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県営住宅

佐賀県県土整備部建築住宅課 

入居者のしおり 

県営住宅光団地（佐賀市光） 



○指定管理者連絡先一覧 

管 理 事 務 所 所  在  地 管 理 地 区 電話番号 

佐賀管理室 
〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 

      （佐賀総合庁舎別館）

佐賀市、多久市

小城市、神埼市

TEL 0952（20）2500

FAX 0952（20）2533

鳥栖管理室 
〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 

（鳥栖総合庁舎別館）

鳥栖市 

三養基郡 

TEL 0942（81）3020

FAX 0942（81）3021

唐津管理室 
〒847-0861 唐津市二夕子3丁目1-5 

（唐津総合庁舎別館） 

唐津市 TEL 0955（70）1557

FAX 0955（70）1558

伊万里管理室 
〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4 

（伊万里総合庁舎別館）

伊万里市 

西松浦郡

TEL 0955（20）4511

FAX 0955（20）4512

武雄管理室 
〒848-0041 武雄市武雄町大字昭和265 

（武雄総合庁舎別館）

武雄市、鹿島市

杵島郡

TEL 0954（26）0522

FAX 0954（26）0523

 

 

 

○公営住宅法（抜粋） 

 （この法律の目的） 

 第１条 この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅

を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することによ

り、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

○佐賀県営住宅条例（抜粋） 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、県営住宅並びに共同施設及び地区施設（以下「県営住宅等」という。）の

   設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

 （家賃の納付） 

 第１７条 （第１項略） 

 ２ 入居者は、毎月末（月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日）までにその月分の家賃を

  納付しなければならない。 

   （第３項以下略） 

 （入居者の保管義務等） 

 第２２条 入居者は、県公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常

  な状態において維持しなければならない。 

   （第２項以下略） 

 （住宅の明渡し請求） 

 第４０条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、

  県公営住宅の明渡しを請求することができる。 

一 不正の行為によって入居したとき。 

二 家賃を３月以上滞納したとき。 

三 県公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。 

四 正当な理由によらないで１５日以上県公営住宅を使用しないとき。 

五 暴力団員であること（同居者が暴力団員である場合を含む。）が判明したとき。 

六 第１２条、第１３条及び第２２条から第２６条までの規定に違反したとき。 

    （七号略、第２項以下略）  
 



は じ め に 

 

県営住宅は、国と県が協力し税金を使って建設した住宅で、県民の貴重な財産であり、 

住宅を管理したり家賃を低く抑えたりすることにも税金が使われております。 

この住宅は、基本的には一般の賃貸住宅と同じようなルールを守って住んでいただく 

必要がありますが、住宅に困っている収入の低い方々のために使われることを目的としてい 

ることから、一般の賃貸住宅とはちがい公営住宅法に基づく入居資格の制限や収入申告な 

どいろいろな制限や規則があります。 

このような決まり事を守っていただくことは、入居者のみなさんが楽しく気持ちよい生活を 

送られるうえで必要なことです。 

   また、県営住宅は県民の貴重な財産でありますので、次に県営住宅を使用される方々 

のためにも、住宅を大切に使用していただきたいと思います。 

   この入居者のしおりには、県営住宅で生活されるにあたっての手続や注意していただ 

く事柄などをまとめています。手もとにおいて、折にふれお読みください。 
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第１章 県営住宅の管理 
１．管理のしくみ 

                                 

                         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊県と指定管理者とでは行っている業務が異なります。県は、県全体の事業計画（団地の

建替計画）、入居の決定、家賃滞納者に対する法的措置などを行っています。指定管理者

は、住宅の修繕、入居から退去までの指導業務、家賃等の徴収などを行っています。 

 

 

                    

          

 

 

＊団地の入居者のなかから管理人になってもらっています。管理人は、入居者の方へ家賃

 納付書や県からの通知等を配布するほか、団地で壊れた場所が見つかったら指定管理者

 へ連絡するといった業務を行います。 

 

