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審議会等の会議結果報告

１．会 議 名 平成２８年度第２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８月３日（水） 午後１時３０分～午後３時 

３．開 催 場 所 松阪市殿町 1310 番地 1  市役所５階特別会議室 

４．出席者氏名 

（委 員）◎ 赤井伸郎、○松井久、青木米子、川村明子、角谷

三郎、田中幸生、廣島賢二、村井浩一、高杉 勲、慶徳亘紀、竹

村晴夫（◎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）永作友寛都市整備部長、白藤哲央都市整備部次長、

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 

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）駐車場使用料の取り扱いについて 

（３）小集落改良住宅の家賃制度について 

（４）上川町団地・宝塚団地の住み替えに係るアンケート（案）について 

（５）その他 

（６）意見交換 

議事録   別紙 
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平成 28 年度第２回松阪市住宅ありかた検討委員会議事録 

１．日 時  ８月３日（水） 午後１時３０分～午後３時 

２．場 所  松阪市殿町 1340 番地 1 市役所５階特別会議室 

 ３．出席者  委員：（委員長）赤井伸郎、（副委員長）松井久、青木米子、川村明子、角

谷三郎、田中幸生、廣島賢二、村井浩一、高杉 勲、慶徳亘紀、竹村

晴夫    

       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：永作友寛都市整備部長、白藤哲央都市整備部次長、岡本孝雄住宅

課長、浦口学住宅整備担当監、中井弘明管理担当主幹兼係長、野

呂幸伸管理係主任 

４．内容 

（１）あいさつ

    赤井委員長から挨拶

（２）駐車場使用料の取り扱いについて

    事務局から配布資料に基づき説明

（３）小集落改良住宅の家賃制度について

    事務局から配布資料に基づき説明

（４）上川町団地・宝塚団地の住み替えに係るアンケート（案）について 

    事務局から配布資料に基づき説明

（５）その他 

（６）意見交換  

（委員長）

お暑い中、お集まり頂きありがとうございます。第２回市営住宅あり方検討委員会を始めたい

と思います。

それでは議事という事で、事項書を見て頂いて 2 番の駐車場使用の取り扱いについて、議題と

したいのですけれども、駐車場料金については昨年度、本来入居者全体の共有スペースに自動車

を所有する特定の方が専有しており入居者間の公平性の面で何か問題が有るか、いわゆる公平性

の意味では使用料は自動車を使っている方に払って頂く方が良いのではないか、というような意

見。徴収する金額や徴収方法についてもう少し整理して議論すべきではないのかという意見もご

ざいました。その部分に関して議論したいという事です。それでは事務局お願いします。

（委員長）

 ありがとうございました。少し細かい説明も入っていますけれども、後は皆様から意見をいた

だきまして、実際に住まわれている方のご意見も聞かせて頂いて、望ましい方向性について議論



- 3 - 

できたらと思います。

（委 員）

一つ教えて頂きたいのですが、この近隣駐車場の価格というのを比較部分で出して頂いていま

すけれども、この駐車代は舗装であったり、未舗装であったりとかという部分も考慮されて比較

されているのでしょうか？ 例えば、市営住宅の中で舗装されている所は変わってくるのでしょ

うか？

（事務局）

基本的にはインターネットで調べられる範囲でさせて頂きましたから、確認させて頂いた物件

につきましては基本的には舗装がしてあるようなところということで理解して頂けたらと思いま

す。舗装がされていて駐車ラインがきちんと引かれているような物件という事でございましたの

で、そういったものがこういう値段で民間アパートの場合は設定がされているという感覚です。

（委 員）

そうすると市営住宅の方も全て舗装されていると？

（事務局）

市営住宅の方は団地によって違いまして、例えば平成に入ってから整備しました若葉町団地、

城南団地につきましては建設時点から駐車場まで設計に含めて建設をしておりますので、駐車ス

ペースも全てアスファルトで舗装されていましてラインも引かれており、台数分が確実に確保し

てあるという状況です。ただ、昭和 40 年代～50 年代に整備された団地については、ベランダ側

の芝生の部分を停められるように斜めに停めて頂いたり、そういった所もあります。高田団地で

は空き地の部分、砕石だけさせて頂いたところへ駐車をして頂いているというものもございます。

その辺りはバラバラです。また、その辺りも差を付けるかというところもご意見いただければと

思います。

（委 員）

価格は同条件ではないという事ですね？

（事務局）

はい。あくまで参考の段階でという事で。

（委 員）

もう一つ教えて頂きたいのですが、利便性係数に反映するということでございましたが、最初

の家賃設定の時に駐車場のある団地、駐車場の無い団地は加味されていないという事ですか？

（事務局）

前回に出させいただきました資料では駐車場の有無によって家賃や利便性が変わるように設定

させて頂いておりました。なぜ、そうさせて頂いたかというのは、駐車場を使っている、使って

いないにかかわらず駐車場が有る団地であれば、借りようと思えばいつでも借りられるという部

分と、来客があるような時に停めるスペースが有る、という事で駐車場自体の有無という部分で

実際に駐車しているかは別にしても、駐車場があることによって多少の便益は上がっているのか

というところで、駐車場の有無だけでも反映できるように設定はさせて頂いております。

市町村によって考え方は違うのですが、他の市町で利便性係数の方で駐車場の有無で差を付け

てなおかつ、駐車場料金の方を取っているところもあれば、駐車場料金は取らずに利便性係数の
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中で駐車場の有無だけを反映している自治体もありました。方法は自治体の考え方の部分になっ

