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第１．包括外部監査の概要

１．監査の種類

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項に基づく包括外部監査

２．選定した特定の事件及び監査対象期間

（１）選定した特定の事件

県営住宅に係る財務事務の執行について

（２）包括外部監査対象期間

平成 29年度（自平成 29 年 4月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日）。

ただし、必要に応じて過年度及び平成 30年度の一部についても監査対象とした。

３．事件を選定した理由

近年の新聞報道等において、人口減少に伴う空き家に係る様々な問題が報じられていると

ころであるが、高知県には平成 29 年度末時点で、62 団地 4,123 戸の県営住宅等が整備され

ている。

高知県での人口は平成 29 年で 71 万 3 千人であるが、高知県住生活基本計画（平成 24 年 9

月策定）によると、その将来推計においては平成 37 年に 70 万人を下回るとされている。同

様に平成 29 年で約 31 万 8 千の世帯数が平成 37 年には 30 万世帯を下回ると予想されている。

また、平成 25 年での県の総住宅数 392,400 戸のうち 69,800 戸が空き家であり（空き家率

17.8%）、平成 20 年（空き家戸数 62,600 戸、空き家率 16.6％）から 5年間で 7,200 戸も増加

し、空き家率も 1.2％上昇しており、全国でも 4番目に高い空き家率（平成 25 年時点）とな

っている状況である。

こうした中で、県内の公営住宅等の状況を整理すると、県内には 18,653 戸が整備されてお

り、その 22％である 4,123 戸が県営住宅等という状況であった。

過去の包括外部監査において、県営住宅の募集状況、入居審査事務、各種修繕工事での業

者選定のあり方、施設管理等、県営住宅に係る一連の財務事務の状況を総合的に検討したも

公営住宅 特定公共賃貸住宅 改良住宅 その他の住宅 合計

高知県 4,072 1 － 50 4,123

高知市 2,931 9 1,503 418 4,861

高知市以外の市町村 5,166 457 3,007 1,039 9,669

合計 12,169 467 4,510 1,507 18,653
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のは存在しなかった。