   県     指定管理者 
 

         管理する区域 

指定管理者 
唐津管理室 

指定管理者 
伊万里管理室

指定管理者 
武雄管理室 

佐賀県 
県土整備部 
建築住宅課 

指定管理者 
鳥栖管理室 

鳥栖市 
三養基郡 

唐津市 

伊万里市 
西松浦郡 

指定管理者 
佐賀管理室 

佐賀市、多久市 
小城市、神埼市 

武雄市 
杵島郡 
鹿島市 

指定管理者 県 管理人 入居者 



 

○連絡先一覧 

管 理 事 務 所 所  在  地 電話番号 

佐賀管理室 
佐賀市八丁畷町8-1 

(佐賀総合庁舎別館) 

（０９５２） 

２０－２５００ 

鳥栖管理室 
鳥栖市元町１２３４－１ 

（鳥栖総合庁舎別館） 

（０９４２） 

８１－３０２０ 

唐津管理室 
唐津市二夕子三丁目１－５ 

（唐津総合庁舎別館） 

（０９５５） 

７０－１５５７ 

伊万里管理室 
伊万里市新天町坂口１２２－４ 

（伊万里総合庁舎別館） 

（０９５５） 

２０－４５１１ 

武雄管理室 
武雄市武雄町大字昭和２６５番地

（武雄総合庁舎別館） 

（０９５４） 

２６－０５２２ 

佐賀県県土整備部 

建築住宅課 

佐賀市城内一丁目１－５９ （０９５２） 

２５－７３６８ 

 

 

 

○こういった問い合わせの連絡先は？ 

問い合わせ内容 連 絡 先 

・雨漏りがする。 

・トイレや風呂の排水がつまった。 

      など、その他住宅（の設備）の修繕関係

・子供が生まれた。（同居承認の手続） 

・子供が就職して住宅を出た。（異動の手続） 

      など、入居中の手続関係 

・家を建てた。 

・転勤する。 

      などの理由による退去の手続関係 

・家賃の納付 

 

 

 

    指定管理者の 

各管理事務所 

 

・家賃を滞納しているということで督促状、催告状が

 来た。 

  佐賀県県土整備部 

  建築住宅課 

  または 

  指定管理者の 

各管理事務所 

＊ここに掲げているのは一例です。詳細については、指定管理者各管理事務所へ 

お問い合わせください。 

 

 

 



２．団地の概要と管理 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 集会所（集会室）     児童遊園                     駐車場（駐車スペース） 

 

＊同じ敷地内（なかには道路をはさんでいるところもありますが）に複数の棟があるとき、

 その全体をひとつの団地として管理しています。 

＊基本的な日常生活の約束事等については、団地の入居者の方たちで自治組織（自治会）

 をつくっていただき、運営をお願いしています。団地ごとに決まり事がありますので、

 それをよく守ってください。 

○集会所（集会室） 

 団地によっては集会所（集会室）がない場合や、住居棟と別棟ではない場合があります。 

 

○児童遊園 

 団地によって広さや設備は異なります。 

 

○駐車場（駐車スペース） 

団地名 所在地 管理団体（窓口） 備     考 

城西、兵庫、 

昭栄、光 
佐賀市 

指定管理者 

佐賀管理室 

使用申込み等を県に対して行う。

駐車場使用料を納付書で納付。 

車庫証明は窓口で発行。 
栄町、和多田 唐津市 

指定管理者 

唐津管理室 

鍋島、高木 佐賀市 

指定管理者 

佐賀管理室 

駐車場管理組合 

使用申込み窓口は駐車場管理組合。 

駐車場使用料を納付書で納付。 

車庫証明は駐車場管理組合で発行。 

その他 県 内 
それぞれの団地の駐車場管

理組合 

駐車場管理組合で使用料等を定め

ている。車庫証明は駐車場管理組

合で発行。 

＊駐車場管理組合がないときは、団地自治会または指定管理者へお問い合わせください。 

＊光団地の身体障害者用駐車区画については身体障害者等の必要な方の利用が優先します。 

棟 棟 

棟棟 



３．入居から退去まで 

（１）入居 

 

