあるか、ある場

合はその満足度等の回答を求めるものである。回収率は３０％前後である。ア

ンケート項目の中には、市営住宅についての採点を求める項目があり、当該採

点結果は、平成２６年は６６点、平成２７年は６６．４点、平成２８年は６５．

８点、平成２９年度は７０．４点であり、概ね評価が得られていた。 

 

第２ 選定手続きと応募時事業計画の実施状況 

１ 指定管理者制度と現状 

佐世保市は、平成２６年度より佐世保市営住宅等の管理運営を効果的かつ効率

的に行うため、指定管理者制度を導入した。 

指定管理者の決定にあたっては、３社が応募し、選定委員会でのプレゼンテー

ションやヒアリングを経て、長崎県住宅供給公社が指定管理者に選定された。 

市と指定管理者は、双方協議のうえ指定管理業務に関し、指定期間中の基本事

項を定めた「基本協定」を締結するとともに、毎年度ごとに「年度協定」を締結
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する。 

基本協定書は、平成２６年３月３１日付で締結され、指定管理者が管理する対

象（第４条）、指定期間（第５条）、業務の条件（第５条）、業務に要する経費及

び支払方法（第７条）等について定めている。 

また、年度協定では、毎年度事の固定管理経費及び精算管理経費を定める。  

２ 選定手続およびスケジュール 

   選定手続および選定スケジュールは次のとおりであった。 

    募集要項の配布期間   平成２５年５月２４日～７月１２日 

    募集に関する質問受付  平成２５年５月２７日～６月２１日 

    説明会の実施      平成２５年６月６日 

    応募受付        平成２５年７月１日～７月１２日 

    一次審査結果      ７月下旬ころ 

   （資格要件等の審査） 

    二次審査        平成２５年８月６日 

（選定委員会におけるプレゼンテーションと選定委員におけるヒアリング） 

    指定管理者候補者の決定 平成２５年８月９日 

    議会による指定     平成２５年１２月３日 

    協定の締結       平成２６年３月３１日 

３ 指定管理者の事業計画の実施 

（１）概要 

審査にあたり指定管理者が市に提出した事業計画書では、指定管理者として

指定された場合は以下の業務を行う旨提案している。 

以下では、平成２６年度から平成２９年度佐世保市営住宅等指定管理者事業

報告書（以下、単に「平成○○年度事業報告書」という。）から、当該事業計画

の実施状況を監査する。 

ア 事業計画書第２項「広域的な管理についての認識」に関する事項 
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（ア）募集業務において、受付期間を４日間（土曜、日曜を含む）に延長し、う

ち２日間（金曜日・月曜日）を旧市内まで赴くことが困難な高齢者などの

ために募集状況に応じて支所（ロビー等一時借用）に職員が出向いて窓口

受付を行う。 

（イ）相談や維持管理業務については、定期的に支所に職員を巡回させるとと

もに、地元緊急対応業者との連携を強化し、迅速な対応を図る体制を整え

る。 

（ウ）広範囲に所在する市営住宅等において平等かつ均一なサービスを提供す

るため、事故と緊急対応業者を集め修繕区分負担や対応マニュアル等の指

導、統一単価・使用を周知徹底した上で修繕工事を行う。 

（エ）地域の自治会や住宅管理人の意見を聞く機会を定期的に設ける。 

（オ）高齢者の暮らしの安心対策として、県営住宅で実施している「あんしん

ネットワーク」を取り入れ、看護師の戸別訪問、集会所などを利用した健

康調査や悩み事相談などを実施する。 

イ 事業計画書第３項（１）「入居及び退去に関する業務について」及び事業計

画書第４項「市営住宅に関する利用者サービスの向上に関する提案」につい

て 

（ア）入居申込受付サービス向上提案 

①住宅募集枠の細分化による多様な応募者への対応 

 住宅の募集枠の設定につき、平成２６年度以前は、１住宅１枠の募集で

あったものを、１住宅に複数の住戸がある場合は、事前に市と協議し、入

居者のニーズに沿うよう条件の近い住宅ごとに細分化した枠を設ける

（例：障がい者や高齢者は高層階に当選しても辞退することが多かったた

め、同一住宅で１階と２階以上の住居で枠を分けたり、エレベータの有無

で枠を分ける。）。 

平成２６年度から実施。 
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②市営住宅及び県営住宅の地域バランスを考慮した計画的な募集実施 

 長崎県住宅供給公社では、佐世保市内の県営住宅も管理し、県営住宅の

空室も把握しているため、県営と市営の地域的なバランスを調整して、計

画的に入居者募集の住戸案を作成する。 

 平成２６年度から実施。 

③申込時の希望住戸記入による当選順位住宅決定方式の採用 

 入居申込書に住戸希望順位を設け、入居希望者の申込時に記入してもら

うことで、当選上位者から希望住居が決定でき、住戸決定の時間短縮につ

ながる。 

平成２６年度実施せず。平成２８年から実施。 

④市営住宅及び県営住宅の同日同場所受付の実施 

 平成２６年度から実施。 

⑤土・日を含む４日間の入居申込受付 

 平成２６年度から実施。 

⑥入居募集受付時の募集住戸間取り図等の掲示 

 平成２６年度から実施。住宅管理センターに掲示している。 

⑦出先機関での入居申込受付の継続実施 

旧町地域の支所に指定管理者の職員が出向き、入居申込を受け付ける。 

 平成２６年度未実施。平成２７年度第１期から実施。 

⑧入居ビデオの制作 

 平成２６年度未実施。平成２７年度第１期から実施。 

（イ）市民及び利用者へのサービス向上提案 

①営業時間の延長 

 平成２６年度から実施。 

 営業時間を平日の午後５時だったところを、午後７時までに伸長する。 

仕事が終わった後も立ち寄れる、銀行等の営業終了後も家賃を入金でき
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るので助かると、評判が良い。 

