
審議会等の会議結果報告

１．会 議 名 平成２８年度第１回松阪市営住宅のあり方検討委員会 

２．開 催 日 時 平成２８年７月５日（火） 午後１時３０分～午後３時１０分 

３．開 催 場 所 松阪市殿町 1310 番地 2 第一公民館２階会議室 

４．出席者氏名 

（委 員）◎ 赤井伸郎、青木米子、川村明子、角谷三郎、 

田中幸生、廣島賢二、林 弘高、村井浩一、高杉 勲、 

竹村晴夫、岩尾絹江（◎会長 ○副会長） 

（オブザーバー）堀切幹也三重県県土整備部住宅課主幹 

（事務局）竹上真人市長、永作友寛都市整備部長、岡本孝雄住宅

課長、中井弘明管理担当主幹兼係長、野呂幸伸管理係主任、宮本

浩嬉野地域振興局地域整備課長 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 0 人 

７．担 当 

松阪市都市整備部住宅課管理係 

担当者 野呂 

TFL 0598-53-4163 

FAX 0598-26-8184 

e-mail jyu.div@city.matsusaka.mie.jp  

協議事項 

（１）あいさつ 

（２）委嘱状の交付 

（３）委員長及び副委員長の指名について 

（４）現状と今後の取り組みについて 

（５）利便性係数について 

（６）意見交換 

（７）その他 

議事録   別紙 



平成 28 年度第 1回松阪市住宅ありかた検討委員会議事録 

１．日 時  ７月５日（火） 午後１時３０分～午後３時１０分 

２．場 所  松阪市殿町 1310 番地 2 第一公民館２階会議室 

３．出席者  委員：（委員長）赤井伸郎、青木米子、川村明子、角谷三郎、田中幸生、廣

島賢二、林 弘高、村井浩一、高杉 勲、竹村晴夫、岩尾絹江    

       オブザーバー：堀切幹也三重県県土整備部住宅課主幹 

       事務局：竹上真人市長、永作友寛都市整備部長、岡本孝雄住宅課長、中井弘

明管理担当主幹兼係長、野呂幸伸管理係主任、宮本浩嬉野地域振興

局地域整備課長 

４．内容 

（１）あいさつ 

    竹上市長から挨拶 

（２）委嘱状の交付 

    竹上市長から辞令の交付 

（３）委員長および副委員長の指名について 

    「松阪市営住宅あり方検討委員会設置要綱」第7 条第1 項の規定により市長より大

阪大学大学院教授の赤井伸郎委員を委員長に、また、副委員長は委員長の指名により

若葉町自治会町兼若葉団地管理人の松井久委員を指名し、決定した。 

（４）現状と今後の取り組みについて 

    事務局より配布資料に基づき説明 

（５）利便性係数について 

    事務局より配布資料に基づき説明 

（６）意見交換 

    主な内容は以下のとおり 

（委員長） 

 それでは、本年度第 1回松阪市営住宅あり方検討委員会を始めさせて頂きたいと思いま

す。それでは会議に入りたいと思います。 

 まず、昨年度の中間答申ですね。それから経過、今年度の進め方資料になります。資料

3 に集約化の方向性、資料 4 で今後の日程ということで説明を頂きました。これらに関し

てご意見、ご質問など、昨年の事のまとめの中身についての確認などありましたら、そこ

からお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

（委 員） 

 管理人さんを呼んで話し合いを 1 回してもらいました。あれとは別に 5月、6 月で 1 戸

1戸に入ってくるということ？ 

（事務局） 

 改良住宅に個々に入っていくということではないです。この場合、東町改良住宅につき

ましては 5 月 20 日の夜に自治会長さん、管理人さんと地区の自治会の役員さんに集まっ



て頂きまして、これから地域で私ども住宅課の方も入らさせて頂く中で、一緒になってど

うしていこうか？ というのを検討頂きたいという事でお願いにあがりましたので、この

前も出ておりましたが、これから意向調査であったりですとか、入居者の実際の居住実態

の把握という所あたりから進めさせて頂きたいと思っていますので、地域の方で作って頂

いたあの場を元にしながら進めさせて頂きたいと思いますので、市が勝手に個々にという

のは、まだまだ考えておりませんので地域で進めて頂いたものを検討する組織という感じ

ですね、あの組織とタイアップさせて頂きながら、急いで結論を出すという事ではありま

せんので必要な所は時間をかけながら一緒になって検討させて頂きたいと思っておりま

す。 

（委 員） 

  それについても、祇園祭が済むまでは待ってほしい。 

（委員長） 

