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現状の水準及び課題等 

  

 

① 入居者管理業務 

ア 募集関係業務 

業務 現状の水準 現状の課題 

入居者募集 ・年３回住戸タイプ（１DK～４DK）ごとに 

 公開抽選を行い，入居者を決定している。 

・抽選結果は当日に分かる。 

 

・補充入居実績 

年度 申込み世帯数 入居世帯数 

H２９      ７９８     １４０ 

H３０      ８０１     １０４ 

R０１      ７９４     １０５ 

R０２      ７０４      ８４ 

 

・一部の団地については，申込先着順で入居

者を決定している。 

 

・随時入居実績 

 年度 入居世帯数 

R０１    ４７ 

R０２       １６ 
 

平成２９年度から，年３回の

補充入居募集と随時募集の実

施へ変更し，入居世帯が平成

２８年度末と比較して，令和

２年度末時点で，１７０世帯

増加した。 

一方で辞退者は依然として存

在し，入居希望者にとって，

部屋の設備等の詳細が分かり

にくい状況にあると考えられ

る。 

 

 

 

イ 入居関係業務 

業務 現状の水準 現状の課題 

入居案内 
抽選会以降，おおむね６週間で，入居説明会

を開催している。 
特になし 

公募以外による入居等 

・火災や風水害及び地震により罹災し，消防

から全焼・全損・全壊等の罹
り

災証明が発行

され，かつ，市営住宅の入居要件を満たし

ている者については，特定入居を認めてい

る。その際，補充入居者案内との兼ね合い

から，対象を太山寺Ｂに限定している。 

・入居替えについては，身体機能上の理由（老

化，障がい等）による者がほとんどである。 

・階段の昇降が困難であるとの医師の診断書

の提出を義務付けている。 

 

特になし 
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② 各種申請等関係業務 

ア 申請の受付 

業務 現状の水準（年間の概数） 現状の課題 

入居承継承認申請  ４０件 特になし 

同居承認申請  ６０件 特になし 

入居替承認申請  ２０件 特になし 

家賃等減免申請 ４００件 特になし 

住宅模様替承認申請  ５０件 特になし 

 

 

イ 届出の受付 

業務 現状の水準（年間の概数） 現状の課題 

世帯員異動届 １２０件 特になし 

氏名変更届  ２０件 特になし 

連帯保証人変更届  ２０件 特になし 

 

 

③ 入居者の保管義務違反等に関する業務 

業務 現状の水準 現状の課題 

保管義務違反 

「イヌ，ネコ等の動物の飼育や餌やり」 

 近年入居した者については，動物の飼育を

しない旨の誓約書を提出させており，訪問

の上で指導を行っている。動物の飼育が原

因で契約を解除した事例はない。 

 

苦情があった場合は個別対応

しているが，理解が得られに 

くく，対応に苦慮している。 

 

 

 

④  迷惑行為に関する相談・苦情対応業務 

業務 現状の水準 現状の課題 

相隣トラブル 

 

「隣室の部屋の騒音問題」 

基本的には入居者間の両者で話し合うよ

う指導しているが，騒音が長時間続いてい

るなど極端な場合は，調査の上，原因とな

っている入居者に改善指導を行っている。 

 

 

苦情があった場合は，訪問等に

より対応しているが，当事者間

の認識の違いから解決に至ら

ず，対応に苦慮している。 
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⑤ 住環境の維持管理に関する事務 

業務 現状の水準 現状の課題 

放置自動車等撤去業務 

・団地自治会又は管理人からの依頼により行

っている。ナンバーにより所有者が判明し

た場合は，移動するよう指導している。所

有者が不明の場合は，１箇月程度の周知期

間を置いて，使用済自動車の再資源化等に

関する法律（平成１４年法律第８７号）に

基づき処分している。 

・拙速に処分を行うと，後にトラブルとなる

可能性があるため，十分な調査が必要であ

る。 

 

所有者の判明に時間を要する。 

放置自転車撤去業務 

団地自治会又は管理人からの依頼により行

っている。放置自転車を一箇所にまとめ，防

犯登録の調査を行った後，２週間程度の周知

期間を置き（ここまでは自治会等に依頼して

いる），都市生活サービス課に撤去依頼を行

っている。 （令和１年度 年間７７台撤去） 

仕事をしている管理人にとっ

ては負担となっている。 

団地内清掃 

市民大清掃等で，清掃により大量のゴミが発

生した場合に，清掃課へ回収依頼を行うこと

がある。 

対象となるゴミ以外に粗大ご

み等を出す入居者がいる。 

 

 

⑥ 清掃等業務 

業務 現状の水準 現状の課題 

除草 

通常は入居者が定期的に除草を行っている

が，三光，朝美及び大峰団地には傾斜地があ

るため，要望があった場合に限り指定管理者

が行っている。 

入居者の高齢化のため，除草 

が困難になっている。 

害虫駆除 
突発的にシロアリ，ハチ等の害虫駆除を行う

ことがある。 
特になし 

鳥類防除 

入居中の部屋については，入居者負担でベラ

ンダの糞清掃，防除ネットの設置を行ってい

るが，空き部屋及び共同部分については，指

定管理者が行っている。 

入居者の中には，ベランダのハ

ト対策を行っておらず，多量 

の糞を放置する者がおり，苦情

の原因となっている。 

 