てくると思います。ただ、説明もさせて頂いたように利便性係数で反映しまうと駐車場の有る所

と無いところの差は付ける事ができるのですけれども、同じ団地の中で停めている人と停めてい

ない人の差というのは生み出しにくいというデメリットはありますので、そのあたり従来から皆

さんがおっしゃっている公平性というところをどこに求めて行くのか、どの水準で求めて行くの

かによって選択肢が変わってくるのかなという風に思います。

（委員長）

他に質問、いかがでしょうか。

（委 員）

私の勘違いかもしれませんが、去年の報告書ですけれども、市が徴収して管理をするという話

と、もう一点は現在、団地ごとによって徴収して自治会の活動に使ってみえるというところもあ

るということですけれども、今の説明ですと市が収納するという形になっていますけれども、各

団地の管理組合で徴収して差益を管理組合の活動に使うというのは検討の対象外になっているの

でしょうか？ そこら辺はどうなのでしょうか？ 趣旨は行政コストが非常に増えるのではない

かと思っての発言です。

（事務局）

その部分で、私どもも調べさせて頂いていたのですが、公金というところの中での縛りは当然

ございますので、その点はあるのですが、指定管理者制度みたいな話の中で指定管理を受けた団

体が使用料金を徴収して、それを指定管理の費用に充てて行くというのは、できない事は無いの

ですが、駐車場の部分だけ指定管理をかけるとか、そういったことは非常に難しいです。他の市

町村も見させて頂いていたのですが、大阪の方の市営住宅ではカークラブという名前で各団地に

管理組合を作られたらしいのです。そこで徴収をして管理をされていて、それに対して市の方か

らは補助金のようなものが出ていたというやり方をされていたところはあったらしのですけれど

も、そういったやり方の中で市の方から出てくるお金の部分が実際、地元で使われるお金よりも

多い場合に残ったお金が何に使われているかというと、地域の祭りであったりとか、自治会活動

に充てられているとのですが、それが本来の駐車場の使用料そして集めたお金の使い道としてい

いのかという問題になったりしている自治体もあると聞いていまして、駐車場料金として徴収す

る部分と、もし、地元の方で色々な業務をして頂くことに対して対価を払うという事であれば分

けた形の中で委託料という形でお出しするとか、そういった方が会計処理上も明確になってお金

の使い道としても適正ではないかというところがあるかと思っております。元々は公金なので市

が基本的に１回は徴収しなくてはいけないという会計処理上の話としてはあるものですから、そ

のまま集めたお金をそのまま地元の方で内部利用をして使っていくというのは実質的に難しいと

いうところはあるみたいです。

（委 員）

行政コストがかかってくるという事と、近隣の駐車場料金、実際の市の規則による算定結果 10

分の 1 程度になるという事ですけれども、これは市の規則でいいのではないかと思いますけれど

も、団地ごとによって駐車場のスペースのある所、場合によっては無い所、場合よっては足りな

い所、色々パターンがあって非常に難しい運用をされるのではないかと思います。 
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もう一点は、指定管理を視野に入れて駐車場をどうしていくのかという事を考えていかないと

いけないと思いまして、そこは団地の自治会に任せて、団地の自治会は友好的に親睦をはかる場

として活用されればいいと思っての発言でございますが、市が公金だという風に決められるのな

らば、その覚悟を持って一番良い方法を我々に披露すべきかと思います。

（事務局）

先程、説明の中で触れさせて頂きましたが公金という縛りがあります。でも、その地域で管理

していただければ市の方もコスト的にも助かりますというところがあります。本来ですと各個々

人に“一区画いくら”と市がお貸しをするという話になるのかと思いますが、例えば団地によっ

ては面で契約するという方法があります。個々の人が市から契約して借りるのでは無くて駐車ス

ペースの割り振りとか保管証明書の発行は引き続き自治会などで取りまとめをするのでとおっし

ゃって頂けるのならば、市が自治会や管理組合みたいなものに駐車場を 1 個 1 個、お貸しするの

ではなくて面的にお貸しさせて頂いて団体さんの方から市へ使用料を払って頂くと、個人で借り

て頂くよりまとめて借りてもらって色んな事を地元の人でやってもらえるのならば市は楽になる

ので、その場合、同じ駐車料金でも例えばそういう団体でまとまって、細かい事務も行うという

条件で面的に借りるとおっしゃって頂けるのならば、例えば使用料を下げるとかですね、その分

行政コストは市としては手間がかかりませんので、そういう手法をすると地元も例えば本来の安

くなった使用料より少し上乗せをして皆から徴収してもらうようにしてもらうと、地域で使って

頂くお金も少し内部的には作れるのかと思ったりもするのですけれども、その辺りが現実的には

どうかと思っています。 

（委員長）

色々と論点はあるとは思うのですけれども、他いかがでしょうか。 

（委 員）

最終、色々案を出して頂いているのですけれども、最終この場で何処まで持っていくのかとい

うのが私も分からないのですけれども、基本は、それぞれの管理組合さんが、やる気があってや

ってもらえるのか、それから、そこに住む人たちが納得してもらえるのかというようなところが

ポイントだと思うのです。基本は事務局が言われたように市が全部収納するのが一番スムーズで、

本当は、お金は色々と問題が出てくるので一つにまとめて集めるのが一番良いのかとは思うので

すけれども、基本はやはり市がまとめて集めていくという風な事が一番良いと思います。ただそ

の下に書いてある案ですね、管理組合でうちはこうやりたいんだ、その方が住む人にとってもメ

リットがあるんだという思いがあるのでしたら、そういう風な案もですね、もう少し検討しても

らったら良いと思います。 

（３）に書いてある利便性係数についても参考に書いてもらったかと思うのですけれども、や

はり住人にとっては公平性がないというような認識が持てると思いますので、これは少しどうか

なという意見があります。 

それから、駐車場の料金表ですけれども、使用料の目安としては出してもらって、これにそれ

ぞれの、地域の状況、費用、コストをこれにプラスしていくという話で流れとしてはこれで出し

ていってもらう方が納得性がある金額が利用者の方へ持っていけるのかと思います。金額的には

実際にもうちょっとですね、あくまでインターネットで近隣のを調べただけという事ですが、や
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り方としてはこういう風な形でやっていってもらえれば良いのかと私は思いました。以上です。 