②公的賃貸住宅の総合窓口の設置 

 平成２６年度から実施。 

一つの窓口で、県営住宅、市営住宅、公社住宅等の相談ができるため便

利であると高評価である。 

③住まいの広報誌の発行 

 定期的に住み方のアドバイス（結露、虫よけ、健康情報等）を掲載した

広報誌を作成し配布する。 

平成２７年度第１期から実施。 

④インターネットホームページ等の拡充 

 平成２６年度実施報告書によると、平成２６年度に実施済みであるが、

「佐世保市ホームページの閲覧数が多く、案内不足が課題」との記載があ

った。この趣旨について確認したところ、ホームページの情報量が不十分

であるという意味とのことであった。平成２７年度、平成２８年度も同様

の記載がある。 

⑤音声応答転送装置による募集情報案内の提供 

 入居申込予定者が、申込用紙の配布時期、受付時期、抽選の日程と場所

等の募集住宅情報について、営業時間外に電話（転送後に自動音声が流れ

る）で聞くことができるサービスの実施。 

平成２６年度から実施。 

（ウ）高齢者・障がい者等へのサービス向上提案 

①あんしんネットワーク 

 平成２６年度実施済み。 

事業計画書に基づき、６０歳以上の高齢世帯を対象として、生活状況等

調査を毎年実施している。かかる調査に基づき、後述のふれあい相談員が、

特に注意を払うべき入居者に対して直接訪問を行っている。平成２７年２
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月２７日の自治会意見交換会において、あんしんネットワークの経緯と現

状について説明を済ませている。 

報告書によると、今までにない制度で安心との高評価である。 

さらに、かかる制度の一環として民生委員、自治会長、地域包括支援セ

ンターとネットワークを形成したり、地域の自治会、民生委員との情報共

有を目指すことを目標としていたようであるが、意見交換会の実施や情報

共有のための制度構築まではできなかったとのことである。   

②ふれあい相談員制度 

 ７５歳以上の高齢単身者を看護師が戸別訪問し、健康、生活相談に応じ

ながら見守りを行う制度。 

平成２６年度実施済み。 

 対象件数・実施件数は次のとおり。（各年度末の件数） 

 

 対象件数 実施件数 １件当たり訪問回数 

平成２６年度 391 738 1.89 

平成２７年度 414 973 2.35 

平成２８年度 455 1021 2.24 

平成２９年度 481 1199 2.49 

        

③障がい者等への住生活支援 

 障害者支援ＮＰＯと連携し、福祉サービスの支援を行う。 

平成２８年度から実施。 

④収入申告書関係書類の代理取得 

 収入申告書の関係書類は本来本人が取得する必要があるが、身体的事情

により関係書類取得が困難な場合、本人の依頼から委任状を取得し、収入

関係資料の代理取得を行う。 
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 平成２６年度から実施。 

（エ）修繕管理業務のサービス向上提案 

①アンケートを集約した計画修繕、長期入居対象者の計画修繕 

 平成２６年度は未実施。 

平成２７年度実施報告書によると、市役所との協議の結果、実施しない

こととなった。 

②間取りのリニューアル要望 

 平成２８年度実施。 

１０住宅、１１戸にて和室をフローリングに変更する工事を行った。 

③自治会要望の共用部修繕 

 平成２６年度実施済みであるが、平成２６年度、平成２７年度の両報告

書に市との協議が必要との記載があった。 

ウ 事業計画書第６項「市営住宅等の維持管理の適格性について」 

一般修繕、空室修繕、小規模計画修繕については、第９章を参照。 

保守管理業務として、エレベーター設備保守点検がある。保守点検費につ

き、設備設置業者と現行契約内容を引続き契約するが、その合理性について

は再検討の上、指定管理者期間５年での契約の見直し、一体的管理を踏まえ

た条件での協議を行い、コスト削減を目指すことになっている。    

エ 事業計画書第７項「利用者満足度の把握や苦情・要望対応、運営改善への

反映」 

（ア）利用者の満足度の把握 

①年度ごとに地区を設定し、収入申告時に併せて入居者アンケートを実施

し、利用者満足度を把握、分析し、市に報告する。 

 平成２６年度から実施。 

②苦情・要望への対応現地調査や自治会、住宅管理人との密接な連絡 

（イ）各自治会との意見交換会（毎年実施） 
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   オ 事業計画書第１６項 

     セキュリティ対策の実施。 

     各年度実施。 

   カ 事業計画書第１８項 

     コンビニエンスストアでの家賃や駐車場使用料の納付については実施し

なかった。 

     コンビニエンスストアでの家賃納付については、指定管理者からの提案だ

けでなく、時折、議会や入居者から要望があるが、その都度、コンビニエン

スストアでの納付については、不適当であり見送るのが相当という結論にな

るとのことである。 

というのは、市営住宅の場合、家賃の回収をより確実にするためには、毎

月、銀行口座引落しの方が望ましいため、それを阻害することになるコンビ

ニエンスストアでの納付制度は導入すべきでないとの考えによる。また、コ

ンビニエンスストアの納付については納付書の印刷、発送等にコストがかか

るという理由もあるとのことであった。 

 

第３ 監査の観点・監査の方法 

１ 監査の観点  

指定管理者の審査にあたり指定管理者が市に提出した事業計画書では、指定管

理者として指定された場合、各種新規業務及び従前の業務改善を行う旨提案して

いたため、平成２６年度から平成２９年度佐世保市営住宅等指定管理者当該事業

計画の実施状況を監査した。 

２ 監査方法 

佐世保市営住宅等指定管理者業務計画書（平成２５年７月１１日）、各年度の事

業報告書の閲覧および関係各所へのヒアリングを行った。 
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第４ 事実の摘示 

１ 指定管理者の選考審査にあたって、指定管理者が市に提出した事業計画書で提

案した事項については、概要で指摘した通り、多くが平成２６年度中に実施がな

されていた。 

残念ながら、実施できなかった項目も存在しているが、指定管理者の導入によ

り入居希望者や入居者に対するサービス全体については、一定の向上が見られた。 

２ 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

の報告がなされていた。実際に閲覧したところ、公社のホームページ、佐世保市

のホームページ共に、市営住宅に関する情報量が十分でない。 

ホームページの問題点については、第３章ですでに触れたところであるので、

詳細は割愛する。 

 

第５ 規範 

 佐世保市営住宅等指定管理者業務計画書（平成２５年７月１１日） 

 

第６ 意見等 

１ 指定管理者の取組（評価） 

佐世保市においては、市営住宅の入居世帯主の約半数を６０歳以上が占めてい

る。また、市営住宅等が低額所得者を対象とした住宅で、社会福祉のインフラと

しての側面もあることから、あんしんネットワークの構築やふれあい相談員制度

を導入したことは評価できる。＝ 評価 

また、収入申告書関係書類の代理取得は、身体的事情等で収入関係書類の入手

に困難があった障がいを持つ入居者の利便性の向上に役立ち、かつ未申告者の発

生を減らすことができた。今後も継続して欲しい。＝ 評価 
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２ あんしんネットワーク制度（意見） 