                     ①敷金納付領収書、請書等 

                                            

                      ②入居可能日通知書、鍵 

 

    ③引っ越し 

     ＊１５日以内 

                            

 

＊引っ越しの際には、住宅の外壁や側溝等を破損しないよう注意してください。 

 万が一破損したときは入居者の方の負担で修理していただきます。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第１１条 （第１項～第３項略） 

４ 知事は、県公営住宅の入居決定者が第１項の手続（注：請書の提出等）をしたときは、当該入居決定者に対して 

速やかに県公営住宅の入居可能日を通知するものとする。 

５ 県公営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から１５日以内に入居しなければならない。 

 

（２）入居したら 

                     ③修理 

                                             使用開始        

                                         手続 

                               ①発見 

                                                使用開始手続 

                 ②連絡                                

 

 

                転入・転居届              使用開始                   

                     転校手続等                手続               

                     ＊住民票の異動は 

            １４日以内 

 

＊できるだけ、引っ越し前に住宅の傷等については確認してください。 

＊ここに掲げられている以外にも、郵便局、勤務先等への住所変更手続も忘れずに行って

 ください。 

 

＜訪問販売についての注意＞ 

 入居当日、あるいは入居後しばらくして、ガス器具・消火器・網戸等の訪問販売を行っ

ている業者がありますが、県とは一切関係ありませんので、ご注意ください。 

 
入居者 

 
指定管理者 

 
県営住宅 

 
水道事業体 入居者 

 
指定管理者 

住宅の傷等 

 
市町等 

 
水道事業体 

 
電力会社 

 
ガス会社 



（３）入居中の禁止事項・注意事項 

○禁止（制限）事項 

区 分 内  容 注  意 

譲渡、転貸の禁止 ・他人に入居の権利を譲渡する。

・住宅を他人に貸す。 

 

無断同居の禁止 ・必要な届出なしに同居させる。 同居承認申請をしてください。

増築、模様替、用途 

変更の制限 

・住宅内に手すりをつける。 模様替（増築）承認申請をして

ください。 

迷惑行為の禁止 ・深夜、早朝の騒音や大声 

・その他、社会通念上、他人にと

って迷惑と考えられる行為 

ステレオやテレビなどは、他人

迷惑とならない音量にしぼる

か、ヘッドホンを使用してくだ

さい。 

＊手続については、「（８）入居中の手続」の該当部分をお読みください。 

 

○注意事項 

区 分 内  容 注  意 

動物の飼育禁止 ・団地内で犬・猫・ハトなどを 

飼う。 

・入居者間でのトラブルの原因とな

りますので禁止しています。 

悪質な場合は契約を解除します。

ベランダに物を置か 

ないこと 

・ベランダの端に植木鉢を置く。

 

・台や箱を置く。 

・落下して通行人等に被害を与

えることがあります。 

・子どもが転落する原因となり

ます。 

迷惑駐車の禁止 ・他の人の駐車区画に駐車する。

・団地内通路や駐車区画外の場 

 所に駐車する。 

・使用者の方の迷惑となります。

・緊急用車両が通行できなくな

ったりしますのでやめてくだ

さい。 

 

○明渡し請求 

 上記禁止事項に掲げるほか、次のようなときに、強制的に住宅を明け渡していただくこ

とになります。 

① 不正の行為によって入居したとき。 

② 家賃を３か月以上滞納したとき。 

③ 住宅や共同施設を故意にき損したとき。 

④ 正当の理由なく、１５日以上住宅を使用しないとき。 

⑤ 住宅を他人に貸し、又はその入居の権利を他人に譲渡したとき。 

⑥ 暴力団員であること（同居人が暴力団員である場合を含む。）が判明したとき。 

⑦ その他、管理上必要な県の指示に従わないとき。 

 



〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第４０条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、県公営住宅の明渡

 しを請求することができる。 

 一 不正の行為によって入居したとき。 

 二 家賃を３月以上滞納したとき。 

 三 県公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。 

 四 正当な理由によらないで１５日以上県公営住宅を使用しないとき。 

 五 暴力団員であること（同居人が暴力団員である場合を含む。）が判明したとき。 

六 第１２条、第１３条及び第２２条から第２６条までの規定に違反したとき。 

 七 県公営住宅の借上げの期間が満了するとき。 

２ 前項の規定により県公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該県公営住宅を明け渡さなければな

 らない。 

 （第３項以下略） 

第５３条 県改良住宅及び地区施設の管理については、（中略）、第３９条並びに第４０条第１項（第７号を除く。）

 及び第２項の規定を準用する。（以下略） 

（条例第４０条第１項第６号関係） 

第１２条 入居者は、県公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定める

 ところにより、知事の承認を得なければならない。 

２  知事は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。 

第１３条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引

 き続き県公営住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、規則で定めるところにより、知事の承認を得

 なければならない。 

第２２条 入居者は、県公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持

 しなければならない。 

 （第２項略） 

第２２条の２ 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

第２３条 入居者は、県公営住宅を引き続き１５日以上使用しないときは、知事に届け出なければならない。 

第２４条 入居者は、県公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。 

第２５条 入居者は、県公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該

 県公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。 

第２６条 入居者は、県公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場

 合において、知事の承認を得たときは、この限りでない。 

 （第２項以下略） 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４）家賃の納付 

○家賃及び駐車場使用料の口座振替 

                  

                     持参・提出 

          

               佐賀県営住宅使用料口座振替  

       依頼書、預金通帳、届出印 

 金融機関等 

 

     

   

転送 

           

 

＊県では、口座振替を推奨しています。一度手続をすれば、毎月金融機関等へ行く手間が

 省けるので便利です。 

＊口座振替手続は、金融機関等窓口で行ってください。 

＊口座振替の開始は、原則として、手続を取られた月の翌月からです。 

＊入居後直ちに口座振替の手続をした場合でも、口座振替の開始は翌月からですので、入

 居した月の家賃については、必ず納付書で納付してください。 

＊「佐賀県営住宅使用料口座振替依頼書」は、口座振替ができる金融機関等窓口や指定管

理者各管理事務所に置いています。 

 

○口座振替ができる金融機関等 

・佐賀銀行     ・佐賀共栄銀行  ・西日本シティ銀行 ・親和銀行 

・長崎銀行     ・筑邦銀行    ・福岡銀行     ・佐賀信用金庫 

・唐津信用金庫   ・伊万里信用金庫 ・九州ひぜん信用金庫・九州労働金庫 

・佐賀東信用組合  ・佐賀県内の各農業協同組合 ・佐賀県内の各ゆうちょ銀行 

 

＜手続の際の注意＞ 

＊「佐賀県営住宅使用料口座振替依頼書」を金融機関等窓口へ提出される場合は、金融機

関等の口座確認後「佐賀県営住宅使用料口座振替依頼書」のコピーを受領し指定管理者

へ提出してください。 

  

○口座振替日 

１回目の振替 ２回目の振替  

２５日 翌月１０日 

 

＊２５日、１０日に金融機関等が休みのときは、それぞれ次の営業日が口座振替日です。 

＊前日までに残高を確認してください。２５日に残高不足のときは、翌月１０日に再度振

 替を行います。 

＊２回目（翌月１０日）も残高不足のときは、口座振替はできません。督促状と併せて納

 付書を送付しますので、納付書で納付してください。 

 

入居者 

口座
県 



 