⑦ 収入認定関係業務 

ア 収入申告 

業務 現状の水準 現状の課題 

収入報告書の配布 
例年６月中旬頃，市営住宅全戸に指定管理者

を通じて配布している。 
毎年，約５０世帯が未提出 
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収入報告書の受付 

・市窓口及び指定管理者で受付している。 

・成人及び無就学の未成年者には課税証明書

を添付させ，障がい者には身体障がい者手

帳の写し等を添付させている。 

・収入報告書の未提出者は，翌年度の家賃が

近傍同種家賃となり，トラブルの原因とな

るため，文書による催促を３回行い，周知

を徹底している。 

現行の体制では，一時的に業務

量が多くなり事務処理に時間

を要する。 

 

イ 収入認定及び家賃決定通知書の送付 

業務 現状の水準 現状の課題 

家賃決定通知書の送付 

・家賃決定の意見を述べる期間として３０日

を確保するため，遅くとも 2 月下旬には決

定通知を発送する必要がある。 

・家賃決定通知書の作成及び封入作業は市が

行っている。 

現行の体制では業務量が多く， 

事務処理に時間を要する。 

納入通知書の送付 
口座振替払以外の入居者については，年度当

初に，年間の納入通知書を送付している。 

現行の体制では業務量が多く， 

事務処理に時間を要する。 

 

⑧  収納等管理業務 

業務 現状の水準 現状の課題 

市営住宅使用料の徴収率 

 

平成３１年度出納閉鎖時点（令和２年５月末

日）において，現年分９７.７０％である。 

 

年度別徴収率 

 年度   徴収率 

  H２８年度   ９８.９２ % 

  H２９年度     ９８.５５ % 

  H３０年度     ９７.８５ % 

  H３１年度     ９７.７０ % 
 

 

徴収率は僅かに減少している

が，現状水準を維持しつつ，更

なる向上を目指す。 

 

 

 

 

 

訪問徴収 

 

・基本的に徴収嘱託員 2 名が団地を訪問して 

領収している。領収日の翌日には，市に入 

金し，報告する義務がある。 

・徴収嘱託員が領収している住宅使用料は，

平成３１年度において￥３８,４０１,１８

５円で，全体の約５％を占める。 

 徴収嘱託員が領収している駐車場使用料

は，平成３１年度において￥３,２５８,８

０３円で，全体の約５．２％を占める。 

 

入居者が不在の場合も多く，複

数回訪問しなければならない

場合もある。過払（過領収）を

防止するための確実な確認作

業が必要である。また，電話・

訪問時間は，約束等をしている

場合を除き，原則午前９時から

午後８時までとしており，その

時間以外の時間しか在宅して

ない場合の対応が困難である。 
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口座振替の促進 

・入居者が「松山市営住宅使用料等預金口座 

振替依頼書」を記入し，押印の上，指定金 

融機関の窓口に提出する。毎月２０日締め 

切りで，翌月以降の納期分から口座振替を

開始する。 

・新入居者には口座振替を依頼し，敷金納 

付時に銀行窓口への提出を依頼している。 

 

 

現入居者に対する口座振替へ

の更なる加入促進が課題であ

る。 

 

⑨ 駐車場管理業務 

業務 現状の水準 現状の課題 

駐車場管理 
指定管理者及び委託した駐車場管理組合が

違法駐車等の指導を行っている。 

団地内通路への違法駐車，外来

駐車場の長時間駐車などが後

を絶たない。 

 

⑩ 施設管理業務                                                                                                                                                                         

業務 現状の水準 現状の課題 

一般・緊急・空家修繕 

 

・緊急修繕については３６５日２４時間体制 

で対応している。 

・現在の発注業者については，市の登録業者

から実績などを考慮して選定し，質の確 

保及び地場産業の活性化に努めている。 

・休日及び夜間の対応については，コールセ

ンターが行っており，特に問題は起きてい

ない。 

・入居者の生活に支障がないよう早急な対応 

に努めている。 

 

