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未来を考える力を

気仙沼復興レポート㉑

災害公営住宅の管理と家賃
気仙沼復興レポートの第 21 弾は、災害公営住宅の家賃を分析する。家賃の仕組みが複雑なためか、災
害公営住宅への入居が本格化してきた最近になって問い合わせが増えている。このタイミングで関心が高
まるということは、災害公営住宅を選択するときに仕組みが十分に理解されていなかったのではないかと
心配である。そうした中で、入居のキャンセルが目立ち始め、気仙沼市は追加募集の準備を進めている。
災害公営住宅と公営住宅の違い、東日本大震災の補助制度によって災害公営住宅の収支が黒字になる仕組
みを紹介し、災害公営住宅政策の在り方も探った。

■

家賃は政令月収から算出

住宅を失った被災者のための災害公営住宅は、気仙
沼市で 2139 戸建設される。災害公営住宅は、住宅を
失った被災者なら誰でも入居できる。その家賃は、収
入によって決まり、特例措置によって５年間は月 6 千
円ほどの人もいるし、収入が多くて３年後には 16 万
円になる人もいる。
家賃を決める「政令月収」は、世帯の収入から税金
などを差し引いた所得合計(源泉徴収票の「給与所得
控除後の金額」)から、公営住宅法の控除によって、

から 3 年が経過すると、一部の被災者特例はなくな

所得合計から同居家族 1 人につき 38 万円を差し引く

る。ほかの市営住宅と同じように、低所得者向けの公

などして算出する。

営住宅として扱われるため、政令月収が 15 万 8 千円

例えば私の場合、2014 年の給与所得は 452 万円で、

を超える人は「収入超過者」になるのだ(小学校就学

「給与所得控除後の金額」は 307 万円だった。妻と子

前の子供がいる世帯などには特例がある)。

供 3 人がいるので、38 万円×4 人分の 152 万円を引く

収入超過だと月１６万円も

■

と 155 万円。それを 12 カ月で割ると、政令月収は 12
万 9 千円になる。この政令月収で南郷に完成した災害

収入超過者になると、家賃は近隣の同規模アパート

公営住宅(80 ㎡タイプ)に入居すると、家賃は月 3 万

並み(近傍同種)に引き上げられる。公営住宅が民業を

8100 円になる。
震災によって家屋などを失った場合、

圧迫しないための措置であり、住宅明け渡しの努力義

雑損失の繰越額を所得から控除できるため、さらに家

務も生じるが、被災者支援の視点に立って市は強制的

賃が低くなる仕組みもあるが、気仙沼市など複数の市

に退去させない考えを示している。なお、5 年以上入

町がこの仕組みを適用し忘れて家賃を誤請求するミ

居して政令月収が 31 万 3 千円を超える
「高額所得者」

スがあった。

は住宅明け渡しの対象になる。

災害公営住宅といえども「公営住宅」なので、入居
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南郷住宅の 27 年度家賃の状況

収入超過者の家賃は南郷住宅の場合、55 ㎡タイプ

し込み段階では、65 ㎡タイプで 10 万円程度の想定を

で月 12 万 2000 円、65 ㎡タイプで 14 万 8500 円、80

示していたが、実際は 1.5 倍になってしまった。建設

㎡タイプで 16 万 7400 円(いずれも最大値)＝詳細は

費高騰による割増分を差し引くかどうかは今後の検

上図を参照＝。階上の戸建タイプは 65 ㎡で最大 14 万

討課題となりそうだ。

5300 円、80 ㎡タイプで 15 万 4700 円となる。

■

収入超過者の家賃は、その収入によって下表のよう

家族構成の変化に注意

に段階的に引き上げられる。例えば政令月収が 18 万

政令月収の算定では、高校生や大学生、70 歳以上の

円の世帯は区分「Ｖ」に該当し、最初の 3 年間は月 4

高齢者、障害者は、合計所得額からさらに 10 万～40

万 1300 円の家賃だが、4 年目(初年度)は 6 万 2700 円

万円控除することができる。年間 120 万円以下の年金

になり、8 年目には 14 万 8500 円まで引き上げられる。

は所得に含まれない。

近傍同種家賃は、建物価格によって決まるので、復

注意してほしいのは、家族構成の変化が家賃に影響

興期による建設費高騰も影響する。災害公営住宅の申

すること。例えば高校生の子供がいると、１人当たり
38 万円の家族控除と 16～
23 歳の特定扶養控除 25 万
円の対象となり、世帯所得
から計 63 万円を差し引く
ことができる。しかし、高
校を卒業して社会人とな
って一緒に暮らす場合、家
族控除はそのままだが、特
定扶養控除はなくなり、就
職して稼いだ収入は世帯
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所得に合算される。