○納付書での家賃及び駐車場使用料の納付 

 

 納付書、現金 

 

 

＊金融機関等窓口へ納付書と現金を持参して納付してください。（納付書は別途県から配

布します。） 

＊口座振替の手続をされないときは、毎月月末までに納付書で家賃を納付してください。 

 

○日割り計算 

 月の中途から使用を開始したときや、退去・明渡しによって月の中途で使用を終了した

ときは、日割り計算で家賃を計算します。 

 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第１７条 知事は、入居者から第１１条第４項の入居可能日から当該入居者が県公営住宅を明け渡した日（第３０条

第１項又は第３５条第１項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日又は明

け渡した日のいずれか早い日、第４０条第１項に規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日）ま

での間、家賃を徴収する。 

２ 入居者は、毎月末（月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日）までにその月分の家賃を納付しなければなら

ない。 

３ 入居者が新たに県公営住宅に入居した場合又は県公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が１月

に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。 

（第４項略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入居者 
 
金融機関等窓口 



（５）家賃（高木瀬団地、西唐津団地を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊家賃は、①入居者の所得（収入認定額）、②住宅の所在地（市町）、③住宅の新旧、 

 ④住宅の広さ（部屋の面積）、⑤住宅の設備等を総合して戸別に決定されます。 

＊家賃は、４月から３月までの年度単位で変わります。 

 

○収入申告と収入の認定・家賃の決定 

 

 

        ③収入認定及び 

         家賃決定通知 

 ②転送 

 

 

            ①収入申告書 

 

 

 

 

＊収入申告は、毎年度７月頃、入居者が行うように義務づけられています。 

＊収入申告書が提出されないときは、民間並みの家賃を課します。 

 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 
第１４条 県公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第２項の規定により認定された収入（同条第３項の規定により

更正された場合には、その更正後の収入。第２７条において同じ。）に基づき、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定

により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第２条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入

居者からの収入の申告がない場合において、第３４条第１項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が

その請求に応じないときは、当該県公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。 

 （第２項略） 

第１５条 入居者は、毎年度、知事に対し、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。 

３ 入居者は、前項の認定に対し不服があるときは、知事に対して意見を述べることができる。この場合において、

知事は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。 

 

家    賃 

入居者

の所得 
住宅の

所在地 
住宅の

新旧 
住宅の

広さ 
住宅の

設備等 

県 

指定管理者 入居者 

・課税所得証明書（市町発行）

・障害者手帳の写し 
等を添付すること 

※添付書類がないときは、

収入申告書の提出が認

められないことがあり

ます。 



○収入の認定方法 

 

 ×1/12 

 

 

＊入居者の所得は、その住宅に住んでいる方全員の所得の合計額です。 

＊各種控除には、同居者控除、障害者控除、寡婦（夫）控除等があります。 

 

○収入認定に対する意見 

 通知された収入認定額・家賃に不満があるときは、通知を受け取ってから３０日以内に

県に対して意見の申し立てを行ってください。 

 また、決定について疑問等があるときは、県または指定管理者各管理事務所へお問い合

わせください。 

 

○特別な計算 

 

１建替事業 

 
値上り分 

   建替後 

 家賃 

 
 

 

   5/6 

 1/6 
   4/6    3/6 

 
  2/6 

 

 建替前 戻り入居   

  家賃 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目  

 

＊建替事業があったときには、建替後家賃と建替前家賃との差額＝値上り分を５年間で調

 整します。 

＊建替事業に伴い別の団地へ住み替えたとき、住み替え先団地の家賃が住み替え前団地の

 家賃より高い場合には、同じく５年間の調整が図られます。 

 

２改善事業 

 
値上り分 

 改善後 

 家賃 

  
   2/3 

1/3 

 改善前 

 家賃 

戻り入居 

１年目 ２年目 ３年目 

                                                                            