（委 員）

今、駐車場が無い所は、新しい駐車場を作るという議論ではないのですよね？ 現状のままを

維持して利便性を含めての話ですよね？  

（委員長）

はい。確認でよろしかったですか？ 

（委 員）

私のところは 281 軒で駐車所は 300 区画あります。１軒に１台と言っているのですけれども、

何台も停めている人がいて、ある棟では隣の民間駐車場に４千円払って停めています。自分の棟

に停められないので。今度、この案をきちんとして頂いて駐車場代を取るというなら、きちんと

白線を引いて部屋番号を書いて１軒に１台としてもらって、ちゃんとして頂きたいです。そうで

ないと不公平が出ますので。５台ある家は５台停めていますから。 

（事務局）

これまで駐車料金を市の方が取っていなかったので地域の実情に合わせて地域で運用を今まで

して頂いていました。体のいい言い方ですが、実際は市の方はノータッチの様な状態で公金を取

っていなかったというところが往々にあったと思います。料金を取るという事になると当然、お

金を取っていくわけですから行政としての責任は従来よりも重くなりますし、それから本来は従

来からしなければいけない部分も当然、管理責任としてはあるのですけれども、料金を取るから

にはさらに高い管理責任が問われるのかということは私どもも認識はしております。ただ、先程

言われた 1 軒で５台停めて頂いているとか、１台だけ使ってみえるとか、この状況も清生町団地

の方は入居戸数よりも駐車場がかなり多いので、そういったことをして頂けるという風に思いま

す。また、団地によっては１戸に対して１台分しか確保できない、余力がないというような団地

も当然有るかと思います。ですので、団地によって状況が異なりますけれども、その辺も松阪市

としては基本的なルールを共通化させて頂かないと、料金を同じように取っていくという話には

ならないですから、まずその辺も整理をさせて頂いてからでないと導入をしていくのは難しいか

と思っております。なので、各団地の状況に応じてお聞きしながらルールの共通化をさせて頂く

必要があるのかと思います。余力のある団地であれば２台目、３台目も、棟から近い場所を割り

振れるかどうかというのはあるにしても停めて頂く事はできると思います。そもそも、16 戸のア

パートで 16 台分しかない中で例えば、車を持っていない方もお在りで２台持っている方もお在り

の場合、どのように扱うのかというのもあろうかと思いますので、その辺りを当然、料金を課す

までには整理をさせて頂き、逆にそれが整理できないようであれば料金を取っていくのはどうな

のかと私どもも思っておりますので、その辺もまた、地域の状況を確認させて頂き検討させて頂

きたいと思います。 

それから、これは公金という形になりますので、当然、この委員会で今日お伺いして参考にさ

せて頂くという事になるのですが、最終決定につきましては条例等で規定をしていく話しになろ

うかと思いますので、最終的な判断というのは議会の承認も得た中でという事にはなろうかと思

いますので、今日の議論で直ぐにどうこうというのもない部分はあるのですけれども、色んなご

意見をお伺いできればと思います。 
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（委 員）

車を持っている人とか持っていない人とか言うけれども、７０歳以上の人はヘルパーさんが毎

日来るので１台は確保してもらう必要があります。駐車スペースがないので今は道に停めている

のです。道へ停めていると邪魔だから退けてくれと言われます。ヘルパーさんは１週間の内６日

来るわけで、そうすると駐車場がないと危ないので１軒に１台はお願いします。

（事務局）

来客用の駐車場をどう考えるというのがありまして、余力のない団地につきましては来客用ま

で確保するのはどうかというところはございます。駐車スペースに余分があるという事ならば来

客用というところも、どう考えるのかと整理させて頂く必要はあるかと思っております。

（委員長）

元々のこの議論が始まったところが入居者間の公平性ということなので、まさに、その所の議

論というのは重要かと思うのですけれども。今、一人で５台使っているというのは皆の了承を得

ずに使っているのですか？ 今はどういう状況なのですかね？ 早いもの勝ちなのですか？

（委 員）

 そうです。空いていたら停めます。

（委員長）

 停まる場所は毎日、変わるのですか？

（委 員）

 変わるというよりも、そこに停めるんですけれども、結局、停める所が無く、私の棟の駐車場

が空いているので他の棟の人が皆、停めに来ています。

（委員長）

 暗黙的に誰がどこに停めるか、管理はどうされているのですか。

（委 員）

 暗黙です。なので、他の棟の人は停める所がないから隣の民間駐車場に４千円払って借りてい

るということです。そこのお家は１台も駐車場に停めれないで駐車場を借りています。１軒に１

台と言うけれども停められないお家もあります。

（委員長）

 それは、５台停めている人に対して…

（委 員）

 私の棟の駐車場に３台停めて、その棟に２台停めています。

（委員長）

 棟ごとに違う感じですか？ もちろん、３台、５台、停めている人に対して停められない人は

文句を言いますよね？ 

（委 員）

 なので、駐車場代を取るならきちんとしてほしいです。

（委員長）

 もちろんそうなのですけれども。それ以前に中で揉めたりするのを上手く調整するような仕組

みが管理組合の中には今、無いということですね。
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（委 員）

 よく、揉めています。

（事務局）

 清生団地は地元で割り振りを決めてもらっているのではなかったですか？

（委 員）

 １台はそこに停めて、２台目からは余所で車庫証明を取ってくる。なので、あそこの台帳には

載っていないナンバーがたくさん停まっています。

（委員長）

 １軒に対して１台は必ず確保できているのですか？

（委 員）

 できていないから、他の人は隣に駐車場を借りています。

 他の人が退けてほしいと言っても退けません。２台目を停めています。

（委員長）

 そういうのは自治体側で議論・処理するのですか？それがこの議論の前提になっているのでは

ないですか？

（委 員）

 恐らく色々なパターンがあると思います。ですから、駐車場をどうするのかという議論をする

中において、各団地の特性を掴んで平等に割り振れるようにやるべきです。ここは自分の駐車場

だという事で平等に割り振れるようなことをしていく必要があると思います。場合によってキャ

パが足りないようであれば抽選と言う事もありえるわけでしょう？

（事務局）

 それをどう考えるかという事です。

（委 員）

 私はそれは大事な事だと思っています。団地ごとに決めていくことが必要だと思います。

（委員長）

 そこの公平性が１番重要じゃないでしょうか。

（委 員）

 抽選になるのか、抽選にもれた人は民間の駐車場に３千円、４千円出してそのような所をたぶ

ん借りられると思います。そこの問題は行政でなければ難しい問題も出てくると思います。

（委 員）

 先程の話を聞いているとかなりの荒治療をしない事には、ものの解決というのは、今まで地元

に振り分けといて、今度は行政がきちんと公平にやると言うなら行政が加入してきちんとやらな

くてはいけないでしょう。かなりの荒治療が必要だと思う。今まで放置をしておいて、予告する

にしても行政が音頭を取って、仮に抽選にするにしても何にしてもかなり混乱が起きてくると思

います。

（委員長）

 もちろん混乱は起きるのですけれども、それを乗り越えてでも公平性を確保するという話です。

 今、聞いていると料金を取るかよりも、きちんと区画して所有権を取れるような仕組み作りが
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まず第一で、そのために料金をまた取るというのは別な様で、もう一つ経済学的な話になってく