・緊急修繕は入居者の生活に支

障がないよう対応を行ってい

るが，躯
く

体劣化部などは復旧

に至っていない部分がある。 

・耐用年数が過ぎた設備機器に

ついては，緊急修繕に対応で

きるように，常時，在庫を確

保することが必要とされる。 

・予期せぬ事故による停電や機

器故障により入居者の生活に

支障をきたす場合がある。 

・共用部の修繕において，老朽

化による修繕範囲が大きく対

応できていない場合がある。 

修繕の可否判断 

修繕負担区分表に基づいて、指定管理者負

担，又は入居者負担の判断を行っており，

事実関係の調査に当たっては，電話等によ

る聞き取り，現地調査等を行っている。 

修繕内容によっては，入居者負

担に理解が得られにくく，対応

に苦慮する場合がある。 
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建物の定期検査 

・建物の外壁については，毎月数回団地を巡 

回し，目視及び打診（手の届く範囲）で点 

検を行い，異常があった場合は，随時部分 

補修を行っている。 

・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

第１２条第２項及び第４項に基づく建築 

物を定期点検する制度が設けられている。 

建築物  ➡ ３年ごとに 

建築設備 ➡ １年以内ごと 

       （昇降機は除く） 

指定期間中に，毎年３棟から

５棟の建築物法定点検として

外壁の全面打診等の調査を行

う必要がある。 

退去関係 

入居者から退去の申出があれば、日程調整の

上，本人又は代理人の立会いのもと退去検査

を行う。退去検査基準に基づき修繕を指定管

理者に委任すれば，検査完了となり，敷金返

還の手続を行う。 

入居者が修繕を行う場合は，

指定管理者が修繕箇所の確

認のため，再検査を行う必要

がある。 

 

⑪  保守点検業務 

業務 現状の水準 現状の課題 

エレベーター保守点検 

鹿峰団地以外の団地は，フルメンテナンス方

式であるため，製造元指定のメンテナンス業

者と維持管理契約を締結している。 

令和６年度に，建替えによるエ

レベーターの設置（２基）につ

いて，フルメンテナンス方式の

保守点検が，追加される予定が

ある。 

給水施設保守点検 現在の委託契約先は３社である。 特になし 

給水施設清掃 
清掃作業は，断水が伴うため，入居者等との 

相互協力のもと業務を行っている。 

給水方式の変更に伴い給水塔

（２基）が廃止される予定があ

る。（令和４年度～令和６年度） 

給水施設水質検査 
国に登録している検査機関で水質検査を 

実施している。 
特になし 
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消防設備等保守点検 

 

・消防法（昭和２８年法律第１８６号）の規 

定により総合点検を行っている。 

・保守点検の内容によっては，屋内点検が 

必要となるため，入居者との調整が生じ

る。 

 

今後，建替えや改修による消防

設備設置に伴い，点検が必要 

な団地がある。 

樹木維持管理 低木については入居者等に依頼している。 

入居者等の高齢化により、高木

だけではなく，低木の剪
せん

定希望

が年々多くなっている。 

三光団地電気工作物保安

管理 

 

・対象物が高圧受電であるため，電気事業法

（昭和３９年法律１７０号）に基づき巡視

及び点検を行っている。 

・電気主任技術者が点検を行う必要がある。 

 

特になし 

汚水処理施設法定検査 

 

・放流水の水質を検査し，汚水処理施設の 

良好な保全水準を保っている。 

・浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第５ 

７条第１項に基づき指定される指定検査 

機関が行う必要がある。 

特になし 

汚水処理施設水質検査 現在の委託契約先は 1 社である。 特になし 

汚水処理施設保守点検 

 

・自治会，保守点検業者及び指定管理者との 

３者契約を行っている。 

・空き部屋や月の途中入退去者の部屋につい 

ては本市が全部又は一部を負担しており， 

その他のものについては入居者が負担し

ている。なお，未納金が発生するおそれが 

あるため，団地との意思疎通を図って，対 

応している。 

特になし 

日常的及び定期的な団地

内の点検 

建物及び共同施設を定期的に点検し，異常箇

所等を早期に発見し，修復している。 

高所にある異常箇所について

は，足場等が必要なため，対応

に苦慮している。 
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遊具点検 

・管理区域の遊具については，月 1 回巡回し， 

目視等により点検を行っている。 

・年 1 回の法定点検は，資格業者に委託して 

いる。 

点検により問題が判明した遊

具については，早急に使用禁止

等の措置をとる。 

シロアリ駆除 

・シロアリ防止策を講じていないため，入居 

者等からシロアリ発生の報告を受け，現地 

調査を行った上，駆除を行っている。 

・突発的に駆除を行うことがあるが，年２～ 

３件程度である。 

特になし 

 

⑫ その他管理業務 

事務 現状の水準 現状の課題 

管理人関係 

任期の途中で管理人が入れ替わる場合には 

旧管理人と新管理人の任期を明確にする必 

要がある。 

 

・源泉徴収票の発行が年度をま
たいでおり，事務が煩雑となっ
ている。 

・旧管理人に選定をお願いして
いるが，新しい管理人が決定す
るまでに時間がかかってしま
う。 

 

防火管理者業務 

 

消防訓練について，平成３１年度は３２団地

が実施している。 

 

 

訓練への参加者の増加に向け

た周知及び啓発が必要とされ

る。 

入居者安否確認 

 

・現在７団地で希望者を対象に行っている。 

・場合によっては開錠し，立入調査を行う必

要がある。 

 

独居高齢入居者が増加してい

るため更なる充実が望まれる。 

 