 もちろん住まわれている方に納得して頂いて進めないといけないので順序は大事だと

思います。  

 去年から参加して頂いている方は、この始めの 1、2、3 ページ、4 ページのところの議

論はしてきたかと思うのですけれども、その中身に関して今後どう詰めていくのか、方向

性については理解して頂いたと思うのですけれども、どう詰めていくのかという事で、そ

れで 6 ページ、7 ページというところがまず、示されているという経緯だと思います。8

ページの所に一覧がございまして、そこで一番右の矢印ですかね、住み替えのお願いとい

うことで、もちろん住まわれているわけですから直ぐにとはいきませんけれども、その方

向性で検討していくのが市として良いのではないか、というまとめ方になっております。 

 8 ページの所を見て頂きますと構造というところに簡易耐火か耐火と別れていまして、

それが基づいて方針というのがあるので、まとめ方としては非常に分かりやすくなってい

るかと思います。今後はこれに向けてどのように進めていくのか、住民の方にも住まわれ

ている方にも納得して頂いて方向性を見ていくという事になるかと思います。 

 はい。ありがとうございます。それでは意見が無いようですので事項書の一番初めの 5

番、利便性係数についてという事で議論を進めたいと思います。 

 利便性係数についてはですね、このまとめのところにも 4ページのところにも前回まと

めさせて頂きましたけれども、松阪市では本当は 0.5～1.3 事で範囲を定めるという事に

なっているのですけれども、これまで利便性係数と言いながら利便性というものを松阪市

の中は 1つというような事で設定をしてきた、という経緯がございます。ですが、もちろ

ん駅前なのかですとか、駅から遠いのか、どういう場所なのかによって、松阪市も広いで

すので場所によって利便性は異なるだろうと、それを考えた場合にそういうところで差を

付ける方が住民としても公正だし納得があるのではないかというような事で、昨年度の委

員会で意見交換をさせて頂きまして、入居者間の公平性を確保するため立地条件、後は設

備ですね、設備も異なりますので、設備に応じて納得のいくような形で差をつけると、そ

ういう利便性についての係数に、一律 0.7 ではなくて、もう少し幅を持たせるというよう

な事を行うのが適当ではないかと、いう様な結論を頂いたかと思います。それに基づきま



して市で、新しい利便性係数の考え方をまとめて頂いたようですので皆様の意見をここで

お伺いしたいという風に思います。 

（委員長） 

 利便性係数の説明に対しましてご意見ご質問等あればお願いいたします。 

 利便性係数という事で利便に応じて差を付けていくというのが望ましいという事で議

論させて頂いて一つとしては個々設備の細かいところがあります。それから後は土地、一

番納得がいくのは固定資産税の評価額という土地の値段というのが一番、利便性に反映さ

れるだろうという事で土地の値段を使っています。それからその組み合わせとして利便性

を作っていくという事ですので、その辺りがどうなのかという事になるのかと思います。 

 いかがでしょうか。たぶん皆さんから意見聞いた方がいいと思うので、意見無くても後

で意見回しますので考えておいてください。まずもし意見がある方がいればその方からい

きたいと思いますけれどもいかがでしょうか。 

（委 員） 

 先程の説明の中で家賃の上がる所がいくつかあるという形なのですね。下がる所はだい

たい納得してくれると思うのですけれども、上がって困る人がいる可能性というのは無い

のでしょうか？ 先程の話では家賃が1ヶ月 7,000 円くらい上がるというのが若葉団地さ

んですか、１ヶ月 7,000 円というのはかなりの負担になってくると思いますので、その辺

の事を考えていくと確かに、私たちは利便性係数もしっかり考えてそれなりの差を付けて

頂くというのは、これは公平性の面で考えれば正しいと思うのですけれども、それをした

ために、そこに住んでいる人たちが、もの凄く住みにくくなってしまうというのが、あっ

たら気の毒だという気もしています。 

（委員長） 

 はい。ありがとうございます。 

同じように思われる方多いと思いますけれども。 

 他いかがでしょうか？ 

（事務局） 

 まず、前提ですが、こちらは試案ですのでこれでいくとか、いかないとかそういう事で

はありませんので、その点だけまずお願いしたいと思います。私どもまだ決めているわけ

ではございませんので、ここをこうしたら？ というのをまずおっしゃって頂けたらと思

います。 

 先程、委員の方からこの試算でいけば家賃が 7,000 円上がる可能性があるというところ