ると、料金をまず使ってそこを調整するという方法もあると思うので、料金を高くしたら５台も

置かないという人が出てくるのかそこのところです。後は抽選と言うのは料金が低いので、需要

がオーバーしている事で料金を上げて丁度、需要と供給が一致するまで料金を上げていって需給

調整をするという仕組みも、それが良いかどうかは分かりませんが、車が必要だとなってくれば

料金に関わらず停めたいという人が多いのであれば、あまり料金体系による需給調整メカニズム

は働かないので抽選が良いのか、それともう一つ、外にたくさん駐車場があるのであれば、それ

を地域全体で借りて、そこにかかった分を全員で割り振って中の人も外の人も全部、同じ料金を

払ってもらうというようなものとか、若干差をつけるか、中の人は高くして、外の人のは低くし

て全員でプールするとか、色々な公平の仕組みについて抽選は本当に公平なのか、抽選は公平で

すが満足感は高いのか、外れた人と当選した人でかなり満足感の差が出ますから、そこの駐車場

も借りてその分も含んだお金を全員で納得するような形で分配するとか、いうのが仕組みとして

は良いような気がするのですけれども、仕組みを入れれば入れるほど公金とか条例で決めるとな

ったらそういう仕組みは入れられませんよね。外で借りた分も含め全員で割りましょうとか。 

（事務局）

 行政でそこの駐車場を借り上げた恰好で、というところになるのかもしれませんけれども。 

（委員長）

 税でということですね。かなりの行政コストもかかるので、それに見合うだけの効果があるか

どうかですね。 

（委 員）

 団地の中でどれだけのキャパがあるかということで議論することであって、そこまで広げてそ

れを越えて全員で割り振るとなると、これは難しいのではないでしょうか。団地の中のキャパで

議論すべきでないかと思います。 

（委 員）

 荒治療が必要だという話で色々と問題が出てくるであろうと言はれましたけれども、今、既に

困っている人がいるわけですよね。 

（委 員）

 停める所はあるのですけれども、自分の所の棟の後ろに駐車場があるのですけれども、そこに

個々の駐車スペースを割り振ってあるのですけれども、他の人がその人の所に停めるわけです。

それで、その人が停められないから隣の駐車場を借りているのです。 

（委 員）

 余所の所に借りにいっているのですよね？ なので、困っている人がいるわけじゃないですか。 

（委 員）

その人が退けてくれたら、本来の人が元の場所に停められるのです。 

（委 員）

既に困っている人がいるのであればそこを助けるべきであって、荒治療をすればもっと波風が

立ってくるとなりますけれども、そこをしないと話が進んでいかないわけです。 

（委 員）
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 他の棟もいっぱいそういう所があります。 

（委 員）

 全部そういう風な事をやっていかないといけないですよね。今、困っている人がいるなら、そ

れを助けないといけないですよね。 

（委 員）

 駐車場がたくさんあっても何台も停めるので、揉めていますよね。 

（委 員）

 強いもの勝ちということですよね。 

（委 員）

 そうですね。 

（委 員）

 弱い者は何も言えずにいるので、それはなんとかしないといけませんよね。 

（委 員）

 管理人さんに言いに行くと、管理人さんは言えないと言います。 

（委 員）

 そうですよね。でも、何かをしないと動きませんよね。 

（委 員）

 料金を取るとなったらきちんとしてもらわないと。揉めるのも嫌ですし。 

（委 員）

 料金取る、取らないの話もありますが、今、既に公平性が無いのでなんとかしないといけませ

んよね。 

（委 員）

 一番最初から 1 軒につき 1 台という話が有りましたけれど、家族が増えると車も増えてくるじ

ゃないですか、そうすると早いもの勝ちですよね。 

（委員長）

 普通だったら管理人で何とかするのでしょうね。例えば、分譲住宅で駐車場完備されています

よね、そこで勝手に停めて強いもの勝ちで奪ってという事になったら管理人が結局交渉するしか

なくて、でもそれを恐い人が借りていたらどうなるのですか？ 揉めて、最後、裁判とかするの

ですかね？ 

（委 員）

 当然、そうなりますよね。そこまでだいたいが揉めませんが。 

（委 員）

 部屋番号が書いてあったらよく分かるのですが、何も書いていないので。若葉町団地の駐車場

は部屋番号が書いてあるじゃないですか。ですが、私たちの所は何も書いていないので 。 

（委員長）

 書いたり、番号を付けたりすると気持ちの部分でも変わってくるかもしれないですね。 

（委 員）

 部屋番号を書いてもらうと、ここは違うなとなりますよね。それだけの事なのですけれども。 
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（委員長）

 でも、コストは掛かりますよね。どうしようもなかったら自治体が出ていって整理すると、自

治体的には、ある程度そこの所有権とか整備とか駐車料金とかの問題も、そのコスト分に見合う

だけの事しかやってないということですよね。だから、賃貸住宅の場合は不動産会社さんに言っ

て、その人にどいてもらうということですね。 

 区画整理をして、自治体側である程度、揉めているところに入っていかなくてはならないとい

うのが総意だと思うのですけれども、それとは別に駐車料金はどうするのかという話と、もう一

つは足りないところはどうするのかと、例えば資料がありますが、足りてない所とかありますよ

ね。そういう風な所も今は早い者勝ちなのですよね？ そういうところは公平性の意味では抽選

にするのか…。例えば賃貸住宅の場合は駐車場が限られていて、早く入っている人が停めていた

ら後から入ってくる人は駐車場はないけれどもどうですか？となってきますよね。 

（委 員）

 駐車場がない場合そうなりますね。2年に 1度の抽選会とか。 

（委員長）

 もし制度を導入するのであれば、その時、入居している人の間での抽選ということになるので

すよね？ 

（委 員）

 まだ、持っていない方はさらに抽選ですよね。 

（委 員）

 団地に住んでいる方にお伺いするのですけれども、徴収方法の中で管理組合等と市が定額で委

託契約を結んで管理組合にまとめて頂く、一定の敷地、駐車場に管理組合を付けるなど、こうい

うのは管理組合としては調整するのはなかなか難しいですか？ 共益費も市でお願いしてほしい

という団地もあるとおっしゃっていましたが、私自身はこれが一番良いと思いますけれども、行

政の責任を果たすとなると、市が直接関与という話かと思います。市が一定の敷地を駐車場とし

て貸し付けて、それの台数、分配は各管理組合でやって頂くと。団地ごとに収まると気はするの

ですけれども、これが一つの議論の余地があると思います。 

（委員長）

 共益費みたいなものは集められているのですよね、そこは。順調に集まっているのですか？ そ

こに上乗せして集めるという手はありますよね。 

 行政コストについてお聞きしたいのですけれども、一つは共益費に上乗せすれば、それほどコ

ストはかからないのか、住宅課の方もコストはかかるという感じなのですか。家賃と共に払うと

いう仕組みになるのですか？ 

（事務局）

 そうですね。 

（委員長）

 そうすると特に家賃の金額の計算にのみコストがかかると理解できます。もちろん線を引いた

りするのは別ですけれども。徴収は。 

（事務局）
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 本来の家賃が 1 万円で駐車場料金が 2 千円であれば 1 万 2 千円の口座引き落としにしたり、納