一方、あんしんネットワーク制度の一環として民生委員、自治会長、地域包括

支援センターとネットワークを形成したり、地域の自治会、民生委員との情報共

有を目指すことを目標としていたようであるが、意見交換会の実施や情報共有の

ための制度構築まではできなかったとのことである。今後、高齢者世帯（特に単

身独居世帯）が増加する可能性が高く、かかる機関との連携を実施していくこと

は入居者の生活の利便性の向上や孤独死の防止にも役立つと考えられる。当該制

度の構築等にも着手して欲しい。＝ 意見 
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第１１章 暴力団等の反社会的勢力への対策 

第１ 概要 

 １ 暴力団等の反社会的勢力への対策の重要性 

市民生活の安全と平穏を脅かす暴力団等の反社会的勢力（以下、「反社会的勢

力」という。）の排除は社会にとって重要であり、地方公共団体も積極的に取り

組むべき事項である。 

佐世保市においても「暴力団が市民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与

え、市民の人権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を

定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排

除に関する施策等を定めることにより、暴力団事務所の撤去その他の暴力団の

排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の

健全な発展に寄与することを目的とする。」として、平成２４年にいわゆる暴排

条例を制定し、反社会的勢力の排除を目指している。 

実際に、佐世保市内においても、近年、暴力団事務所が住宅街・小学校の近

傍にできて、当該暴力団事務所撤去を求めて裁判等がなされたこともあった（す

でに当該暴力団事務所は撤去されている。）。 

したがって、市営住宅の事務においても、反社会的勢力の排除に向けて、適

切に対応することが必要である。 

 ２ 市営住宅事務における暴力団対策 

市営住宅事務においては、平成２０年の条例改正にて、条例第６条１項（４）

にて「入居者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第２条６号に規定する暴力団員でないこと」を入居資格としてお

り、反社会的勢力の排除を謳っている。 

市営住宅の申込書においても「入居申込者（現に同居し、又は同居しようと

する親族を含む。）は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２

条６号に規定する暴力団員でないことに相違ありません。」との記載を設けて、
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反社会的勢力に該当しないことを誓約させている。また、暴力団員であるかな

いか否かの確認のため、市が長崎県警に照会することの同意を得るようにして

いる。 

条例は、新規入居のときのチェックだけを規定しているわけではない。 

条例第２０条において、同居の承認の要件の規定として「市長は、前項の規

定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしては

ならない。」と、条例第２１条において、入居承継の要件の規定として「市長は、

前項の当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をし

てはならない。」とそれぞれ定めて、反社会的勢力の排除を定めている。 

そして、条例第２１条の２は、「市長は、必要に応じ、入居の申込みをした者、

入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかを調査することができる。」と定

めて、暴力団員に属するものなのか、調査が可能となっている。 

さらに、明渡についても条例第５０条では、入居者又は同居者が暴力団員で

あることが判明したときには、明渡請求ができるものとして、事後的に反社会

的勢力であることがわかった場合もフォローしている。 

このように、条例等においても、反社会的勢力の排除が定められている。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

   上記のとおり、反社会的勢力排除に向けて適切な対応を行うことが必要であ

ることから、反社会的勢力への対策に向けて規程等の整備の有無、対応が適切

になされているかを監査した。 

 

第３ 事実の摘示 

１ 規程等について 

   佐世保市は、市営住宅からの反社会的勢力の排除を実効的にするために、長

崎県警からの情報提供を受けるようにしている。 
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具体的には、条例に暴力団排除条項が加えられた平成２０年改正に伴って、

平成２０年４月３日に、佐世保市と長崎県警との間で「暴力団員による市営住

宅等の使用制限に関する協定書」が締結された。これによると、佐世保市が所

定の方式で長崎県警に対して対象者が暴力団員に該当するかを照会した場合、

長崎県警は佐世保市に対して暴力団員に該当するかどうかを回答することとな

っている。 

また、長崎県警は、暴力団員による市営住宅の使用が判明した場合には、佐

世保市に対してその旨を通知するようになっている。 

 ２ 運用について 

   佐世保市は、上記の協定を活用し、同居や入居承継、新規入居申し込みの書

類が出される都度、上記協定に定める様式で佐世保警察署へ照会を行い、暴力

団員でないという回答が来てからはじめて、処理を進めるようにしている。 

   上記協定締結後、締結日より前から暴力団員が市営住宅に居住していること

が判明したケースがあったが、これについては訴訟および強制執行を断行して

いる。 

当時の記録を確認したところ、賃料を長期間滞納していた事案で賃料未払い

を原因に明渡を請求した事案であった。なお、当時の条例には暴排条項は存在

しておらず、暴排条項を活用した案件ではなかった。 

３ 現状について 

入居申込のほか、同居申請、入居承継の申請の都度、協定に基づき警察へ照

会をしているとのことであった。住宅管理センターにて複数のサンプルを確認

したところ、いずれも照会をかけ、暴力団員に該当しないとの回答を得ていた

ことが記録上確認できた。これらの照会結果については、個別の申請の記録ご

とに照会の回答書が編綴されていた。それだけでなく、住宅課にも照会の結果

が年度ごとにファイリングされており、情報の共有もなされていた。 

また、上記訴訟案件以外に、県警から暴力団員であるとの情報提供を受けた
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ものはなく、現在、市営住宅に暴力団員で入居している者はいないとのことで

あった。 

条例第２１条の２「市長は、必要に応じ、入居の申込みをした者、入居者又

は同居者が暴力団員であるかどうかを調査することができる。」に基づき、調査

を実施できるようになっているが、警察に照会をかける以外の方法で特別に調

査を行う必要があったケースはないとのことであった。 

 

第４ 規範 

第１「概要」であげた条例等の各規定、および「暴力団員による市営住宅等

の使用制限に関する協定書」が規範となる。 

 