県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者が入居する住宅としての役割を担っている。一方

で、大規模災害時における被災者の住まい等、県営住宅が新たな役割を担うことも考えられ

る。

そこで、県営住宅の新たな役割も考慮に入れつつ本来の役割を果たしているかという視点

から、県営住宅に係る財務事務の執行状況を確認することは有意義と考え、特定の事件とし

て選定した。

４．包括外部監査の方法

（１）監査の要点

① 法令等に対する合規性

② 財務事務の合規性及び効率性

③ 施設管理（駐車場を含む）の適切性

④ 高知県住宅供給公社に対するモニタリングの適切性

（２）主な監査手続

① 関係書類の閲覧、照合、分析

② 関係者からの状況聴取

③ 法令、条例、規則等の準拠性についての検証

④ 現場視察

５．包括外部監査人補助者

公認会計士 堀 重樹 公認会計士 金 一寿

公認会計士 福田 敏信 公認会計士 川端 謙太

そ の 他 上東 潤也

６．包括外部監査の実施期間

自平成 30 年 8月 9 日 至平成 31 年 3 月 27 日

７．利害関係

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき

利害関係はない。
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第２．監査の結果及び意見

１．監査の結果及び意見の一覧

（１）監査の結果及び意見の一覧

本監査において、財務事務の執行状況を確認したところ、指摘した監査の結果及び意見の

一覧は以下のとおりである。

項目 改善すべき事項
結果・意見の

区分

高知県公営住宅等長寿

命化計画
１）将来の長寿命化計画の見直しの際に考慮すべき事項について 意見

募集事務

１）定期募集時の情報提供の充実について 意見

２）定期募集の結果の公開について 意見

３）募集停止物件について

①死亡退去による残置物のある物件について

②事故住宅について

意見

意見

４）随時募集への切り替えの適時性について 意見

入居審査等事務

１）連帯保証人の要件について 結果

２）連帯保証人のあり方について 意見

３）辞退理由の整理について 意見

４）優先的抽選における要件の見直しについて 意見

家賃の決定

１）入居申込状況に応じた家賃改訂の導入について 意見

２）収入超過者及び高額所得者への対応について 意見

３）家賃の決定について 意見

一般修繕及び計画修繕

（＊）

１）一般修繕における県営住宅修繕指定業者の選定手続について 意見（18 件）

２）ガス設備に係る納入価格の妥当性の検証について 意見

３）自治会等の要望に基づく修繕の事後検証について 意見

公有財産管理 １）公有財産台帳の登録漏れについて 結果

収納事務・債権管理 １）滞納債権管理台帳と収入未済額との差額について 結果

現地視察

（＊）

１）野根団地について
結果（3件）

意見（1件）

２）野根第二団地について 結果（2件）

３）佐喜浜団地について 結果（3件）

４）行当団地について
結果（3件）

意見（1件）

５）元団地について 結果（3件）
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（＊）「一般修繕及び計画修繕」及び「現地視察」の概要については、後述のとおり。

項目 改善すべき事項
結果・意見の

区分

意見（2件）

６）田野団地について
結果（1件）

意見（1件）

７）桜ヶ丘団地について
結果（2件）

意見（3件）

８）宝永団地について
結果（1件）

意見（1件）

９）土佐山田団地について
結果（2件）

意見（1件）

１０）鏡野団地について 結果（1件）

１１）蒲原団地について 結果（5件）

１２）吉川団地について 結果（3件）

県営住宅管理人

１）管理人の報告事項について 結果

２）遠方にある団地の管理人の選任について 意見

３）管理人の業務範囲の見直しについて 意見

その他

１）管理代行等業務の再委託について 結果

２）車庫証明の発行について 結果

３）地震保険料控除の適用を受けている入居者への対応について 意見
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（２）一般修繕及び計画修繕