付書がそのようになるかと思います。 

（委員長）

 実際に徴収するコストはかからないという事ですか？ 

（事務局）

 それに対応できるようにシステム改修などにかかります。例えば 1 万と 2 千円で 1 枚の領収で

お金を貰ったとしても、1万円と 2千円に後で会計上、分けなくてはいけないので、それをシステ

ム的に分けるための電算システムの改修という部分で少し必要にはなります。 

（委員長）

 あえて、また徴収しにいかなくてはいけないという事はないですか？ 

（事務局）

 一番、大きなのは、行政はその現場にいないものですから、Aさんが今月まで停めていたけれど

も来月からはいらないなど、様々な細かい事であったりとか、勝手に停めている人がいるという

状態なのは行政では管理しきれない部分も出てくかと思います。 

（委 員）

 もう一点は、受給バランスの関係で年に 1 回もしくは 2 年に 1 回や 3 年に１回に抽選で優先順

位を決めて入っている人がそこに優先的に永久に停めるという事ではなく、毎年やるのか 2 年に

1 回に平等性の確保の為に、そういう事をしなくてはいけない事務が発生すると思います。抽選

が良いとは言いませんが選定方法も考えて行かなくてはいけないと思います。その説得、理解に

対する時間がかかると思います。 

（事務局）

 先ほどご提案して頂いたように面貸しで借りていただいて、その借りていただいた面貸しの部

分を自治会、組合で割り振りをして実質的な運営をして頂くというやり方は、一つの方法ではあ

るのかと思います。 

（委 員）

 福祉面、高齢化面、共益費の話もあるので心配をするのですが、それが一番良いような気がし

ます。団地ごとの特性も、公正もコミュニティもあるとは思いますが。 

（委員長）

 この場合、不法占拠した場合の解決は管理組合がするのですよね？ 今できていないのができ

るようになるのは難しいと思います。 

（委 員）

 今、駐車場料金は取っていないからそういうかたちになっているのですか？ 

（事務局）

 それは行政の「地元でしてください」という今までのやり方にそもそも問題があるのかと私ど

もも認識はしておりまして、本来は料金を取っていなくても市の管理責任というところで当然あ

ると思います。ただ、各団地で駐車場の割り振りを私どもして頂いているという感覚しかそもそ

も従来ございませんので、地元の方できちんと固々人に割り振って頂いているという認識しか私

どもはありませんでした。なので、早い者勝ちという事や 1 台目だけしか許可を出していないの
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ですかね？ 2 台持っている人は 2 台分、許可を出してもらっているのかという私は認識をもっ

ていましたので。 

（委 員）

 近所の人に聞いたところ四十何年、駐車場代取らないで今さら徴収するのはおかしいじゃない

かと言っておいてと言われました。 

 仮に家賃に上乗せして取るとするじゃないですか、そうすると 2 台あれば 2 台分を貰うのです

か。5台ある家は 5台分もらうのですか。 

（事務局） 

 通常、個々に貸していくという事でスペース 1 台あたりいくらという事になるので、5 台分だ

った 5 台分の料金を貰うとか、市町村によっては例えば２台目、３台目は単価をあげるという事

をしているとこともあります。 

（委 員）

 仮に１軒分に 5 台分貰うとしたら 5 台おけるとい事ですよね？そうすると、他のお家も自分の

家は 5人家族だから 5台分貸して下さいと、それが増えてきたらどうしますか？ 

（事務局）

 やはりキャパの問題があって、少なくとも 1 世帯に１台分のスペースがそもそもあって、それ

でも余っているのであれば、2 代目以降の部分とかを優先順位をもったなかの、抽選がいいかと

いう話もありましたが、キャパに余裕があるのであれば 2台目のどこを次に優先しましょうとか、

3 台目のお家をその次の優先順位にしましょうなど、公平なルールさえ作れば納得はして頂ける

のかと思います。それは、抽選になるのか優劣をきちんと付けられるのかというのはあるのです

けれども。ただ 1台目は最優先にすべきで 2台目、3台目、4台目、5台目になるほど優先順位が

下がるというのが一般的な考え方ではないかと思います。 

（委 員）

 そうすると、行政側で交通整理をしてもらってその中で管理組合にお願いをしていかないと、

強い方が管理組合をやられていたらできるでしょうけれども、これから高齢者の中でそういう

方々が管理人となった時に、若い方とか激しい方などがいらした時にできないとなれば非常に不

便だと思うので、行政としてやってもらった上での話です。 

（委員長）

 今の議論をまた、まとめさせて頂いて今後につなげたいと思います。議論の流れとしては 2 番

の②みたいなのが理想で、ただ管理組合に任せて、今、現在上手くいっていないところもありま

すので、おっしゃって頂いたように自治体側でガイドラインみたいなものをしっかりと作って、

まず、それをやって頂くと、それが実現できるようなところも他の団地であると思うので、その

場合は 2 の②をしっかりとやって頂いて、そのガイドラインがなかなかうまくいかない場合は行

政側が入って、線引きも含めてきちんとやった上で②が定着するまでは自治体が関与していくみ

たいな、そんな感じの議論でまとめるのがいいのかという風には思います。 

（委 員）

 行政の監視があっての話だと思います。これが丸投げだとおかしな話になってくると思います

ので、こういうシステムがきちんと運営されているかと監視が広がって②が定着するのではない
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かと思います。 

（委員長）

 ②上手くいく所もあると思いますので、難しいところはしっかり監視していけるように促して

いくという方向で、また事務局でまとめて頂いて、今日の一つ目の議論はこのような形にしたい

と思います。 

 それでは事項の 3番、小集落家賃制度について事務局から、ご説明お願いします。 

（委員長）

 ありがとうございます。丁寧に説明して頂けたと思います。これに対して何かございますか。 

（委 員）

 意見というより、運動で進めていったという関係で家賃の議論をしてもらうまでに、その事も

頭に入れて議論を協議してほしいという事で発言をさせてほしいです。 

 私たちが住んでいる一番古い 60戸、私の親も二戸一に移ったのですけれども、その当時、住民

に運動を理解してもらうのに 1 年かかりました。それから市と話し合いをして実際に建設するま

でに 5 年かかりました。その間、自分たちでこだま団地を見に行ったり、伊賀まで行ったり、明

和にも行ったり、自分たちで勉強会を開いたり、組合も作ったりしましたが、なかなかそれでも

話は進まなかったので組合で建設省まで行きました。住宅の内容ですが、6畳、8畳となっていま

すが 8 畳のところは畳もなにもひいてありませんでした。風呂場も設計はしてあるけれど何もし

てありませんでした。そんな中で、将来的に払い下げも含めて積み立てをしようという話も出て

きまして、その上でまだ、若い人たちもいるので団地と団地の間に持ち家もという話し合いもし

てきました。実際は団地ばかりを引っ付けて、分譲住宅を市と交渉して建ててもらうべきだった

と話しているのですが、結局、1 部屋、自分で直さないといけない、風呂場も作らないといけな

い、百姓をしているので小屋もいる、という事で今まで住んでいた自宅を市へ売って入ったお金

で一部屋を直したわけです。風呂を作ったり、乾燥部屋がいるので小屋を建てたりという事で、

払い下げの積立という話は出たけれども具体的にはできませんでした。実際に話があって私たち

は１軒１軒回って１年かかり、住民がまとまった上で 5 年程市と話し合いました。そのような経

過も頭に入れてもらって話をしてほしいです。 

（委員長）

 今の経緯というのはどういう風に配慮すべきという事なのですか？ そういう経緯があると家

賃は相場よりも安くすべきという論理ですか？ 

（委 員）

 そういう事は私はべつに申し上げておりません。 

（委員長）

 まさにこれまでの経緯というのは重要だと思いますけれども、それというのも今回の議論にど

ういう風に反映していくのが 1 番、公平、公正、なのかというところですかね、ここで関わって

くるのは。 

（委 員）
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 一般公営住宅に入っている方は建ててもらった上で入居したわけじゃないですか。私たち 8 畳

