23 外部監査公表第３号
地方自治法第 252 条の 38 第 6 項の規定により，平成 23 年８月 16 日に福岡市長から包括
外部監査人による監査の結果に対する措置について通知を受けたので，同項の規定により
次のとおり公表する。
平成 23 年９月 15 日
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監査報告と措置の件数
23 外部監査公表第１号（平成 23 年４月 28 日付 福岡市公報第 5823 号公表)分
（市営住宅事業の運営管理について）
・・・13 件

２

講じた措置の内容
以下のとおり

23 外部監査公表第１号（平成 23 年４月 28 日付 福岡市公報第 5823 号公表）分
第３．監査の結果と意見
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

１．募集・入居手続状況について

連帯保証人の認定に関する例外処理事

(2) 募集・入居手続の状況

務については，平成 23 年５月に，当該事

（指摘1）

務を受託する市住宅供給公社の課長決裁

市営住宅に入居する際は，家賃その他一

をもって例外処理ができること，及び当該

切の債務についての連帯保証人が必要とさ

事務処理を行った場合は市へ報告を行う

れている。保証人の資格の一つに収入基準

こと等の事務処理方法を定め，同公社に対

があり，給与収入の場合は200万円以上の年

し，同年６月に文書にて通知を行った。

収が必要とされている。

同公社は，これを受けて，適切な事務処

平成21年度の当選者リストより25件のサ

理の実施について，周知徹底を図った。

ンプルを抽出し，手続に必要な書類を閲覧

（住宅管理課）

したところ，保証人の給与収入が167万円と
収入基準を満たしていない契約が発見され
た。
収入基準は不足しているが連帯保証はで
きると判断して契約を締結しているとのこ
とだが，決裁書は作成されておらず当該判
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断の根拠を確認できなかった。
特別の事由があると市長が認めて承認し
たときは連帯保証人を立てないことができ
るとの規定もあり（市営住宅条例第12条），
必ずしも収入基準を満たした連帯保証人が
必要とされるものではないが，例外処理を
行う場合は適切な権限者の承認を得て決裁
書等の書面で保存する必要がある。
１．募集・入居手続状況について

過去の辞退率の分析と適正な人数の補

(2) 募集・入居手続の状況

欠者の確保については，平成21年度以降は

（意見5）

詳細な辞退率の分析を行い，辞退による空

市は辞退者の発生に備えて補欠者を選定

家が発生しないように努めているところ

しているが，過去の辞退率の分析は行って

である。

いないこともあり，補欠者の選定人数が不

補欠者の増加については，これにより入

足して多数の空き家を生じさせている。応

居決定手続きが長引くこと等もあり，トー

募倍率が10倍を超える住宅も含まれてお

タルでみると，空家期間の短縮や市営住宅

り，補欠者の人数を増やすことで空き家の

提供の機会増大に繋がらない場合も考え

発生を防止することができたと考えられ

られる。

る。補欠者の増加は事務負担の増加につな

今後，募集の計画から実施，入居者決定

がるが，過去の辞退率の分析を行い，適正

までの業務を受託する市住宅供給公社と

な人数の補欠者を確保する必要があると考

協議を行い，平成23年８月募集から，募集

える。

住宅毎に応募倍率や過去の辞退率を考慮
した補欠者を確保することとした。
（住宅管理課）

１．募集・入居手続状況について

入居手続期間と次回募集の空家の確定

(2) 募集・入居手続の状況

時期については，当該業務を受託する市住

（意見6）

宅供給公社と協議の結果，長期空き家期間

当選者及び補欠繰り上げ当選者の入居手

が生じないように，平成23年５月募集から

続期間は募集月の4か月後の月末までとさ

入居手続期限を１ヶ月短縮し，募集月の３

れており，当該時点の入居予定者が辞退し

か月後の末日とし，空家期間の長期化を防

た場合は次順位の補欠者の繰り上げは行わ

止することとした。

れない。その後最初に行われる定期募集で

（住宅管理課）

は，空き家確定に間に合わないため，さら
に次の定期募集で再び入居者を募集するこ
ととなる。
入居手続期間を空き家の確定月まで延長
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することは可能であるが，現在は確定月の2
か月前の月末で打ち切っているため，次順
位の補欠者への入居機会が与えられず空き
家の発生につながっている。空き家の発生
を防止するため，入居手続期間を延長また
は短縮して入居手続終了時と空き家確定時
にずれが生じないよう検討する必要がある
と考える。
２．家賃算定手続状況について