第５ 意見等（評価） 

条例に暴力団排除条項が定められる前から、県警との協定を締結し、その協

定に基づき市営住宅からの反社会的勢力の排除を進めていることが確認できた。 

また、実際に協定締結後に判明した暴力団員のケースでは、未払い賃料を原

因とするものではあったが、訴訟を提起して明渡の強制執行まで行っている。 

協定締結後は全ての案件で県警に照会し、市営住宅からの暴力団排除を実効

的に行っていることも確認できた。 

市営住宅からの反社会的勢力の排除がなされているといえる。＝ 評価 
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第１２章 情報管理 

第１ 概要 

１ 情報管理の重要性と対策 

市営住宅事務においては、居住者にかかる個人情報を収集・保管・利用し

ている。とくに、賃料を決定するにあたっては収入状況を把握する必要があ

るため、居住者の収入といったプライバシーの高い情報を収集・保管・利用

している。したがって、その情報管理の重要性は改めて述べるまでもない。 

個人情報の管理体制について住宅課に確認したところ、住宅課独自のマニ

ュアルはなく、佐世保市の各種法令等に基づくとの回答であった。 

そこで、その一つである佐世保市情報セキュリティポリシーの内容を確認

すると、 

（１）職員が各法令を遵守して適正に情報を管理する責務（第５条） 

（２）情報セキュリティ対策の実施（第８条） 

具体的には、 

ア 物理的セキュリティ対策 

情報システムを設置する施設、通信回線及び職員等の端末機等の管理

について、物的な対策を講ずる。 

イ 人的セキュリティ対策 

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、

情報資産を利用する全ての者に情報セキュリティポシー内容を周知徹底

するための教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。 

ウ 技術的セキュリティ対策 

端末機等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス

対策等の技術的対策を講じる。 

エ 運用面のセキュリティ対策 

情報セキュリティポシーの実行性を確保するため、情報システムの監

視、情セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセ
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キュリティ確保等の運用面の対策を講じる。 

（３）情報セキュリティの自己点検の実施（第９条） 

などが定められている。 

２ 住宅システム 

佐世保市の市営住宅の事務に関しては、公営住宅システムが利用されてお

り、住宅課職員の使用するパソコン全てで公営住宅システムが利用できる。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

前記のとおり、情報管理は極めて重要である。 

この点を監査すべく、まず情報セキュリティについてどのように住宅課が

取り組んでいるのかを確認した。 

また、公営住宅システムは、市営住宅業務の全般をサポートするものであ

り、それゆえに、適切に利用されること、また、そのデータを適正に管理す

ることが重要となる。したがって、公営住宅がどのように利用されているの

か、またその情報をどのように適正に管理するかを監査した。 

さらに、住宅管理センターが適切に情報管理に取り組んでいるかという点

については、住宅課がどのように住宅管理センターの情報管理をチェックし

ているかという観点から監査した。 

 

第３ 事実の摘示 

１ 住宅課におけるセキュリティ対策 

住宅課におけるセキュリティ対策の実施内容を確認したところ、次のとお

りであった。 

（１）物理的セキュリティ 

課内のパソコンすべてにセキュリティワイヤーロックが設置されており、

定期的にパソコンの現数、設置状況、保管状況、動作状況を確認している。 

（２）人的セキュリティ 
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住宅課長が年１回情報セキュリティ研修に参加し、回覧で情報セキュリ

ティの資料を周知する。直近では、平成２９年２月１６日に課長が研修を

受け、職員へは資料の回覧という形で研修を行ったとのことであった。 

（３）技術的セキュリティ 

端末機等の管理については、USB メモリ等の電子媒体を課で一括管理し

定期的に現数管理を行っている。また、電子媒体は使用後、データを削除

するようになっている。アクセス制御、不正アクセス対策については、人

事異動に連動して、システムの使用権限の変更を行っている。不正プログ

ラム対策については、庁舎外から電子媒体を持ち込む場合は、最新のウイ

ルス対策ソフトにより、ウイルス感染していないかの確認をするようにな

っている。 

ところで、USB メモリの現数管理は、帳簿に基づいて、適切に行われて

いた。しかし、電子媒体を使用後のデータ削除について確認したところ、

削除されていないものが確認できた。 

（４）運用面のセキュリティ 

業務情報や個人情報に関わる委託業者に対し、契約上のセキュリティ要

件について確認している。住宅管理センターとの間では「佐世保市営住宅

棟の管理に関する基本協定書」を締結しており、その第２８条、第２９条

の規定に基づく管理体制をとっている。 

実際に年２回モニタリングを行い、適切に行っているかを管理している。 

 ２ 執務資料の保管状況 

   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。 

299



３ 自己点検について 

  情報セキュリティに関して、情報政策課長、総務課長からの「情報セキュ

リティ取組状況の定期的な点検及び取組状況確認表の提出について（通知）」

によると、情報セキュリティを適切に維持するために、年４回（３月、６月、

９月、１２月）の自己点検を実施するように通知がなされている。 

  その結果を記載するのが「情報セキュリティ取組状況確認表」である。そ

のひな形は次のとおりである。 
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情報セキュリティ取組状況確認表 課コード