の土間を直して部屋にしないと住めないわけです。床も上がっていないわけですから。コンクリ

ートのままで壁もないですし。 

（委員長）

 そこを配慮したら家賃が変わってくるということですね。 

（委 員）

 そうですね。 

（委員長）

 前回、利便性係数の時にお風呂の有無で変えましょうという話はしていましたよね。中身が無

い、という様な所は今はないでしょうけれども、そういうのだったら利便性係数が変わってくる

とすれば、入った時に畳が無いので自分で畳を揃えているじゃないですか。最近入居する人はあ

るわけですよね？ 

（事務局）

 元々、住宅を建てた時に 1 階の 8 畳 1 部屋については作業部屋という事で、居間というか居室

という形じゃない扱いで、住んでもらっている方の使い方によって自由にそこを作ってください

という形の部屋を 1 部屋取っていたわけです。そういう形ですのでコンクリートパネルの壁とサ

ッシと天井もなしでコンクリートの天井むき出しという形の内装を何もしていない部屋という形

のものです。 

（委員長）

 実際にそれにはコストがかかったという事なので、前回の議論でも設備が付いてない所は、自

分で付けるとコストもかかるだろうから、家賃は若干下げて付いているところは上げましょうと

議論をしていたので、それと同じような議論が適応されるならば、入った時に不便があって自分

でお金を出しているのならば、その部分というのは利便性係数で差をつけましょうという議論に

なっていくのかという気はします。 

（事務局）

 ですので、空き家になって新規募集させて頂く時の空き家修繕につきましても、市が元々から

作らせて頂いた部屋については畳、壁も含めて改修をさせて頂いています。ただし、作業部屋に

あたる先程、言わせて頂いた 1 部屋につきましては畳が傷んでいても変えません。壁についても

手は入れないという形で現状での引き渡しというのが原則になっております。 

（委員長）

 元の状態にということですね。 

（事務局）

 そうですね。そこについては前の入居者が個人で手を入れた部屋ですので市は手を入れません

というのが原則です。ただし、上がベランダになっておりますので、ベランダ防水が切れて、雨

漏りをさせたというのは直します。 

（委員長）

 それに関して少し意見を頂いて最後あるべき姿、判断したいと思います。 

（委 員）
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 今から 41 年前に私は入ったのですが、ここと同じ条件で入りました。私たちが入ったままの状

態の家が 1 軒ありますので、一回体験入居してください。外に庇（ひさし）はまったくなく、道

路から家に入るのに 20cm 段差があります。もちろん車も入りません。自分で業者を頼み、ブロッ

クをどけてもらって整備をして、軒先まで車が置けるようになります。外に水道はない、庇（ひ

さし）も何もなく、雨が降ったら洗濯物を干す場所もないです。作業部屋に干せという事です。1

戸空いているので市の方できれいにしてもらってそこに体験入居してください。そしたら家賃が

いくらか安いか高いかわかるので。風呂も作って、部屋も作って、中をタイル張りにして、ボイ

ラーを入れると 30万くらいかかりました。 

（委員長）

 できた当初のまま空いているという事ですか？ 

（委 員）

 そうですね。 

（委員長）

 お風呂がある、ない、というのは前回、議論もありましたし、まさに前回の議論は利便性係数

で設備が付いている、付いていないで、不便さもあるのでご自分で付けている方もいらっしゃる

のでそこの所は家賃に変えないといけないという議論をしていたので、まさにそこのところは私

ももう一度、見るべきかと思いますが、それを見て、たぶんそれは不便だから自分たちでお金を

入れられていると思うので、そこの部分は十分に考慮しなくてはいけないとは、ここにいらっし

ゃる方ももちろんそうだと思います。ただ、6ページのところで見て、他の所との公平性というの

も考えてみると 6 ページに家賃の計算方法があって、家賃というのが計算される、他のところ全

部、同じようなルールで計算しているわけですね、1番から②、③、④、⑤と掛けていって計算を

すると、その時に今おっしゃた理由というのは⑤で十分反映するというのが、皆さん理解を得ら

れるし、そうあるべきだというふうに思います。ただ、算定基礎額、収入に応じたもの、それか

ら立地係数、便利な所にあるとか、後、規模の係数、経過年数の係数、経過年数はかなりたって

いるので十分なのですが、設備が無いとか住むのが大変だという以外の部分の要素なので、公正

の面から見ると他の住宅と同じにすべきという議論もあるように思います。 

 その点も兼ねて皆さんご意見あれば、いかがですか？ 

（委 員）

 利便性係数が全部一律 0.7 といのは、今お話を聞いてかなり不公平だと思いますので、この辺

は早い段階で利便性係数の考え方というのは市の方は改めて頂いて、ある程度、恵まれた状態の

ところに住んでいる人間というのは、それが多少上がったとしてもそんなに不満は言はないと思

います。今のお話の部屋と同じような状態になっている人というのはどうしても不満というのは

でてくると思います。そこら辺は早めに考えてあげるべき問題かという風に思います。 

（委員長）

 おそらく５ページの④に家賃額の計算とありますけれども、利便係数を前回、議論した形で論

理していくとまた若干、計算が変わりますよね。 

（事務局）

 変わると思います。ここでは利便性係数というよりは応能応益家賃と定額家賃制度とそもそも
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の考え方が違いますから、それの代表に上げさせてはいますので前回検討をしていただいた利便

性係数まで考慮した金額ではございません。 

（委員長）

 今は 0.7 を入れているということですね。 

（事務局）

 そうですね。現在は 0.7 を入れさせて頂いているので、先程おっしゃられたように、先々、或

いは将来、改良住宅をどうしていくのかという議論はそもそもあった上での話ですけれども引き

続いて改良住宅が存在していくという事であればこういった応能応益の考え方も取り入れながら

今の家賃も見直していくという考え方も一つあると思います。下げなくてはいけないところは下

げるとか、利便性のいい部分は上げるとかという考え方はあってもいいのかと思います。ただ、

私ども気になっているところは、今、定額家賃制度をとっております小集落改良住宅内でもこだ

ま団地だけが低い状況となっており、こだま団地が適正で東町改良住宅が高いのか、東町改良住

宅が妥当な価格でこだま団地が低いのか、その辺を小集落改良住宅の中でも公平性から見てどう

なのかというところがまず一点あるのと、先の話としては応能とか応益の部分の将来どう考えて

行くのかといところになろうかと思います。 

（委 員）

 将来的には、応能応益の中に規模係数、この規模係数とは住宅の床面積の合計を 65 ㎡で割って

算出した数値ということなのですけれども、今のお話を聞いていると、入居者によって用途変更

する作業部屋という詳しい事は分かりませんが、そこら辺で床面積の考え方があるのではないか

という気がしています。それは床面積も入っているのですよね？ 

（事務局）

 今は入れた計算をさせて頂いています。それらの事情を考慮して応能応益で計算した場合はど

うなのかという試算はしておりません。 

（委 員）

 入れているのでしょうか？ 

（事務局）

 今は応能応益がそもそも適用されていないので無理やり入れています。 

（委 員）

 検討する時に入れるのか、入れないのか、床面積の 8畳間を住宅として見るのかによって議論、

考え方が違ってくるのではないかと思います。 

（事務局）

 そうでうすね。そこの部分を居室として見るのか、なおかつ居室の部分を市がご用意させて頂

いたのか、本来、居室で無い所をご自身でやられたのかによってそこを含める、含めない、の議

論は変わってくる可能性はあります。 

（委 員）

 ものの見方によっては建物の敷地なのか、土地なのかという事です。 

（事務局）

 応能益の計算については居室部分の面積になりますので、極端な話、一戸建ての住宅で応能益
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を計算する際に庭とかは関係ないです。 