り、11 年目で通常家賃になる。月 7000 円で入居して

政令月収が高くなると家賃も上がる。子供が地元に

いた世帯の家賃が、11 年目には 3 倍の 2 万 1000 円に

就職して実家に残ってくれるのは大変うれしいこと

なってしまうのだ(下表参照)。貯金を取り崩しながら

だが、公営住宅のルールの中では金銭的な負担が増え

生活している年金暮らしのお年寄りにとっては、家賃

てしまうのだ。

の実質的な「値上げ」は辛く、阪神淡路大震災でも被

私の場合でも、
子供３人がいなければ政令月収は 22

災自治体の負担で特例期間を 5 年延長している。

万 4 千円になってしまう。つまり、収入は変わらな
いのに、同居家族が減ると家賃が高くなってしまう
のである。そのまま災害公営住宅に入居していると、
入居 5 年目には 16 万円の家賃を払ってでも住み続け
るか、民間のアパートに移るか、家を建てるか選択し
なければならない。
市の調査では、災害公営住宅に入居予定の約 4100
人のうち 0～9 歳は 205 人、10～19 歳は 361 人だっ
た。収入超過者になるとともに退去を予定している
世帯もあるが、子供の成長とともに思いがけず収入
超過者になる世帯も出てくる可能性がある。公営住宅

■

の縛りが、若者の市外流出につながらないようにする

災害公営住宅を建てるための借金や維持管理費が

ための工夫が求められる。

■

3ＬＤＫが９千円の低廉化制度

被災自治体の負担になることを心配してきたが、まっ

家賃低減措置は期間限定

たくの思い違いだった。東日本大震災に合わせた国の

政令月収 8 万円以下の低所得者のための特別家賃

制度が手厚い内容のため、災害公営住宅が多いほど被

提言措置も導入されている。南郷の場合、55 ㎡タイプ

災自治体の収入が増える仕組みになったのだ。維持管

の家賃は本来だと最低 2 万 800 円なのだが、6400～1

理費を除いても 1 戸当たり 1000 万円程度の黒字にな

万 9700 円に引き下げている。南郷では入居者の

りそうである。
まずは災害公営住宅の制度から説明する(一覧表㊦

81.4％がこの特別低減措置を受けている。

参照)。公営住宅の建設費用に対する国の費用負担は、

ただし、この低減措置は 6 年目から段階的になくな
補助率一覧
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平常時なら 45％程度だが、大規模な災害（激甚災害）

家賃低廉化事業と低減事業の関係

が発生した場合は「4 分の 3」に引き上げられる。し
かし、阪神淡路大震災に遭った兵庫県は、残り「4 分
の 1」の負担が重くのしかかり、復興とともに財政難
となった。そこで、東日本大震災では国の負担割合を
「8 分の 7」まで引き上げている。防災集団移転など
他の復興事業が国の 100％負担なのに、災害公営住宅
だけ地元負担を残したのは、入居者からの家賃収入が
あるからだ。この「8 分の 1」の負担分は、気仙沼市
は借金をして 30 年かけて返済する予定である。
これだけなら、地元負担と家賃収入がプラスマイナ
スでバランスがいいのだ、災害公営住宅整備にはさら