なのですが、当然、下がる場合は直ぐにでもというお話になるのかなと思いますけれども、

もし、結果として上がるという場合については、いきなり上げるというのは中々難しいの

かなと思っておりますので、例えば何年間かかけて段階的にとか、そういう対応も考えな

くてはいけないというケースも出てくるのかなという風には思っています。 



 それからもう一点、実はここには出てきておりませんが、松阪市の場合、減免制度とい

うのを運用させて頂いておりまして、例えばここで家賃が 7,000 円上がるという事なので

すが、ご所得の低い方に関しましては減免の制度を利かすことができます。その場合です

と実際、7,000 円上がると言う訳ではなくて、ご所得の少ない方であれば、2 分の 1 にな

っていますので最大でも 3,500 円程度の値上げかと思っております。その辺りで入居者の

方がどうご判断されるのかというところです。 

（委員長） 

 他、いかがでしょうか。 

（委 員） 

利便性係数なのですけれども、土地係数なのですが、駅からどれだけ近いのか、という

辺りが一番解りやすいかと思うのですけれども。他にも比較的バスの本数が多いですとか、

そういった事も加味した上で判断するのであれば土地係数というのも有効になってくる

のかと思います。けれども、そうでないと土地係数というのが駅から近いかどうかという

あたりで土地の利便性が良いということになってくるのか、スーパー等があり生活環境が

整っている、という事も出てくると思うのですが、、スーパーなどは移転することも考え

られるので、そういう意味では駅から近いかという事、現在バス停がどれだけ近くにある

のか無いのか、バスの本数がどのくらいなのかという辺りを加味した上での土地係数であ

れば、もう少し有効になってくると思います。 

（委員長） 

 その点に関しては、人それぞれ感じるものは違うので、何が一番公平で、解りやすく、

客観的にサービス度というのを捉える事ができるのか、スーパーがあれば良いという人が

いれば、いつも行く病院とかバスとか、出歩く人とあまり出歩かない人で違うと思います

し、そういう意味では固定資産税というのが一番そういうのを表しているのではという議

論だったと思うのですけれども、家賃などはこれに反映しているのですか？ 利便性とい

うのは？ 

（委 員） 

 あくまで参考ですが、上川に昔、マックスバリュの前のフレックスというスーパーがあ

ったのですが、それが有った時は上川の土地は上がって行って、今無くなったらやっぱり

下がって行きました。基本的に今、3 軒隣以内にコンビニが有る場合は 2 千～3 千円家賃

を上げています。それでも入っていきます。結局これも入るか、入らないかの問題があり

ます。そうすると土地の係数も、利便性の中の係数も、これなら 1なら 1と決めておいて、

ただそこにおいて 0.05 や 0.5 のあるやつを、また変えていくという形で中の係数を変え

ることができます。例えば 3階が 0.05、4 階が 0.01、耐火構造 2階建ての場合など書いて

あるのですが、これも 3 階以上でエレベーターがなかったら、も少し大きく 0.01 になる

だろうとか、それは後で調整が効くので、一時的に土地係数とその中の係数の 1を 1で決

めておいて、そこから皆さんの意見で利便性とは何か、駅近と言いますが、ほぼ車持って

いる人ばかりなのに駅にどれだけ近くても乗るのか、という話にもなりますし、スーパー

が２軒ありましたら、その２軒の間は非常に高いです。コンビニも両サイドにあるともう



一つ高いです。なので、これは、それ事にやっていくという事です。桑名なのですが、大

山田団地というのがあるのですが、松阪市でいうとイトーピアです。イトーピアだったら、

今はバスが何本通っているかは知りませんが、当初、昭和 47 年に造った時はバスが 1 日

15 本～20 本走っていたが、今は 4本～5本くらいです。結局、バス付きのということで平

成台もやったのですが結局、その人たちが利用しないからバスが切れていく、それによっ

て値段が変わる、なので係数は係数で全部付けておいて、その時ごとに臨機応変に対応す

るという形でよろしいじゃないですか。 

（委員長） 

 どういう項目にするのかということを皆で納得していかないといけないですし、バスの

本数とか言い出すと限が無いですし、一番良いのは色々な制約の中で、一番分かりやすく

て反映されるのは固定資産税。家賃ももちろん良いと思うのですけれども、公営住宅の場

合、民間の用にフレキシブルに動いているわけではないので、周りの民間住宅の家賃、そ