一般修繕の業者選定にあたっては、28 の工区を設定した上で、建築、電気設備、給排水

設備の一括発注、又は、分離発注の方式によっており、基本的に郡部は一括発注、中心部は

分離発注としている。

業者選定については、以下のような状況であった。

以上のとおり、県下の各自治体の地域性により、それぞれの課題がある状況であった。

今後の県営住宅の運営においては、それぞれの地域の実情を踏まえて、地元自治体、地

元業者との連携を深めていく必要があると考えられる。そして、こうした入札における競

争性の確保や工区割の再検討により、新たな財源を捻出し、新規の取組に充てていく等の

対応を行うことが望ましいと考える。

団地が所在する地域 状況

高知市内 ・登録業者数も多く、落札率の推移からしても競争性に疑義が

生じていないと推察された。

高知市近隣（南国市、い

の町、日高村、土佐町）

・県登録業者が多く存在し、市町村営住宅も多数設置されてい

ることから、入札参加の障壁となっている要因を分析し、よ

り多くの業者が参加できるような方策を検討し、競争性を高

める必要があると考えられる状況であった。

高知県西部（須崎市以

西）・高知県東部（香南

市以東）

・登録業者数や市町村営住宅の設置数が多い地域については、

入札参加の障壁となっている要因を分析し、より多くの業者

が参加できるような方策を検討し、競争性を高めるととも

に、中心部と同様に分離発注により、競争性が高まらないか

も合わせて検討することが必要である状況であった。

・そうでない地域については、先に述べた競争性の向上の検討

に加えて、隣接工区との統合など工区割の妥当性につき、再

度検討することは有用であると考えられる状況であった。

過疎地域 ・近接工区とは地理的に離れていること、町内所在の登録業者

が限られていること、金額の規模自体が小さいことから、当

該地域の住宅の一般修繕業務の効率を勘案すると、町営住宅

との管理業務の共同発注や、一般修繕業務の移管、町営住宅

の一般修繕業務を公社が受託することも検討する必要があ

る状況であった。
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（３）現地視察

本監査では、県営住宅の施設管理の状況を確認するため、以下の 13 団地について現地視

察を行った。

その結果、団地内に使用されていない自動車等が撤去されず放置されていたり、共用部

分に入居者の私物と推察される物が置かれている等の不適切な状況が散見された。また、

駐車場区画内に無断駐車されている自動車や、駐車場が整備されていない団地にもかかわ

らず空きスペースに駐車されている状況も見受けられた。

このように、本監査において発見された施設管理上課題と思われる個々の事案について

は、それぞれ適切な措置を講じる必要があるが、今後このような状況の発生を防止あるい

は適時に把握する観点から、県及び公社によるモニタリングを強化する仕組みも検討すべ

きと考える。

検討に当たっては、県や公社職員が直接現地へ赴き状況把握を行うことが望まれるが、

各団地の立地や実情を踏まえて、県営住宅管理人又は自治会との連携強化や監視カメラの

設置等を含めた手法も考慮されたい。

土佐山田（７棟130戸）

元（１棟24戸）

行当（１棟24戸）

桜ヶ丘

（１棟24戸）

天神南

（１棟24戸）

佐喜浜

（１棟24戸）

鏡野（14棟60戸）

蒲原（13棟288戸）

野根（１棟24戸）

田野（２棟４戸）

吉川（１棟24戸） 宝永

（２棟24戸）

野根第二

（１棟12戸）

高知市
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２．まとめ

個々の項目に関する監査結果や意見は、報告書本文に述べたところであるが、次の３つ

の視点から各種の個別論点等との関連性を踏まえた対応を示し、総括的に締めくくること

とする。

①多様化する住宅困窮者の将来推計を踏まえた県営住宅の役割について

②県営住宅の入居者の現状と入居期間について

③南海トラフ地震の被害予測や市町村営住宅の状況を踏まえた将来的に残すべき住戸等の

方針の整理について

①多様化する住宅困窮者の将来推計を踏まえた県営住宅の役割について

報告書本文で記載したように県が設けている優先的抽選制度は、10 年以上優遇措置の見

直しがなされていない。この点、犯罪被害者、矯正施設退所者、外国人技能実習生などの住

宅確保要配慮者への対応や、災害時の応急仮設住宅への対応、県外からの移住者への対応

という新たな役割も県営住宅に求められつつあるとのことである。

住宅困窮者は、時代の変遷に応じて変化するものと考えられ、優先的抽選制度について、

立地や周辺環境を加味し、住棟又は住戸ごとの特性に応じて、例えば、子育て世帯用住戸

や高齢者世帯用住戸などにするため、継続的かつ弾力的に要件を見直すなど、県営住宅が

住宅困窮者に対するセーフティーネットとなるような配慮が必要になると思われる。

②県営住宅の入居者の現状と入居期間について

報告書本文で記載したように結果として世帯向け住宅に単身世帯が居住するという事例

が見受けられ、県営住宅が意図した用途とは異なる用途で使用される事象が生じている。

現在の県営住宅の平均入居期間は約 15年とのことであり、この間に世帯構成が変化する

ことは十分にあり得ると考えられるが、こうした入居者と住戸のミスマッチを適時に解消

できない状況である。

県営住宅の本来の役割を果たすためには、例えば子育て世帯においては子供の成長に合

わせて退去することを義務づけるなど、期限付き入居制度の導入を検討することが望まれ

る。

なお、他県の事例として、東京都においては、子どもの成長に合わせてあらかじめ入居

期間を定めて入居する仕組みが導入されているとのことである。
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③南海トラフ地震の被害予測や市町村営住宅の状況を踏まえた将来的に残すべき住戸等の

方針の整理について

県では平成 24 年度に南海トラフ地震による津波浸水の予測を行い、県営住宅 62 団地中

28 団地が浸水被害を受けると予測している。そして、この 28 団地については現地での建替

えは困難とし、全面的改善の対象としていないとのことである。

現状の高い稼働率や財政面の課題を考慮した場合には、これらの団地を即座に用途廃止

し、新規に県営住宅を整備することは現実的ではないと考える。また、少子高齢社会への

移行が進んでおり、人口流出という課題もある中で、浸水予想地域内の団地と同規模の団

地を再整備することは将来的に過度の投資となる可能性もある。

他方、長期的な視点からは、こうした県営住宅を維持し続けることによる住民の安全面

の問題や維持管理コストの経済性に関して一定の課題があることも事実である。

このため、将来的に残すべき住戸等を検討するにあたっては、報告書本文で記載したよ

うに、市町村と同一の認識を持って、単に住宅ストック数のみに着目するのではなく、市

町村営住宅の入居状況や整備状況、子育て世帯用住戸等の必要性を加味しながら、南海ト

ラフ地震の被害予測と県営住宅の役割を踏まえた議論を深めた上で、結論を出すことが望

まれる。

最後に、本監査にあたり真摯に対応して頂いた住宅課職員及び住宅供給公社職員をはじ

めとする関係各位に感謝を申し上げる。

以上