以上の説明を具体例に当てはめてみる。例えば、１

に 2 つの支援制度がある。

戸の整備費用が 3000 万円の災害公営住宅の場合、地

その 1 つは、家賃低廉化事業。これは平常時からあ

元の負担は「8 分の 1」なので 375 万円である。起債

る制度で、公営住宅の家賃を抑えるための補助金であ

して年利 1.5%で 30 年償還にすると、利子を含めて

る。公営住宅が本来は低所得者を対象とした公的施設

465 万円。分かりやすくするために維持管理費は除き、

のため、建設費に見合った家賃に設定することができ

この 465 万円を実質的な地元負担とする。

ず、差額分を国が補助する。例えば建設費から考える

この 465 万円は、家賃 2 万円をもらえば 20 年で返

と月 12 万円の家賃なのに、3 万円で貸し出す場合、

済できてしまうのだが、家賃低廉化事業によってさら

その差額の 9 万円が国補助の対象になる。東日本大震

に 1000 万円ほど国から補助がもらえるのだ。気仙沼

災の復興事業では、建設費を大幅に補助してもらいな

市は 2200 戸の災害公営住宅を計画しており、単純に

がら、わずかな負担はあるものの 12 万円の家賃で貸

計算すると補助合計は 220 億円
（1000 万円×2200 戸）

しているのと同じ収入があることになるのだ。

■

になる。

低廉化補助で黒字経営

１戸当たり 1000 万円と見込んだ根拠は、震災復興
交付金による家賃低廉化事業は「26～32 年度までの

家賃低廉化補助の計算式は下記の通りだが、建設費や

全体事業費 143 億 2427 万円」と明らかにされている。

近隣の民間賃貸の家賃などから算定して近傍同種家

この数字を分析すると、1 戸当たり年間 100 万円以上

賃から設定した家賃を差し引いた額が対象になる。建

の事業費になる。負担割合、空き室増加、減価償却を

設費が高騰したり、間取りを広く確保したりすると、

加味しても、20 年間で 1 戸当たり 1000 万円という見

近傍同種家賃が上がり、その差額が対象となる家賃低

通しは少ないくらいだ。管理費や修繕費を引いても黒

廉化の補助額が増える仕組みなのだ。

字になることは間違いない。

■

特例で用地費も対象に

特例によって建設比の補助率が引き上げられただ
ただし、差額分がすべて補助されるわけではない。

けでなく、災害害公営住宅の建設用地の取得造成費用

平常時なら国の負担は 45％、
激甚災害なら
「4 分の 3」

も建設費と同じ補助対象となった。用地費の補助は激

になる。これにも東日本大震災の特例があり、国負担

甚災害でも認められず、地元の 100％負担だった。こ

は「8 分の 7」に引き上げられた。対象期間は 20 年間

の負担が「8 分の 1」に軽減された上に、家賃低廉化

で、最初の 5 年は「8 分の 7」で、6～20 年目は「6 分

の補助率が引き上げられたことで、災害公営住宅が財

の 5」になる。
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源を生み出す仕組みになったのだ。

どとしての再利用を検討していく考えだ。戸建てタ

制度を担当する国交省住宅総合整備課に問い合わ

イプの災害公営住宅は、建設から 5 年が経過する

せると、家賃低廉化の補助が 20 年間続くことは間違

2020 年から 2022 年にかけて全 555 戸のうち 165 戸

いないようだ。復興庁宮城復興局にも確認したが、あ

を払い下げると見込んでいる。65 ㎡タイプ(建設費

まり問題にはなっていなかった。

1867 万円)を 5 年後に払い下げる場合、譲渡価格は

とはいえ、増税による復興予算で建設する災害公営

1587 万円(別に土地代も必要)と想定している。

住宅である。家賃収入、国からの補助金で黒字になっ

既存の市営住宅と災害公営住宅の管理は、県営住

ても、その余剰金はきちんと管理し、復興や住宅政策

宅の管理代行の実績がある宮城県住宅供給公社に委

へ適正に充当していかなければ、国民の理解は得られ

託する。

ない。低所得者の家賃低減化、子供の成長に伴う収入

災害公営住宅入居予定者の年齢構成

超過世帯への激変緩和措置など、前例にとらわれない
対策への充当を今から検討していくことが必要だ。

■

2014 年 3 月末時点

年齢区分

市営住宅管理計画を策定

人数(構成比)

100 歳以上

3 人( 0.1%)

気仙沼市は膨大な市営住宅を効率よく管理してい

90～99 歳

64 人( 1.7%)

くため、市営住宅等管理計画(2015～2024 年)を今年

80～89 歳

355 人( 9.0%)

8 月に策定した。市営住宅の役割と課題を分析した

70～79 歳

720 人(18.3%)

上で管理方針を定めており、将来的な空き室数も推

60～69 歳

751 人(18.1%)

計した。既存の市営住宅(22 団地 525 戸)の多くが老

50～59 歳

566 人(14.3%)

朽化しており、将来的には老朽化した市営住宅を廃

40～49 歳

469 人(11.9%)

止し、災害公営住宅へ統合していく方針を打ち出し

30～39 歳

303 人( 7.7%)

20～29 歳

248 人( 6.3%)

10～19 歳

323 人( 8.2%)

0～9 歳

178 人( 4.5%)