れと一番、対応してくるのが固定資産税かなというところです。 

私は経済学をやっていますが経済学でも資本化ということで便利が良くなると土地の

値段が上がるという事で土地の値段が上がれば、その地域は発展していったとか、便利が

良くなったのでその土地の値段の動き具合で町の良さみたいなものが分かったりします

ので、そういう意味では固定資産税というのが一番良いというのと、そういう議論から固

定資産税の評価額を使っている他の市が多いですので、そういう風に捉えてきたというの

がひとつなのかと思います。もちろん皆さんで議論して納得するのであれば、項目を変え

ていく、手法を変えていくのは良いかと思います。 

（委 員） 

 今は、土地と設備、比較論を出してもらっていますが、土地につきましては今、住んで

みえる方の価値観ですね。例えば、城跡辺りが良いのか、若しくは公園の辺りが良いのか、

若しくは駅に近いところが良いのか、色々な考え方が多々あるかと思います。そういった

意味から土地と設備が 1対 1になっているというよりは、むしろ設備を重視したやり方の

方が良いのではないかと思います。恐らく路線価というのは時代によって見直されるわけ

です。毎年だったかは忘れましたが発表されています。それによって変動するだろうとい

う事で、あまり細かく考え出すと非常にややこしくなります。やはり路線価に基づいて土

地係数をすると、問題はやはりそれと設備、今住んでみえる方がどっちを重視されるかと

いう事だと思います。駅にどれだけ近くても設備が悪ければどうにもできないという意見

の方の方が多いような感じが私はしております。そういった意味では土地と路線価、土地

と設備、1 対 1 よりはむしろアパートの中の設備、これに重視したような価格設定で良い

のではないかという風に考えています。路線価があれば比率を決めておけば当然、家賃は

その年はたぶん上がると思います。係数を見直さない限りは。あんまりは動かないと思い

ます。 

（委員長） 

 一番、路線価の高い地域と自分が住んでいる地域の比率ですね。 

（委 員） 



 ですから住んでみえる方の意向はたぶんそうではないかと感覚的に思っております。 

もう一点、家賃の話が先程、委員、市の方からご意見など出ましたが、この委員会はあ

るべき姿はきちんと家賃も算定して出すという事が望ましいと思いますけれども、それを

その後に施行するのかどうかというのは、市の行政判断で色々な方法等があると思います。

委員会としては公平性の観点から、きちんと詮議をしておいて実際にそれを施行する時は

減免など、色々な方法の暫定期間を設けるなど方法論はあると思います。そこはまた別の

議論でやるべきではないかと個人的に思っております。 

（委員長） 

ありがとうございます。 

土地はその時々で変わってしまうので設備の方が安定性はありますね。土地の方は安定

性の面がありますのでそこをどう考えるのかということになってくると思います。 

先程もお話ありましたように別の観点などあれば。 

（委 員） 

別の観点から言えば、基本的にここで出たことは先程、事務局が言って頂いたので、補

正率もあるだろうし、今入っている人の家賃を 7,000 円上げるのか、3,500 円なのか 1,000

円だけ上げるのか、それは別にいいのですが、新しく空いて入る場合の価格決定をまたす

るという事なので、結局、入っている方の家賃を上げるのではなくて、入っていて下げて

ほしい人は下げさせてもらって、新しく出入りされる方の価値観の新しい基準を決めてい

くという事が大事であって、私どももそうですけれども 30室あったら 30室ほぼ値段が違

うので、その時の相場によって変わります。一番ひどいのはアパホテルというのがあるの

ですが、1泊 5,000 円なら、僕らが泊る土曜日は 15,000 円に変わるわけですよね。それと

一緒で僕らのアパートでもそうですが、結局、三菱が来たり、パナソニックがいた時と上

がっていて、その近くは全部下がってしまったとか、色んな形があります。市営住宅は基

本的に形をきれいに決めて、納得のいく形で基準値が入らなかったら補正しなくてはいけ

ないので、たまたま若葉町が一番良いのだといって、7,000 円上げてその後、逆に 7,000

円に上げたら次の入居者がいないという事なら下げる形になるので、あくまで新しい人た

ちが出入りする基準を決めていくと、いう形で今、一度に全部変えるというわけではない

ので、徐々にそこは変えて頂いて、今、部屋のリホーム料が徐々に上がっています。だか

ら、そのような事も踏まえて、やれることをやっていかないと市としても辛いかなという

部分かと思います。 

（委 員） 