（委 員）

 8 畳の敷地面積です。8畳の間を居住間として計算するのか庭として見るのかという事です。 

（事務局）

 今の 4 番で計算させて頂いています応能益の部分の計算は 8 畳も含めた場合に応能益で計算す

るとこれくらいになります。という金額をはじいておりますので、先程の作業室の部分を居室と

みないという事であれば、それを除いた中で応能益で計算してみるべきかと思います。 

（委 員）

 “するべき”ということではなく、そういう検討も必要ではないかと思っての発言です。 

 それともう一点、家賃の限度額は 7,673 円に対して応能益は 11,100 円と限度額を超える場合、

これは別にどうってことないのですね？ 

（事務局）

 限度額家賃の考え方と応能応益家賃の考え方というのはそもそも、まったく違うものになって

おりまして、限度額を超えたとしても 5 ページの方に家賃制度の編成というのを入れさせて頂い

ているのですが、元々、一般公営住宅の方も公定限度額方式で計算をしていたのですが、上限だ

け決めてしまった後は市町村の裁量で決めなさい。というのが実際で、それで運営してきた中で

土地の値段とか物価も変わってきていますので、制度が合わなくなってきたので応能応益家賃と

いう新しいものに移行していったものですから、例えば応能応益家賃が計算した時に家賃限度額

よりも超えていてもいいのかいうと、限度額方式は採用していないので超えていても問題はない

のです。それと、これにつきましては物価を考慮させて頂いておりませんので物価換算をすると

おそらく、普通は超えないと思います。恐らくですけれども。例えば、幸生町改良住宅なんかで

すと昭和 47 年の高度経済成長期で一番、物価が上がった時期の物でここで上がっています工事費

というのはその当時の金額で入れさせて頂いておりまして、物価換算はさせて頂いておりません。 

（委員長）

 他、いかがでしょうか。 

（委 員）

 これを見ていて家賃限度額、4 ページですね。家賃限度額 1 番に書いてもらっていうる上の金

額 A,B,C,E,F これは建設等当所の金額ですよね？ そうすると、昭和 47 年とか 49 年、というの

は普通なら償却は終わっていませんか？ 40 年くらい前ですよね？ 普通の家なら 35 年とか、

色々だと思うのですけれども、終わっているのでしたら今の価格となったら限度額というのはも

っと、償却の所なんて抜いてしまっていいくらいの額がここに出てきているのではないかと思う

のですけれども。上乗せした前の新品のままの償却費がここに上がってきています。 

（委員長）

 A は除くということですね？ 

（委 員）

 そうですね A の中の家賃限度額の中の A ですね、これが無いものも出てくるのじゃないですか

ね？ 

（事務局）
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 そうですね。 

（委 員）

 そうすると、こだま団地でも 8,000 円もし抜けていたら、限度額は 7,000 円程度というような

イメージで、そんなに差があるといったイメージではなくなると思うのですよね。先程の利便性

係数と調整したら28％とかこういう凄く低いイメージからもっとイメージは変わるのかという気

がします。なので、ここの家賃限度額をもう一回、精査してもらえたらどうかと思います。 

（事務局）

 家賃限度額方式というもの自体は本来、今は無いものになってくるのです。基本的には平成 10

年の際に法改正になっておりますので、その時点で使われていた償却費の乗数などを用いている

のですけれども、今、現状では法的限度額方式自体がありませんので、試算の方、難しい部分も

ございます。 

（委 員）

 こうやって出されると、このような計算で限度はこのようになった、というふうに思うので、

現状はこんな償却がなしで、価値としては無いものをこのような上乗せしているような表示だと

少しおかしいかなという気がしますので、償却か何かそれによって違うと思いますのでもう一回

見てもらえればいいかと思います。 

（事務局）

 合併以前から今、この金額自体は変わってないものですからそのまま上げさせて頂いておりま

す。 

（委員長）

 細かい事を言いだすと限度額の計算方式どうなのだという議論は確かにあると思うのですけれ

ども、逆に言うとそういう細かい事でややこしい事になってくるので限度額に基づくような議論

では無くて別の方式を作りましょうと、作られているのが④なのかと思います。公平性、公正の

意味で年度も考慮しているので。 

 色々な意見ありがとうございました。皆さんの聞いての私の個人的な感想を述べて、後で事務

局で考えていきたいと思うのですけれども、前回、議論した他の住宅、それからこの住宅の議論

というものの公平性、公正性を考えますと、やはり他の住宅が応能応益家賃というのを取り入れ

ていると、それは日本全体の流れだと思います。けれども、それも取り入れていると考えると改

良住宅でもまず、応能応益という形を取り入れていくのがいいのではないかと、それが一つ。 

 もう一つは先程、規模の話がありましたけれども、規模の計算をするのかどうかという話とか、

元々、入った時には何の設備も無くて大変な状況で入っているので、そういう意味では設備はほ

ぼ無かったという事ですから、その設備が無かった状態での家賃といものを計算しなくてはいけ

ないというところは、まさにそうだと思うので、そこは応能応益と両立できる話で、応能益を計

算する時の利便係数というところで、元々設備が無かったところに入られて、自分でお金を出さ

れている方の場合はそこの利便性係数のところで調整をして、係数がかなり下がるという事で家

賃の調整をするという事が、おそらく他の住宅、改良住宅の中でも公平性、公正性が保てるので

はないだろうかという事で、こだま団地だけが、今、現在家賃の安い理由がどういう理由なのか

よくわかりませんけれども、それも利便性係数の 3 から元々来ているのであれば、新たに応能応
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益を入れてもこだま団地は安くなるでしょうし、利便性係数をきちんと計算してそうならないの

であれば、そうならない状態が本当の公正だという事にもなるでしょうし、たぶんそちらの方向

で検討していくのが良いのではないかと思います。もちろん急にというわけでななくてその方向

で経過処置なども入れながら皆さんが納得できるような形の制度でそちらの方向に向かっていく

という事がいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 はい。ありがとうございます。もう一件だけ議論がありますので最後の件に行きたいと思いま