部課名

情報セキュリティ責任者名

実施日：　　　　年　　月　　日 情報セキュリティ担当者名（連絡先）

分類 評価

重点項目

①情報セキュリティ責任者は情報の取扱いに関する共通事項や課かいの特性に応じた個別事項の研修を定

期的（年1回）実施し、その記録を保存している。

①保有する情報資産に対し、セキュリティレベルを設定している。

②個人情報に対しセキュリティレベルを適正に識別している。（原則Ⅰ類とし、情報公開の対象となるものはⅡ
類としている。）

③保有する情報資産を情報資産管理システム（台帳等）に記載し定期的に更新している。

④タックシールを貼り付けて、セキュリティレベルを識別している。

⑤セキュリティレベルがⅠ類、Ⅱ類の情報資産を鍵付き保管庫等に収納している。

⑥一つの情報資産に異なるセキュリティレベルの情報が混在している場合、高い方のセキュリティレベルに

なっている。

①10分以上の離席時および退庁時に、書類が盗難または閲覧されないように片付けている。

①業務上使用する電子情報を、全庁共有ファイルサーバ等により一元的に管理し、定期的にバックアップを

行っている。

②ファイルサーバ等のファイル（フォルダ）に、分かりやすい（検索しやすい）名称を付けている。

③電子情報の庁外への持ち出し時は責任者の承認を得ているか。

④業務外のデータ等を庁外からの持込していない。

①定期的に現数、設置状況（セキュリティワイヤー）、保管状況及び動作状況を確認している。

①庁外宛てのメールに電子文書を添付する場合は、暗号化またはパスワードを設定している。

②庁外の複数の関係者宛てにメールを送信する場合は、送信宛先の設定をBCCとしている。

①USBメモリ等の電子媒体を一元管理し（課ごとに集約管理し）、定期的に現数管理を行っている。

②庁舎外から持込む場合は、最新のウィルス対策ソフトにより、ウィルス感染していないか確認している。

③バックアップ以外の用途で電子媒体にセキュリティレベルⅠ・Ⅱ類の電子情報を保存したままにしていな

い。

④電子媒体を廃棄する場合には、データ消去専用ソフトによるデータ消去または物理的に破壊し、データを

読み込めないようにして廃棄している。

取組み体制

セキュリティに

応じた管理

受託業者及び受

注業者

臨時職員

セキュリティレベルがⅠ類及びⅡ類の電子情報は、利用権限がない他課と共有を行っていない。

業務情報や個人情報に係わる委託業者に対し、情報漏洩等のリスク管理のため、契約上のセキュリティ要件に

ついて確認している。（情報セキュリティ等に関する各特記事項を契約書に添付している。）

自己評価の低い取組み項目について、改善すべき問題点・課題の把握を行っている。

情報セキュリティ遵守事項を明記した文書により、個人情報・業務情報等の重要情報の取扱いに関する説明を
行っている。

庁外宛てのメールを適正に取り扱っている。

電子媒体（USBメモリ、SDカード、CD-R等）について適正に管理できている。

取組み項目（　　　　：職員毎に確認が必要）

保有する情報に対し重要度に応じた対策が講じられている。

書類について適正に管理できている。

前回の情報セキュリティ取組状況確認時に課題となった事項に対し、改善対策を講じている。

電子情報について適正に管理できている。

各課かいにおいて情報セキュリティに関する取り組みを行っている。

庁内LAN接続PCについて適正に管理できている。

文書・電子情報をセキュリティレベルに応じた取扱い、保管、廃棄を行っている。

【必須記入】

改善すべき問題点･課題

※改行は、Alt+Enter

契約書に定める障害時の報告義務等を、受託業者が遵守していることを監督できている。

受託業者社員が着用している氏名カードに写真等を添付しており、本人識別が可能となっている。（受託業者が

常時庁舎内で作業を行う場合。）
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書類

プリンタ出力

庁内LAN接続パ

ソコン

パスワード

アクセス権限
（個別システム所

管部署）

データ管理
（個別システム所

管部署）

メール送受信

【各課毎の固有な取組み項目】

分類 評価

改善または見直しを行った事項　　　※改行は、Alt+Enter 評価点 評価の基準

3 できている 100%

2 大体できている 80%以上

1 できていない 40%以上

部分が多い

0 できていない 40%未満

× 該当しない

個人情報等の重要情報が含まれている印刷物を、裏紙に再利用していない。

アクセス管理
（個別システム所

管部署）

不正アクセスを識別するため、アクセスログ（記録）の内容を解析し得る状態にある。

利用者IDの払出し、不要時の削除等、管理を定期的に行っている。

定期的に現数、設置状況（セキュリティワイヤー）、保管状況及び動作状況を確認している。

指定外のソフトを導入していない。導入する場合は、事前に承認を受けている。

上記以外の各課で固有の取組み項目

公式なメール本文を市民等に送信する場合は、本文の決裁を取り記録している。

システム障害発生時の手処理による代替作業等、事故時の対応マニュアルを作成している。

システム障害時の復旧・代替作業等を想定した訓練を実施している。

市民等に公式なメールを出す場合は、「課のメールアドレス」で行っている。

※個人アドレスで公式な内容をやり取りしていない。

プリンタ等へ印刷後、他人に見られないように直ちに引き取っている。

改善すべき問題点･課題

※改行は、Alt+Enter

重要なデータについて、定期的にバックアップを取っており、適切に保管（サーバ設置区域とは別に）できてい

る。

個別管理パソコ

ン（庁内LANに接

続しない）

業務継続計画
（個別システム所

管部署）

個人用のパスワードを他人（職員含む）に教えていない。

他人の個人用パスワードを借りて業務をしていない。

アクセス権限は、機構改編や人事異動に連動し更新している。

定期的（３ヶ月以内／回）に変更している。

ウィルス対策ソフトを導入、定義ファイルを最新版に維持し、定期的にウィルス感染していないか確認している。

廃却時にデータ消去ソフトによりデータ消去を行っている。（またはデータ消去証明書を事業者に提出させてい

る。）

パスワードをディスプレイの横や机上に貼っていない。

10分以上離席する際は、画面が容易に見えない様（スクリーンセーバや蓋閉め）にしている。

個人情報が含まれる文書等の重要書類を捨てる場合は、判読できないように処理し廃棄している。
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住宅課の平成２７～２９年度に行われた自己点検について、当該「情報セ

キュリティ取組状況確認表」を確認したところ、いずれの年度も年に１回（５

月または６月）のみ実施していた。 

また、評価は４段階評価（評価点「３」は「できている １００％」、「２

は「大体できている ８０％以上」、「１」は「できていない部分が多い４０％

以上」、「０」は「できていない４０％未満」の４段階）で、いずれの項目も

「２」以上との自己評価であった。 

もっとも、平成２８年度の評価点数が「３．１１」となっていた項目が複

数個あった。この原因について確認したところ、当時の職員のなかに、「４」

という点数をつけていたことにあった。 

 ４ 公営住宅システムについて 

（１）住宅システムの利用方法等 

公営住宅システムにアクセスするためには、ＩＤ、パスワードが必要と

なる。 

そして、担当職員に付与されるＩＤごとにアクセスできる項目も限定さ

れている。確認したところ、すべての項目にアクセスできる役職はないと

いうことであった。 

また、ＩＤ・パスワードは９０日ごとに変更するようにし、不正使用を

防止しているとのことであった。 

公営住宅システムの項目に入力した場合、入力作業の全てがログに残る

ようになっている。アクセスログは何か有事のときに遡って確認するため

のものという位置づけであり、定期的にチェックを行ってはいない。 

実際に入力する場合について確認すると、主な手続きである新規入居、

退去、名義承継、同居承認、収入額更正を例にとると、新規入居、退去、

名義承継、同居承認については、入退去担当が書類審査を行い、電算担当

が仮入力（入退去担当が入力内容チェック）した後、課長決裁処理を行う

ようになっている（修正があれば決裁後修正）。 
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収入額更正については、電算担当による書類審査、仮入力を行った後、