災害減免の適用対象については，水害等

(9) 減免制度

に対応できるように平成23年６月に市営

（指摘2）

住宅家賃減免実施要綱を改めた。

災害減免の適用要因は，火災及び火災に

（住宅管理課）

起因する水害とされているが，実際には火
災に起因しない水害においても当制度の準
用ということで減免が行われている。
減免の制度趣旨を考慮すると原因を火災
に限定する必要はなく現行の実務どおりの
運用が望まれるが，要綱と実務が乖離すべ
きでない。実務に合わせた形で要綱を修正
する必要がある。
３．市営住宅の使用料の徴収事務について

平成 23 年８月からは，減免決裁の事務

(7) 住宅使用料等の滞納管理

処理において減免理由を記載することと

（指摘3）

した。

延滞金の減免は傷病や失業等，やむを得

なお，平成 23 年度中に延滞金徴収に関

ない事由があると認められる場合に認めら

する条例整備と減免基準の見直しを行う

れるとされている。しかし，毎月の減免決

予定であるため，減免処理も再度見直しを

裁の添付資料には具体的な減免理由は記載

行う。

されておらず，やむを得ない事由の有無に

（住宅管理課）

ついて十分な検討が行われていない。
減免処理を適切に行うため，滞納者ごと
に延滞金減免基準に照らした十分な検討が
必要と考える。
４．退去手続状況について

決算における退去時未精算金の残高と

(3) 退去時未精算金

退去時未精算金台帳の差違については，平

（指摘5）

成 23 年４月に調査したところ，差異の

平成21年度決算における退去時未精算金

17,772 千円のうち，15,879 千円は，不納
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の残高と，退去時未精算金台帳に以下の差

欠損を行った金額を退去時未精算台帳か

異がある。
決算金額
（A）

ら削除する事務処理が遅れたこと，また，

32,184千円

退去時未精
算金台帳
（B）
49,957千円

差異
（B）－（A）

残りの 1,893 千円は，出納閉鎖期間中の事
務処理において，処理すべき年度を誤った
ことが原因であった。

17,772千円

当該差異については，退去時未精算金台

市は決算時に決算金額と退去時未精算金

帳を修正し，処理を完了した。

台帳の照合を行っていないこともあり，差
異がいつの時点で差異が発生したか，また

なお，今後，決算時には決算金額と退去

差異が発生した原因については確認できな

時未精算金台帳を照合し，差異が生じた場

かった。

合は速やかに原因を調査する。
（住宅管理課）

今回判明した差異については，再発防止
のため原因を引き続き調査する必要があ
る。また，今後決算時には決算金額と退去
時未精算金台帳を照合し，差異が発生して
いる場合は速やかに原因を調査する必要が
ある。
５．市営住宅ストックの有効活用状況につ

「市営住宅ストック総合活用計画」にお

いて

ける団地別活用計画の判定書類について

(1) 「市営住宅ストック総合活用計画」

は，今後，適切に保存管理するよう，職員

の概要

に対して，研修を通じ，周知徹底を図った。

（意見17）

（住宅計画課）

「市営住宅ストック総合活用計画」にお
ける団地別活用計画は，ストック活用手法
選定フローに沿って判定して策定されてい
る。選定フローにおいて形式的な判定とな
る2次判定までの結果と団地別活用計画と
の乖離状況を確認したところ，2次判定では
建替と判定される団地のなかで，1団地の1
部の住棟について，全面的改善として計画
されているものがあった。これは，3次判定
により建替から全面的改善へと変更された
ものであるが，この判定過程の考え方に係
る説明は受けたものの，その内容を確認で
きる書類が保管されていなかった。
このような判定書類は，団地別活用計画
の判定上で重要なものであり，今後，適切
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に保存管理することが必要であると考え
る。
６．市営住宅の維持管理について

禁止事項違反者への対応については，当

(2) 禁止事項違反者への対応

該業務を受託する市住宅供給公社におい

（意見22）

て，平成23年度から，専任指導員の増員配

禁止事項への対応件数はここ3年間で増

置を行い，体制の強化を図るとともに，市

加している。対応は市住宅供給公社業務課

においても区役所や警察など他部署との

の担当者3名と係長2名という体制で行われ

連携の強化をさらに図り，特に悪質な場合

ているが，年間の対応件数は約1,500件，単

は，平成23年７月からケース検討会議等に

純計算で一人当たり年間300件対応してい

より，法的措置を前提とした対応などを協

ることになる。1件の迷惑行為により周囲の

議し対応を行うこととした。

複数の居室の募集を停止しているケースも

また，今後の対応にかかるノウハウの蓄

見受けられ，資産活用の面でも機会損失が

積については，現在，市営住宅管理システ

発生している。騒音等の住民トラブルでは， ムを再構築しており，その中で，違反や指
初期対応が十分にできていれば長期化しな

導状況等の情報の共有化を強化する。

い可能性も考えられるため，市の他部署と

（住宅管理課）

の連携による情報収集や，市営住宅に係る
他の業務担当者にも協力を依頼する等，人
員増加以外の手段により，効果的に対応す
る方法を検討する必要があると考える。
また，禁止事項への対応状況については，
今後対応のノウハウを蓄積し，人員の異動
があっても適切に対応できる体制を整備す
ることも検討する必要があると考える。
６．市営住宅の維持管理について