 宅地建設物取引業協会の立場としてご意見させて頂きたいと思います。当然この固定資

産税の中での係数若しくは設備の係数に関しましては非常に素晴らしいかと思います。当

然これは個人で住宅を持っている方にとっても当然、固定資産税がかかるわけですし、そ

ういった平等という観点から見ると、こういった基準で算定がされているのであれば市民

の皆さんにも説明がつくのではないかと思います。 

ただ一点、気になったのですが、高層、もしくは建築年数による評価点というこれが少

しよく分からなかったのです。これはどう評価されているのかを教えて頂きたいと思いま



す。 

（事務局） 

 去年の第 4回あり方検討委員会の方で、市営住宅の応能応益の家賃の決め方でご説明さ

せて頂いておりまして、応能応益家賃につきましては、国が家賃算定基礎額といいまして、

そのご世帯が月の収入がどれくらいかのご世帯かによって全国一律で、例えば月のご収入

が 0～10 万の間の人は、いくらですよというのを国が決めています。全国共通の公営住宅

の所得に応じて決められている家賃に三重県の立地係数ですね、というのも市町村の立地

係数が全国で位置の中での立地係数が決められていまして、松阪の場合ですとそれが 0.85

という数字になるのですけれども、国が決めた基礎額に、松阪の場合ですと国が決めてお

りまして、0.85 というのをかけさせて頂いて、おっしゃって頂いた規模、お部屋の大きさ

も全国共通になっていまして 65 ㎡をベースにそれよりも、そのお部屋が多いか少ないか

で規模係数が決められています。65 ㎡がベースになっておりまして、65＝1 となります。

部屋の大きさによって掛け算をします。先程、言って頂いた、古さという部分も経年係数

という事で古さに応じて動く係数を設けさせて頂きまして、これも木造か木造外かで建て

られてから年数が経てば経つ程、家賃が下がるように係数が設定されております。今回議

論させて頂いていますのは、それプラス利便性係数をさらに市町村独自で設定をするとい

うことができますから、ここの部分をどうするかです。なので、建物の古さや大きさや、

それから全国的な位置関係での条件というのが一律で決定されておりまして、市町村で設

定を変えられるという所が今回、ご議論頂いております利便性係数という事で、こちらに

つきましては設備と市内うちでの土地の利便性がどうかという部分をどこまで考慮する

かという所で決まってくるので、建物の古さっというのはそもそも入っているという所に

はなりますのでご理解を頂ければと思います。 

（委員長） 

 部屋の広さや年数が考慮されて、さらにその上にどういう風に入れていくのかというこ

とを議論している感じかと思います。 

（委 員） 

 改良住宅でも家賃を 7万払っている人が現実にいます。今年は 3件くらい若い人が出ま

した。7 万というと建て売りが買えます。そういう所へ変わられたお家が今年で３件あり

ます。家賃の問題を今日、問題提起されて私は低所得者で、元々こんな家賃も払えないし

という事で、今日は計算方法だけ解ったなということで次回の時に討論に参加させて頂き

ます。 

（委 員） 

 話が少しずれますが、私は宝塚なのですけれども、棟によって家賃が違うという事を聞

きました、それは市の方から説明してほしいです。 

（事務局） 

 先程、家賃の計算の仕方がご所得に応じて変わる部分、松阪市の立地係数、部屋の大き

さ、経年、建てられてから何年たった物件かによって変わってきます。実は 1戸 1戸計算

させて頂いておりまして同じ団地でも値段が違うといいますのは、一番効いていますのは



特に宝塚なんかですと建築年数が棟によって違います。14 棟と 15 棟、実際の数字は分か

りませんが、もし、建築年数が 1年違っておりますと新しい方が若干高くなります。建て

ている年代によって同じ団地の中でも部屋の大きさが微妙に違う場合も稀にあるのです

けれども、主に同じ団地でも、値段が変わってくるということは、その棟が建った年数が

違う可能性があるのと、部屋の大きさが棟によって微妙に成形が年代によって違いますか

ら、その辺りで差が 100 円とかの世界になるとは思うのですけれども差が出てくるという

ことになると思います。宝塚は 1 棟から 16 棟までございまして建っている年代がやはり

違うものですから、同じ団地の中でもそこで差が、値段が変わってくるということに応能

益の場合はなってきます。

（委 員） 

 100 円くらい違ってくるのですか。 

（事務局） 

 だいたい 100 円くらいだと思います。 

（委 員） 

 明日委員会に行ったら聞いてほしいと言われたのです。 