部長決裁処理を行っている（修正があれば決裁後修正）。 

これらの処理について確認したところ、適切に行われていた。 

 ５ 住宅管理センターにおける情報管理  

   住宅管理センターにおける情報管理体制を確認したところ、「佐世保市営

住宅等の管理に関する基本協定書」の第２８条および第２９条の規定に基づ

く管理体制をとっているとのことであった。同第２９条によると、住宅管理

センターは「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守することが義務付

けられている。 

そして、住宅管理センターの情報管理が適切になされているのかをチェッ

クする体制としては、年２回実施するモニタリングの際に情報管理を適切に

行っているか確認・聞き取りを行っている。 

指定管理者制度が導入された平成２６年度以降のモニタリングの実施回数

等を確認したところ、毎年度２回（おおよそ中間モニタリングを１０～１１

月ころ、年度締めのモニタリングを５月ころ。ただし、導入初年度はモニタ

リング項目の策定等もあり、中間モニタリングが１月となっている。）実施さ

れている。 

その結果を確認したところ、平成２９年度の中間モニタリング（平成２９

年１０月３１日実施）では、たとえば、住宅管理センターが第三者に委託す

る場合の当該第三者の守秘義務の遵守に関して、当該第三者から「情報の取

扱いに関する実施状況報告書」を提出させていた。また、個人情報保護の徹

底に関連して、住宅管理センターの職員に対して、住宅管理センターの個人

情報保護方針を文書にて供覧させていた。 

なお、平成２９年度の中間モニタリング（平成２９年１０月３１日実施）

において、未納者一覧等の資料について「鍵付きの机の引き出しに入れてい

るが、鍵が壊れているとのことだったため、今後、鍵のかかるロッカーへの

収納を指示」との指摘を受けたのに対して、年度末モニタリング（平成３０
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年５月１０日実施）において、改善されたことが確認されている。このよう

に、中間モニタリングで指摘された事項については、おおよそ年度末のモニ

タリングで改善されたことが確認されている。 

なお、住宅管理センターを訪問した際に、記録等の保管状況を確認したが、

鍵付きのキャビネット等で記録等を保管していることが確認できた。来所し

たお客様からは、住宅管理センター内部の情報は見えないようになっていた。  

 

第４ 規範 

佐世保市個人情報保護条例および施行規則、佐世保市電子情報資産取扱要

綱、佐世保市情報セキュリティ管理基準、佐世保市情報セキュリティポリシ

ー、受託者との「佐世保市営住宅等の管理に関する基本協定書」といった各

種規程が規範となる。 

 

第５ 意見等 

１ データ削除について（意見） 

技術的セキュリティの一つとして、電子媒体は使用後にデータを削除する

ようになっている。これはデータを残したままにしていると、別の使用者が

その情報を閲覧・使用できたり、万一、紛失した時に第三者に情報が漏えい

する可能性があるからと思われる。 

ところが、前記のとおり、USB について使用後もデータがそのままとなっ

ているものが確認できた。 

したがって、USB の使用後は、定められているとおり、データを削除すべ

きである。＝ 意見  

  

 ２ 執務資料の保管（指摘） 

佐世保市情報セキュリティポリシーによると「実施機関の職員が作成し、

又は取得した文書情報であって当該組織的実施機関の職員が作成し、又は取
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得した文書情報であって当該組織的に用いるものとして保有しているもの」

を「情報資産」の一つとして定義している。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は、この「情報資産」に該当するといえる。 

そして、情報資産については、当然ながらセキュリティ対策をとるように

定められており、「情報セキュリティ取組状況確認表」の項目には、「セキュ

リティレベルがⅠ類、Ⅱ類の情報資産を鍵付き保管庫等に収納している」と

の項目でチェックするようになっている（なお、個人情報に対しセキュリテ

ィレベルは原則としてⅠ類とするように規定されており、上記収入申告書類

等は、いずれにしてもこの項目にいる情報資産に該当する。）。 

したがって、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

は、鍵付き保管庫等に収納しなければならない。 

ところが、執務資料のうちの一部が共用の会議室に保管されているが、会

議室が解放状態であり、かつ施錠されないキャビネットで保管されている。

それらの資料には、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るところ、上記のような保管状況であれば、

住宅課以外の職員はもちろん、来訪する一般市民でさえ容易にこれらの資料

を見ることができる。 

個人情報の管理は厳重になされるべきなのに、それが守られていない。執

務資料の保管方法はすみやかに改善されるべきである。＝ 指摘  

監査人からこの点を指摘したところ、予定では今年度内に改善するとの報

告を受けた。 

 

３ 自己点検について（指摘） 

「情報セキュリティ取組状況確認表」を利用しての自己点検の実施回数に

ついては、年４回（３月、６月、９月、１２月）実施することとなっている

ところ、平成２７～２９年度はいずれも１回のみで、また５月に実施してい

る年度もあった。４回すべきところを１回であること自体が大きな問題であ
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り、時期もずれているため適時に行うよう改善が必要である。＝ 指摘  

また、「セキュリティレベルがⅠ類、Ⅱ類の情報資産を鍵付き保管庫等に収

納している」との項目について、平成２７年度「２．８９」、平成２８年度「２．

８０」、平成２９年度「３．００」と高い評価になっている。しかしながら、

前記したとおり、執務資料のうちの一部が共用の会議室に保管されているが、

会議室が解放状態であり、かつ施錠されないキャビネットで保管されている

状況では、とても高い評価を付けるべき状況ではない。 

適切に自己点検がなされたといえるか、疑問を呈さざるを得ない状況であ

る。 

ほかにも、平成２８年度の自己点検では、職員の一部が「４」という評価

をつけるなど、自己点検のシステムそのものを理解していないところも見受

けられた。 

自己点検の在り方を見直して適切に行われるべきである。＝ 指摘  

なお、この点については、情報政策課から指摘を受けたようで、平成３０

年度は６月・９月・１２月と適時に行われていた。 

  