す。事項の 4番になります。住み替えにかんするアンケートという事でお願いします。 

===================================================================== 

（委員長）

 また、細かく見て頂いて何かあれば事務局の方に言って頂いたらいいと思いますが、今、ざっ

と見て何かここで議論しておくべきようなところがおありでしたらいかがでしょうか。細かい文

言で何かあれば事務局に言って頂ければと思います。 

（委 員）

 これまで引っ越しされた方については、増改築の部分は自分で撤去されたようですね、住み替

えして頂く方についてはこのように書いてあれば当然、市がという事ですけれどもそれを書くの

かという事ですね。 

（事務局）

 これは私どもの方も方針を決めたわけではないです、実は 5 番のですね、住み替えの費用を保

証するというのは前から市の方は当然、大家という立場の中で考えておる事です。この前、上川

町団地の方に入らせて頂く中で自分で建て増しをされたりですね、普通、建て増しも住替えの話

が無ければ原状回復をして頂くという事で建て増しをして頂いている所は全部、取っ払って頂い

て返して頂くというのが基本になっております。ただ、この前そういうご意見があったので、そ

ういう方がどれくらいあるのかというのを把握をしたいというのもありまして上げさせて頂いて

おります。市が全て負担をする設問ではなくて、住替えに当たって必要な条件としてですね、考

慮すべき事になってくるのかを見極めたいというのもありまして入れさせて頂いております。 

（委 員）

 発言した趣旨は当然の事だと思って。 

（事務局）

 ひさしとか簡単な倉庫くらいで解体の費用がそれ程かからないようなものであれば市の方で処

分するのがスムーズに運ぶのかと思っておりますが、例えば物件によっては基礎までしてあり解

体に何百万円もかかるようなものもございます。この辺は決定では無いのでお声が多かったもの

ですから、このような設問をわざと入れさせて頂いております。 

（委 員）

 これから色んな議論をされると思いますけれども、車の台数を把握して当然行き先を希望され

る方がいると思いますけれども場合によっては抽選など方針が決まっていない中で把握している

事が大事だと思いますけれども、台数までいるなかと思います。 
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（事務局）

 これについては住替え先に他の市営住宅を希望して頂く際にお車の台数が何台ご希望なのかと

か、その辺を把握させて頂くためです。これは、全てご希望に添える形というのは中々難しいと

思います。市の方も中層 4 階が空いている所、丁度、条件に当てはまる所があれば直ぐに住替え

て頂くのですけれども… 

（委 員）

 駐車場がいるかいらないか、それだけでいいです。 

（事務局）

 団地によっては駐車場が 1 台しか停められるスペースしかないよという団地もありますので、

予め実状を聞いておいて、例えば A という団地だとお風呂は付いているけれど駐車場は 1 台分だ

ったら付いているけれどもどうされるかという、その辺の話をさせて頂く時の資料にするという

意味合いで入れさせて頂きました。 

（委 員）

今すぐにでも住み替えたいという方がいらっしゃった場合、すぐに市の方は住み替えの対応を

するのでしょうか。

（事務局）

基本的には、すぐに対応はとらせていただくつもりです。ご希望団地によっては、例えば清生

町団地に住み替えたいといわれた場合、もし清生町団地に空きがあれば、ある程度すぐ対応させ

ていただくのですが、空きのないところをご希望いただくと空きが出るまで待っていただいたり、

ご希望を替えていただいたりすることもでてくるかと。

（委 員）

場合によっては早く手を挙げておいた方がいいということですね。

（事務局）

それはあり得ると思います。

（事務局）

ただですね、前回こういった議論をされるなかで、住み替え先の確保を徐々にしていかなけれ

ばいけないのではというご指摘もいただいておりますので、今年度に至っては住み替え先を確保

するという意味で、募集についてもそういったことを考慮しながら確保していく方向で整理して

おります。今の段階ではこれだけしかないけれども、将来的には違う団地も確保できると思うの

で色んなケースがあると思います。

（委 員）

もう一点よろしいですか。この前、国の方で空き家の補助のことがあってこれから法整理され

ていくと思いますけれども、それに対して松阪市の考え方はどうなのですか？

（事務局）

 まだ、先週発表になっていた内容かと思います。来年度から検討するという事で、空き家を自

治体に登録して借りたい人に部屋を提供して、安く提供する為に家主に自治体が補助を出して安

く民間の空き家を活用して頂くという制度です。まだ、骨格も出来ていませんので私どもも何と

も言いようがございませんが、ただ、これ自体は空き家対策になりますので市営住宅並みの家賃
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に下がるというものではないのかと思います。 

（委 員）

 市の補助が+αにあるのかと思いまして。 

（事務局）

 市営住宅でどこまで安いアパートを提供するかという意味では住替え先の公営住宅が不足して

いるということであれば民間を当然、私ども借りていくという考えはそもそもありますので、そ

の中でその制度自体を活用できるというのであれば活用していく選択肢もあるかとは思いますが、

まだ制度の方が固まっていませんもので…。 

（委 員）

 新たに建てるよりもそういうのを活用して、住替えに関しては今の市営住宅をできるだけ活用

していくということですね。 

（事務局）

 そうですね。 

（委員長）

 足りなくて新たに建てるぐらいなら民間使いましょうとか地域のニーズによって変わってくる

かと思います。もちろん財政節約ができるというのが前提ですから、民間を借りた方が高くなる

という事もありますのでそこは見極めかと。 

 先程の直ぐに住み替えたいというところですけれども、その時、12番の④、⑤をどうするのか

というところは、ちゃんと決めてからでないと、初めの人は負担したけれども後の人はしていな

いということになっても困りますし。 

（事務局）

 今年直ぐに住替えを始めるつもりはございません。今年はいったん基礎データを積み上げさせ

て頂いてそれを整理させて頂いて、とにかくスケジュールを作っていくと、何年から住替えを始

めるのか、何年までに完成させるのか、そのために引っ越し費用の補填をどこまでするのかとい

うのを、このアンケートをベースとしたデータの中で整理をさせて頂きたいと思います。今年度

すぐというわけではございません。 

（委員長）

 順々にやっていっていった方が良いと思うので、第一期の募集、第二期の募集のような感じで

毎年、何軒かずつやっていく感じなんでしょうね。随時、毎日というわけにはいきませんので期

限を決めてという事だと思います。 

 後、12 の④、⑤のような質問を希望しますか？ というとお金を払ってくれますか？ 自分で

払いますか？ という事になるので、皆、丸を付けると思うのですけれども、それが無い限りは、

私は凄く反対するのか、強い希望とか、お金のかからない物はいいと思いますけれども、お金の

かかるものに関してはどれくらいそれを強く希望するのかみたいなのが捉えられるような聞き方

の方がいいかと気もします。 

（事務局）

 増築の部分については逆にその方が増築した物があるかどうかだけ、という聞き方でもいいの

かもしれません。考えさせて頂きます。 
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（委 員）

 民間だとこれは絶対にアウトですよね。 

（委員長）

 追い出すからということですか？ 

（委 員）

 そうですね。市営住宅という１つの中で検討することで、ここで決める事ではないです。 

（委員長）

 引っ越し費用は市が負担ということでいいのですかね。 

（委 員）

 どう解釈されるかですよね。 

（委員長）

 その辺を考慮して頂きたいと思います。 

（事務局）

 はい。 

（委員長）

 以上で今日の事項に関しては終わりですが、最後何かございますでしょうか。 