（事務局） 

 先日たまたま宝塚団地の入居者の方がおみえになって、ご近所でも話されたそうですが、

「自分の棟の方が 100 円高い」だとか「隣の棟は 100 円安いのだがなぜか」といったこと

を話されました。そこでよくよく調べてみると、やはり建った年数が 1年違うものですか

ら、市営住宅の家賃は、100 円未満は切り捨てさせていただいておりますので、年数が違

ってもたまたま家賃が同じというところもあれば、たまたま 100 円違ってくるということ

もあります。やはり棟によって変わってきます。逆にいえば、同じ棟で部屋の大きさも同

じであれば全く同じ値段になるはずです。ただ、そのご世帯のご所得が多い方であれば、

所得によって家賃が変わる部分がありますので、違うこともありますが、最低の家賃でご

収入も同じ世帯で同じ棟であれば基本的には同じになると思います。 

（委員長） 

 細かいことですが、今の話の中の年数というのは年度計算ですか、日付計算ですか？家

賃改定はいつも 4月にするのですか。 

（事務局） 

  そうですね。毎年 4月から行います。 

（委員長） 

 細かい話で良いのかわかりませんが、気にされているので。たとえば 5月に建った建物

と 3月 31 日に建った建物では若干違うが、同じ年度とみなしているのか。 

（事務局） 

  年度計算で決めさせていただいております。 

（委員長） 

 そうなのですね。日付だったらその日で年数が 1 年増えたり変わったりしますからね。

まあ年度ということで、4 月、時点の年度で見て何年経ったかということなのですね。次



の委員の方、何かよろしいですか。 

（委 員） 

 私も今減免手続きで安く家賃を入れさせていただいているのですが、もし他の処へ住み

替えをした場合はどうなるのでしょうか。 

（事務局） 

 少し利便性係数が変わるところがあるのですが、市営住宅については先ほどの計算のよ

うに計算させていただく事になるので、今、上川町団地に住んで頂いていて先々住み替え

て頂いたとして、例えば高田団地へ住み替えて頂いたという事になりますと、高田団地の

経過年数、部屋の広さで計算をし直させていただくので経過年数や大きさで考えるとおそ

らく値段は上がられることになると思います。ただ、減免の制度自体はどちらの団地に住

んでみえる方でも具体的に月のご収入が26000円以下ですと二分の一に減免という制度な

ので、上川で今家賃が 7,000 円で高田団地に替わってから本来 14,000 円になったとして

も減免は同じように二分の一にはなるのでそういった形で払っていただくことにはなる

と思います。 

（委員長） 

 新しく替わったところが新しくて広くて、という事であればやはり高くなってしまうの

ですけれども、減免であればそこまで上がることは、という事でした。だいたいみなさん

の意見聞きましたけれども、特にもう一度追加で、ということはいかがでしょうか。今論

点として出た中で皆様と議論すべきと思ったのは、シミュレーションや資料 6にも様々な

ケースが載っておりますが、設備と土地の比率をどのようにするべきなのか、というとこ

ろが一つの論点だと思います。ここでは、黒く太字で書かれているところは 2：1 なので

すけれども 0.5：0.5 という 1：1のものもありまして、ここは少し難しいのですけれども、

主に家での設備、家にいる時間が長くて出かけるところの利便性よりも家の中にいる利便

性の方が重要だという意見が多ければ、2：1という形にもなりますし、若い人であれば毎

日どこかへ出かけるということであれば、家は少し狭くても、家の大きさというか家の設

備ですね、家の設備があまりなくても家の近くにコンビニや駅があったり、車を所有して

いるなど、どこに位置しているかが重要だというのであれば土地の部分も出てくるのでは

ないかと思います。そこのところで何かご意見ありますか。 

（委 員） 

 先ほど設備と家の関係で言わせていただきましたけれども、三重県は確か 1：1 だとお

っしゃられましたよね。他の市町村はどうなっているのか。ただ、今すぐ 2：1 になると

かそういた事は思っておりませんが。 

（事務局） 

 すみませんが、他市の比率は細かいところまでは分からないのですが、後ろに資料の方

つけさせていただいているのですが、たとえば鈴鹿市さんであると土地の方が 1で設備の

方が 2ですね。細かいところまでは見ていないのですが、申し訳ないです。 

（委 員） 

 ありがとうございます。まあ、委員会は今日で終わるわけではありませんので、また市



の方で全体的にどのような比率が良いのか、1：1 なら 1：1 でも。私は設備の方に重点を