４ 公営住宅システムの利用や、住宅管理センターの情報管理に関しては、特段、

問題は見当たらなかった。 
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第１３章 そのほか 

本章では、これまでの監査項目以外について、監査人が気づいた点について意

見を述べる。 

 

第１ 住宅管理センターが実施する「ふれあい訪問」制度（評価および意見） 

１ ７５歳以上の高齢単身者を看護師が戸別訪問し、健康・生活相談に応じる

などの見守りサービス制度がある。これは、住宅管理センターにより、平成

２６年度から開始された。住宅管理センターが独自に始めた制度である。 

２ 平成２９年度の訪問該当世帯は、５３２（年度当初）～４８１（３月末）

世帯、同年度訪問回数は１１９７回で、各該当世帯につき年に約２回の割合

で訪問が行われている。 

相談員は、入居者の健康状態をチェックし、近況の話しを聞き、困ってい

ることの聞き取り等を行い、「ふれあい相談員活動記録」に記録する。 

入居者の介護レベル等も把握されており、「要支援２、入院」「自立」「虚弱」

等と記録されていた。 

訪問時入居者不在の時は、入居者に対して電話確認も入れられていた。 

平成２９年度入居者満足度アンケート結果では、７７．８％が「大変良い」・

「良い」との回答だった。 

３ 入居者の高齢化が益々進むことが予想されるところ、すばらしい制度であ

り、今後もさらなる充実を期待する。＝ 評価  

   もっとも、住宅管理センターによると、県営住宅では、平成１８年から実

施されているとのことだった。 

市営住宅が県営住宅より８年もの後れをとっていた点については、留意す

べきである。＝ 意見  

 

第２ 県営住宅との条件の差異（意見） 

１ 既に各項で記載しているように、県営住宅の入居条件より、市営住宅の入
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居条件が入居者に不利な事項が散見される。例えば、一般的な家賃等の減免

措置が市営住宅にはない。 

２ もちろん、市営住宅の入居条件の方が県営住宅の入居条件より入居者の有

利な事項もある。たとえば、連帯保証人について、佐世保市は１名でよく、

長崎県は２名を必要としている。  

しかし、同じ佐世保市民であるにもかかわらず、市営住宅の入居者の方が

県営住宅の入居者より却って不利な条件になっている事項があるというのは

不公平であり、佐世保市としては考慮すべき点である。 

このような点が、県営住宅に当選したことを理由として、市営住宅の入居

辞退が散見される原因とも考えられる。 

佐世保市民のための市営住宅である以上、少なくとも県営住宅のレベルを

満たした上で、プラスアルファーを目指すべきと考える。そのためには、今

以上に長崎県の県営住宅担当課との意見交換を密にするなどして、対応を進

める姿勢も必要と考える。＝ 意見  

 

第３ マニュアル・規定等、文書化の不備について（意見） 

１ 既に各項で記載しているとおり、公営住宅法や佐世保市条例に規定されて

いる事項であるにもかかわらず、具体的な基準・手順・手続についてマニュ

アルや規定として文書化されていない場合が散見された。 

２ 当該問合せに対する住宅課からの回答を抜粋すると 

「市営住宅管理については公営住宅法、国の通知等を基に、その運用方法

を条例、規則、要綱、方針決裁で定めておりますので課内では統一的な運用

が図られております。稀に個別判断が必要なケースが発生することはありま

すが、その場合は国の通知等を参照し個別に決裁をとり対応することとなり

ます。お尋ねは、内部処理方法についてマニュアル化されているのかとのこ

とだと思いますが、ほとんどのケースは従前の処理方法（方針決裁等）をそ

のまま採用することになり、マニュアル化しなければならない処理について
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は引継ぎ書等の中で整備しております（ほとんどのケースで細かな手順まで

マニュアル化する必要はない。）。」というものであった。 

３ ところで、佐世保市行政は、市民に対して公平であらねばならない。した

がって、担当者毎に対応が異なったり、事案毎に異なる処理がなされたりし

てはならない。また、その時々で処理が異なってはならない。 

そして、現在は、従前から一貫して統一された公平な処理がなされている

としても、公平で統一的な処理がなされている間に、将来の行政処理につい

てもその公平な処理を担保する必要がある。 

仮に、担当者が代わる毎に前任者から後任者への引継ぎ書が作成されると

しても、その度に不確実性が発生する。他方、担当が代わる度に引継ぎ書を

作成するのであれば、その引継ぎ書をマニュアル化すれば、毎回引継ぎ書を

作成する手間がなくなるので、業務の効率化にもつながる。 

４ 公営住宅法・市条例の趣旨を、将来にわたって確実に実現するのが行政で

ある（法律に基づく行政）。 

かかる観点の下、公営住宅法や佐世保市条例等に定められている事項に関

する具体的な基準・手順・手続のマニュアル化・文書化について、再検討し

整備されることを求める。＝ 意見  

なお、確認した引継ぎ書は既にかなり整っているように見え、これを業務

マニュアル化するのにはさほど労力を要しないのではないか、という感想を

持った。 

 

第４ 方針決裁手続について（意見） 

１ 前項の住宅課からの回答にもあるように、住宅課の方針決裁は、住宅課の

施策、現場処理の条件・方法を直接変更するものであり、入居者に直接的な

影響を及ぼすことになる。 

例えば、第４章の第７に記載の佐世保市における連帯保証人の要件は、平

成２９年１０月２日起案、同月４日決裁の「佐世保市営住宅連帯保証人の要
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件について（方針決裁）」で変更されたものである。 

２ 同方針決裁書面には、起案者１名の押印、課長補佐・課長・次長・部長の

各決裁印、および「合議欄」に７名の職員の押印がある。 

  住宅課に確認したところ、記載の「合議」とは、佐世保市文書規程第４条

第５号に規定される「同級の関係者に協議するため文書をまわすこと」を意

味する「合議（あいぎ）」のことであり、いわゆる関係者が同席し協議する「合

議（ごうぎ）」とは異なる。よって、本方針決定をするにあたって、押印のあ

る者全員が一堂に会して協議したのではない。」旨の説明であった。 

また、方針決裁の手順については、原則的には起案者が起案したものを上

司が順に確認して決裁するという、いわゆるラインで行っており、内容によ

っては、関係者が集まって合議（ごうぎ）を行う場合もあるとのことであっ

た。 

  ただし、その方針決裁の手順については、文書化されていない。 

３ 上記のとおり方針決裁は、入居者に直接的に大きな影響を及ぼす佐世保市

住宅課の意思決定手続である。 

よって、その意思決定は、いわゆるラインで行うのではなく、複数の職員

による合議（ごうぎ）を基本とすべきかと考える。 

  実質的な意思決定者が起案者１名では、多角的な評価やチェック等の点で、

どうしても限界がある。 

もちろん、方針決裁の内容にも軽重があろう。その内容により合議（ごう

ぎ）参加者を定める等、方針決裁手続を整理し、それこそ住宅課における正

式な意思決定の手順・手続として、文書化を行うべきと考える。＝ 意見  

    