駐車場利用料金の検討書類の保管につ

(3) 駐車場の管理状況

いては，平成23年７月に当該業務を受託す

（意見26）

る市住宅供給公社に対し，適切な保管を行

駐車場利用料金について，市営住宅条例

うよう，文書にて指導を行った。

69条の5第3項では「近傍同種の駐車場の料

同公社は，適正な保管を行うよう，事務

金の額と比較して均衡のとれたものである

処理の周知徹底を図った。

と認められるもの」を料金とすべき旨，規

（住宅管理課）

定している。
既設駐車場の駐車場の利用料金につい
て，当初の料金決定から期間が経過してい
れば，周辺の地価変動等により近隣の民間
駐車場利用料金も変化している可能性があ
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るため，その都度，民間駐車場利用料金と
比較して均衡のとれたものであることを確
認する必要があるが，見直し時の検討資料
が保管されていなかった。このような検討
書類は，市の運営管理上で重要なものであ
り，今後，適切に保管することが必要であ
ると考える。
８．契約事務の執行管理について

提案競技における審査項目については，

(5) 特命随意契約

今後同様の委託契約を実施する場合には，

（意見35）

価格も審査項目に含める。

福岡市営住宅の管理方法等検討業務委託

（住宅管理課）

の優先交渉順位を決定する提案競技では，
審査項目に価格が含まれていない。これは，
金額を固定して提案内容のみを評価するこ
とには，純粋に提案内容が優れている業者
に優先交渉権が与えられるメリットがあ
り，当該業務は優れた提案内容のものを採
用することが妥当であるとの判断によるも
のである。
しかし，経済性を考慮した場合，一定の
品質水準が確保できるのであれば，価格に
ついても審査項目とすべきと考えられる。
他の審査項目において品質水準は検討され
るものであるし，提案内容を重視するので
あれば，価格に対する配点を低くすればよ
いものと考えられる。
提案競技における審査項目に価格を一切
含めないことは，経済性の観点から望まし
くなく，何らかの形で審査項目に価格を含
めることを検討する必要があると考える。
９．市営住宅の管理方法について

平成23年度の契約において，仕様書を変

(3) 市住宅供給公社との契約

更し，業務内容を明確に区分した。

（指摘16）

（住宅管理課）

管理代行と指定管理の業務の細目は，そ
れぞれ仕様書において定められている。基
本的な業務の区分については，管理代行で
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行える業務以外を指定管理者の業務とされ
ている。
しかしながら，募集計画業務について指
定管理として実施できない業務であるにも
係わらず，指定管理業務の仕様書において，
市住宅供給公社の委託範囲とされていた。
管理代行・指定管理制度は根拠法令が異
なり，その業務範囲は異なるものであるの
で，協定書，仕様書等において業務内容を
明確に区分する必要がある。
９．市営住宅の管理方法について
(5)

平成23年度の契約から，業務の実施状況

管理代行者・指定管理者のモニタリ

の報告，事業報告書については，管理代行

ング

による業務，指定管理による業務を区分し

（指摘17）

て報告を求めることとした。

市住宅供給公社から市に対して，業務の

（住宅管理課）

実施状況の報告，事業報告書の提出がなさ
れているが，管理代行による業務・指定管
理による業務とで区分がなされていない。
それぞれ別個の協定書等において定められ
た報告であり，それぞれの業務の状況を確
認するためのものであるので，管理代行に
よる業務・指定管理による業務を区分して
報告を求める必要がある。
９．市営住宅の管理方法について
(5)

業務改善評価制度の対象については，基

管理代行者・指定管理者のモニタリ

本協定書を変更し，平成23年度から業務改

ング

善制度の対象，目標の設定，評価を管理代

（指摘18）

行と指定管理者制度毎に区分して実施し

管理代行制度では改良住宅管理業務は行

ている。

えないが，基本協定書における業務改善評

（住宅管理課）

価制度の対象は市営住宅管理業務のすべて
とされており，実施できない業務が評価対
象に含まれている記載となっている。また，
業務改善評価結果についても，管理代行，
指定管理の区分がなされずに評価されてい
た。
管理代行・指定管理制度は根拠法令が異
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なり，その業務範囲も異なるものであり，
求められる目標となる指標についてもその
対象範囲等は異なるもののはずであるた
め，業務改善目標の設定，評価を区分して
実施する必要がある。
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