置くべきではないかなと思ってまして、全県的な各市の状況を細かく調べていただけたら

なと思います。 

（委員長） 

  はい。そこは調べていただいて他がどうなのかというのも参考になればなあと思います。 

（委 員） 

  それに付け加えて各団地の入居者の年齢も教えてほしい。高齢者の世帯なのかどうか。 

（委員長） 

  それについては昨年の会議でも出てましたね。 

（事務局） 

  そうですね、そちらについてはまた調べさせていただきます。 

（委員長） 

個人情報の部分もあるかと思いますが、可能な限りで良ければ出していただければなあ

と思います。他にはよろしいですか。あともう一つ議論に出ていたのが、家賃が上がる場

合に、いきなりというのは難しいのでそこをどう対応していくのかということで、減免の

方は上がる部分はその分圧縮されると思いますが、そこに関してどうかというところは他

のところで経過措置を設けるとか、先ほどおっしゃったように、新しく入られる方はその

値段でということですよね。経過措置というのも行政上は大丈夫なんですよね。そういっ

たところが民間と考え方が近いということですね。最初におっしゃったように新しい人に

対してどういう風に入れるのかという基準について、また入っている方にも配慮というの

は考えていかなければいけないと思います。出た議論のポイントはだいたいそういったと

ころになると思いますので、また次回に向けて議論を整理させていただきまして、またこ

こで提示させていただいて意見交換、そしてまとめていくという形でしていきたいと思い

ます。そして今日出していただいた利便性係数につきましては、まさにそうだとは思うの

ですが、ここに載っていないところで小集落改良住宅という部分がまだ残されておりまし

て、それに関しては今定額家賃制度ということになっているんですけれども、これも同じ

ように利便性係数を詰めていく中でこちらのように定額になっている建物に関しても入

居者の公平性ということもありますから議論をしていかなくてはいけないのかなと思い

ます。その小集落の住宅に関してどのように家賃のあり方を考えていくか、特に設備が重

要になってくると、お風呂が今後標準化していくという中で、標準化された住宅とご自分

の負担でお風呂をつけられた住宅と同じ値段というのも、公平性の面で問題が出てくると

思いますので、これはこれとしてもう少し定額家賃の制度になっている住宅に関しても、

利便性の在り方というのを議論していかなくてはいけないと思います。これはまた今後も

議論していかなくてはいけないと思います。はい、利便性係数についてはよろしいですか

ね。それでは次の事項 6、意見交換ということで意見交換させていただいておるのですが、

その他ということも含めまして、その他で考えることありましたらお願いします。 

（委 員） 

 始めて参加させて頂いて。私は差別を無くす運動をしています。その観点から、差別性



というか、同和問題について委員さんできちんと話をして頂いたのかを事務局に聞いたの

です。その辺りは…という事なので、私のお願いとしては東町、京町も含めて改良住宅を

議論する前に同和問題とは何かとか、きちんと委員さんに分かってもらって、所謂小集落

改良事業ということを議論してほしいです。同和対策事業に基づいて改良住宅は建ったの

で、それも東町の私たちの場合、私たちは 5年かけて東京まで交渉に行きました。そして

自分たちの車で伊賀、明和など住民を連れて行って、委員会も作りそこで建設された訳で

す。自分たちで役員を決めて作った当時から実現できたのは 6年後です。その間、市とも

話し合いをして色んな事をした結果できたということを、初めにお話をさせてもらって同

和対策事業というのを皆さんに分かってほしいです。なんでといったら 2月にある喫茶店

に行くと私の席の後ろで差別的な話が出ておりました。差別というものが私たちは無くな

っているとは思っていません。それを理解した上で話をしてほしいです。 

 皆さんに分かってもらえるように別に資料があればこれ以外の資料を渡してほしいです。 

（事務局） 

 先程、委員の方から仰って頂いた小集落改良住宅について今日は議論にはなっておりま

せんが、これから地域のお声も頂く中で、またこちらの委員会の方にも地元の声も反映さ

せて頂きながら、これから小集落改良住宅をどうしていくのかという議論も出てくるとい

うところもございます。その部分で委員のお気持ちとして、同和対策事業などの部分を踏

まえた上での議論をしたいというお気持ちかと思います。ですので、その事業の成り立ち