第５ 包括外部監査担当課の人員補充の必要性について（意見） 

以下は住宅課としての問題ではなく、組織としての佐世保市の問題であろ

うと考えるが、付言する。 

１ 今回、包括外部監査人からの問合せに対する住宅課からの回答は、業務多
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忙等を理由に遅れることがあった。 

また、過去５年間の年度別の件数等のデータ提出を求める問合せに対して、

既存の集計されたデータはなく、新たに集計することは困難ですという回答

がなされたことがあった。 

その理由としては、概要、今まで業務上必要としていない集計のためのデ

ータは存在せず、過去にさかのぼって集計するのは非常に困難であること、

集計のための母体数と質問項目が多大で日常業務に多大な影響が出る可能性

が高いといったものであった。 

２ 確かに、行政組織としての佐世保市の各課の人員構成は、通常業務を前提

として前年度（平成２９年度）に決められている。 

一方、包括外部監査の本年度（平成３０年度）テーマの選定は、４月に行

われる。 

通常業務を前提とした人員しか配置されていないにもかかわらず、突然、

包括外部監査の対象としての業務を担うことになった担当部署の職員の事務

負担が過重なものになることは、容易に推察される。もちろん、それらの職

員にサービス残業を求めるわけにはいかない。 

その中で、今回、住宅課の職員が相当の事務負担をかけて対応していただ

いたことは監査人も十分に承知しているところである。 

３ 一方、包括外部監査は、地方自治法第１３章（第２５２条の２７以下）に

基づく制度であり、都道府県・政令市・中核市では実施が義務化されている

制度である。 

これが制度化された理由の一つは、従来の監査委員制度に加えて、地方公

共団体に属さない外部の専門的な知識を有する者による外部監査により、地

方公共団体の監査機能を充実させるためである。 

住民福祉の増進、最小の経費で最大の効果、組織及び運営の合理化、規模

の適正化等を主眼として行われものである。 

４ 佐世保市でも、包括外部監査実施のための予算が計上されている。 
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それにもかかわらず、監査対象課の業務多忙等により、十分な監査結果報

告が作成できないということになると、地方自治法の趣旨を遂行できないば

かりではなく、主権者である市民に対しても説明がつかない。 

５ 同法第２５２条の３３の１項は、「普通地方公共団体が外部監査人の監査

を受けるに当たっては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関

又は職員は、…監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければなら

ない。」と、当該地方公共団体の外部監査人の監査への協力義務を定める。 

佐世保市では、中核市となってから同法に基づく包括外部監査が、今回で

３年目であり、包括外部監査の対象となる部署に相当の事務負担が必要とな

ることは、十分想定できる時期といえる。  

そこで、監査対象課の通常業務（今回でいえば、市営住宅業務）と包括外

部監査業務を両立させるために、上記条項の趣旨に基づき、包括外部監査の

対象となった部署に対して人員を補充することを含み、バックアップの体制

を検討すべきではないかと考える。＝ 意見  

なお、今年度の包括外部監査報告書には、監査人の方針から、佐世保市の

施策・事務の中で評価に値すると思われる事項については、評価として明記

している。したがって、包括外部監査は、佐世保市の自らの施策を市民に対

して、アピールしうるものであることをも考慮して、今後の包括外部監査の

実施を円滑に推進できる体制の構築を、すみやかに検討いただきたい。 
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第１４章 総括 

以上のとおり、本年度は、佐世保市の市営住宅について、包括外部監査を行った。

市営住宅事務についての監査の意義や重要性は、第１章や第２章等で述べてきたと

おりである。 

監査人として、今回の監査結果を振り返ると、まず「評価」の意見を付したもの

は、合計１４項目であった。 

例えば、社会的弱者等の入居者の抽選方法についての優遇措置に合理的な差異が

設けられ、その取扱いが適正になされていたことが確認できた。また、同居承認や

入居承継承認に関して、各事務処理のフローが細かく要綱等で規定されており、そ

の適否が判断し易いため、何れについても申請件数のほとんどが速やかに処理され

ていることもわかった。さらに、あんしんネットワークの構築やふれあい相談員制

度を導入したことも評価できる。 

このように、佐世保市が執行している市営住宅事業の評価すべき点を確認できた

ことは大きな意義があった。 

次に、「指摘」は１３項目、「意見」は８２項目を付した。 

それぞれの項目については、早急に対応すべきもの、また、改善が必要なものな

ど、その内容は多岐にわたっている。 

例えば、佐世保市情報セキュリティポリシー等に基づいて厳格に管理されるべき

情報管理に関して不十分な点が幾つか見られたが、情報管理の重要性を鑑みるに、

市営住宅の事務における情報管理体制の改善が急がれるべきである。また、市営住

宅に併設されている集会所の使用状況に関しては述べたとおり、今後は、集会所の

使用状況についての報告・確認の管理体制等を構築しなければならないし、内規に

反する集会所の目的外使用に対するチェック・是正等の対応も急務である。他にも、

国税当局からの住宅管理センターへの課税に対する修正申告の指摘に絡み、勿論そ

れ自体も問題ではあったが、さらに佐世保市と住宅管理センターとの情報共有が不

十分であった部分も浮き彫りとなった。第４章の入居事務で意見等を述べた各項目
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については、早急に対応することは難しいところではあろうが、しっかりと改善に

取り組んでいただきたい。 

以上、今回の監査で付した「指摘」「意見」「評価」を真摯に受け止められた上で、

佐世保市の市営住宅事業に関して適正・公平な事務の執行を進めていただくことは、

市民の公共の福祉の増大に寄与することになり、さらには佐世保市の行財政の適正

な運営に資するものであると確信するものである。 

以上をもって、監査人の総括意見とする。 
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