ている。

災害公営住宅の入居予定世帯人員
40
152世帯 15

合計

1人

3944 人

2人

308世帯

836世帯

■

3人

計 1993 世帯

気仙沼市に完成した災害公営住宅で、カビの問題が

4人

発生した。結露が多かった仮設住宅でもカビに悩まさ

5人

642世帯

カビ発生と空き室問題

れてきた住民はとても残念がっていた。

6人以上

カビ発生は、7 月 22 日に入居が始まった赤岩五駄
鱈（ごだんたら）住宅で報告された。建物は鉄骨造３

災害公営住宅の入居を予定している世帯の約 4 割

階建てが 2 棟あり、21 戸のうち 2 戸は空き室になっ

は単身世帯で、入居者の約半数は 60 歳以上で、死

ている。業者から完成した建物を買い取る「公募買い

亡や転出によって 10 年後には約 2 割が空き室にな

取り方式」で整備した。契約価格は約 6 億 4 千万円。

ると見込んだ。20 年後には約 5 割が空き室にとなる

市の調査では、1 階の全 7 戸、2 階は 7 戸のうち 3

と推計しており、市営住宅を廃止して統合したとし

戸（うち空き室 2 戸）で、いずれも和室の畳の表面に

ても、低所得者向けの公営住宅としての活用だけで

カビが発生していた。1 階の床下には結露が発生し、

は余剰になるため、市はＵＩターンの受け入れ先な
5

一部の住戸では水滴がしたたる状態(写真)だった。

良でもない」と市は判断。ミスではないとする一方で、

カビ発生の原因は、高温多湿の季節に、完成から入

施工した大和ハウス工業から申し入れで対策を施し
た。対策としては図のように、雨どいの流れを変更し
て換気口と排水溝を別にし、換気口を広げてカバーも
取り外す。この対策によって、換気能力が向上。さら
に、基礎コンクリートにも断熱材を敷設し、寒暖差に
よる結露発生を抑制する。
なお、ほかの公募買い取り型の災害公営住宅にも、

居までの間に 24 時間換気装置が止まっていたことと

今回の教訓を施工に反映させている。ＵＲ都市機構に

市は考えている。床下の結露は、外気と床下の温度差

委託している高層階の災害公営住宅はほとんどが１

が原因と説明した。

階に居室を配置しないが、配置する場合で、も換気の
構造が今回問題となったタイプとは異なる。

市は対策として、入居者に鍵を引き渡すまで 24 時
間換気を作動させたままにし、業務委託によって週に

震災から 4 年 8 カ月が経過したことで、被災者の

1 回は窓開けなどの換気を行うことにした。入居者に

意向が変化し、災害公営住宅のキャンセルが目立ち

も十分な換気の大切さを説明することにした。入居開

始めている。10 月に完成した舘山住宅は 30 戸のう

始まで今までは電気のブレーカーを落としていたけ

ち 10 戸が空き室のままとなっている。自主再建へ

ど、スイッチを入れたままにしておくということだ。

の変更が大きな理由だが、家賃の仕組みが十分に理
解されていなかった可能性もある。

床下の結露については、第三者期間による性能評価

南郷、四反田なども含めると計 45 戸の空き室が

を取得した設計・構造であることを確認し、「施工不

ある。たくさんの人が仮設住宅での生活を余儀なく
されている状況の中、市は防災集団移転の空き区画
とともに再募集を始めることにしている。
併せて、仮設住宅、みなし仮設住宅の入居者を対
象にした住宅再建の意向調査も実施。なかなか正確
な数がつかめなかった土地区画整理区域内での住宅
再建数も概要が明らかになりそうだ。住宅再建の目
途が付けば、いよいよコミュニティーの再生、まち
づくりへの取り組みが本格化していく。

気仙沼復興レポートのバックナンバーは気仙沼市議・今川
悟ホームページで公開中。http://imakawa.net
❶少子化と人口減少❷防潮堤問題❸復興予算の限界❹鉄路復
旧とＢＲＴ❺高校再編❻災害公営住宅❼仮設住宅❽財政シミ
ュレーション❾災害危険区域❿震災遺構⓫人手不足⓬防災公
園⓭震災検証（津波編）⓮三陸道⓯新市立病院⓰造船団地⓱復
興事業の地元負担⓲仮設住宅の集約化計画⓳土地区画整理と
かさ上げ⓴集会施設の市有化と課題
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