など、そういった同和行政の部分の参考資料を今、頂きましたので、どういう背景ででき

ているのかというのを皆さん知って頂いて…。 

（委 員） 

  早く、委員さんに送ってほしいです。 

（事務局） 

 わかりました。 

 書類の方を用意させて頂きまして、各委員さんの方のお配りさせて頂いて、それを見て

頂いた中で過去にこういう取り組みをしてきて、或るはこういう趣旨でしてきてというと

ころを踏まえた上で、今の現状としてこれからどうしていくのかという議論をこれからし

て頂くことになると思います。 

（委 員） 

 公開で産業振興センターでした時は、私の資料に入っていると思いますが、いわゆる我

が家のように財を出して、部屋を出してという意見もあったと思います。私の所の団地は

未だに百姓をしています。自分の家の作業部屋で部屋を作ったのです。 

 その前にも委員会を進めていく中で積み立てをして将来に備えようという意見もでて

いました。それも作る予定でいたのですが、あんまり…とその当時は違ったので、風呂や

増築、自分の家で百姓をしているので納屋を建てました。そんなことで結局、現実には消

えていきました。それはまた進めていく中で発言させて頂きます。 

（事務局） 

 ベースになります共通認識だけは持って頂きたいと思います。資料の方は後日、各委員



さんの方へ配布させて頂きたいなと思います。 

 過去のそういう経過を踏まえながら、現在の現状、将来、どうしていくべきなのかとい

う所は、それぞれお考えが違うと思いますのでその部分ではご意見い頂けたらと思います。 

（委 員） 

  また、意見頂きたいです。 

（事務局） 

 今年度、これから小集落にかぎらず駐車場の問題や指定管理の方の議論もさせて頂くの

ですけれども先程、各団地の年齢をというような事で仰って頂きました、他の委員さんの

方からも、「こういった資料は？」というとこがございましたら仰って頂きましたら、ご

用意させて頂きたいと思います。 

 それから、今、予定では駐車場だったり指定管理者制度だったり、小集落改良住宅とい

うのが、今後の議題にはなってくると思うのですが、逆に今まで議論はしていないけれど

も、こういうところは議論しておいた方がいいのではないか、という逆に新しい視点が委

員の皆様の方にあるのでございましたら、そのテーマを掘り下げるという事も考えており

ますので、個別に資料やご意見などありましたらお聞かせ願えればと思います。 

（委 員） 

 これも検討課題に入れてほしいのですが、今は建物だけですが、実際に東町改良住宅は

空き地を持っています。うちが草刈りを毎月行い管理しているのですが、その事もここで

議論してほしいです。 

（事務局） 

  わかりました。その辺の部分も仰って頂ければと思います。 

（委 員） 

  委員さんには 1回見て頂いているのですよね？ 

（事務局） 

 去年、見て頂く方は市営住宅の部分は見て頂いております。 

 細かい話になってくると時間も限られているのでという所があるかと思います。ですの

で、全般的な市営住宅に共通する部分でまずは議論させて頂ければと思います。東町改良

住宅のここの部分ということであれば逆に、住宅課と個別に話をさせて頂きたいです。こ

の場で議論すべき内容と住宅課と東町改良住宅のあり方というのを… 

（委 員） 

 ここできちんと公平性ふくめて、というのはいつまでたってもうちの自治会が市の空き

地を管理していくというのは将来的に無理な話なので、その土地にどういう価値があるの

かという事をここで議論してほしいです。住宅課からは駐車場という提案もあったけれど。 

（委員長） 

 他の住宅でも同じような状況が有れば、状況を整理してあり方というのは全体の公営住

宅のあり方の中で見て行き、その方針を決めた上で後は個別に市で対応していくという。

方針として誰が管理していくのか、駐車場にして行くのかというのは個別ではないですが、

去年も議論は出ていましたので、その方向が決まったら後は個別にということで。 



 今、委員が仰って頂いたように私たちが知らない昔の事もありましたし、そちらも学ん

だ上で今後のあり方というのは、もちろん考えていかないといけないと思いますので、そ

こを資料整理して頂いて、また次回から議論したいと思います。 

 その他の関しては他、何か不足的な事ありますでしょうか。何でもいいのですが無いで

しょうか。 

 それでは、無いようであれば第 1回あり方検討委員会を終了したいと思います。事務局

お願いします。 

（７）その他 

次回開催（８月３日）予定の案内、今後必要な資料があれば事務局へ申し出ていただくよう案内を

行った。 