＊改善事業があったときには、改善後家賃と改善前家賃との差額＝値上り分を２年間で調

 整します。 

 

収入申告され

た入居者所得 
各種

控除

控除後

の所得

収入 
認定額 



○家賃の減免 

 収入（注：所得ではありません。）が特に少ないと認められる入居者のために、家賃の

減免制度を設けています。 

 家賃の減免を受けるには、指定管理者を経由して県へ申請をしていただかなければなり

ませんが、減免は期間を定めて（年度末＝３月まで）行うため、毎年度申請していただく

必要があります。 

 家賃の減免の開始は、申請の翌月からです。年度当初（４月）からの減免を希望される

ときは、３月末までに申請してください。  

 家賃の減免を受けられるかどうか、手続の方法等については、指定管理者各管理事務所

へお問い合わせください。 

 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第１６条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又

 はその徴収を猶予することができる。 

 一 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。 

 二 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。 

 三 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 

 四 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。 

 

○家賃の証明 

 勤務先への提出等、家賃の証明が必要なときは、指定管理者各管理事務所へお問い合わ

せください。 

 

○家賃の滞納 

 家賃を期限までに納められないときは、督促状を発送します。（銀行窓口で納められて

から、県で入金の確認ができるまで 長７日ほどかかりますので、行き違いがあった場合

はご了承ください。） 

 滞納が続きますと、催告状の発送、連帯保証人への通知等を行います。 

 それでも改善がみられないときは、明け渡しの請求や訴訟等の措置を行います。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第４０条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、県公営住宅の明渡

 しを請求することができる。 

 （第一号略） 

 二 家賃を３月以上滞納したとき。 

 （第三号以下略） 

 （第２項以下略） 

 

 

 

 



（６）高木瀬団地、西唐津団地の家賃 

 佐賀市内にある高木瀬団地と唐津市内にある西唐津団地の２団地は、他の団地とは入居

基準額や家賃計算の方法が異なります。 

 

○家賃の決定 

 高木瀬団地、西唐津団地については、団地の建設費等から定額の家賃が決定されていま

す。定額の家賃の変更は、物価の変動や住宅に改良を施したときなどに行われます。 

 

○収入報告と収入の認定・家賃の決定 

 

③収入超過者認定通知 

 ②転送 

 

 

            ①収入報告書 

 

 

 

 

 

＊収入報告は、３年以上引き続いて入居されている入居者が、毎年度７月ごろ、行うよう

義務づけられています。 

＊収入認定額が一定の基準を超えている入居者に対し、割増賃料を含む家賃の決定通知を

 行います。 

 一定の基準＝現在は11万4千円。（裁量階層：重度の障害者がいる世帯等は13万9千円。）

  

 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第５１条 知事は、県改良住宅（注：高木瀬団地と西唐津団地を指す。）に引き続き３年以上入居している者につい

 て、毎年度その者の収入を認定し、その額が第４８条第２号の金額（以下「収入基準」という。）を超過する場合

 は、その旨を当該入居者に通知するものとする。 

２ 県改良住宅に引き続き３年以上入居している者は、規則で定めるところにより、収入に関する報告を行わなけれ

 ばならない。 

３ 入居者は、第１項の認定に対し不服があるときは、知事に対して意見を述べることができる。この場合において、

 知事は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。 

 （第４項以下略） 

 

○その他 

「（５）家賃（高木瀬団地、西唐津団地を除く）」を参照してください。 

 

県 

指定管理者 入居者 

・課税所得証明書（市町発行）

・障害者手帳の写し 
等を添付すること 

※添付書類がないときは、

収入報告書の提出が認

められないことがあり

ます。 



（７）収入超過者・高額所得者 

県営住宅は、住宅に困っている収入の低い方々に対し低廉な家賃で住宅を賃貸する 

ことを目的としていますので、一定の基準を超える収入のある方には住宅の明渡しを

お願いしています。 

 

○収入超過者 

                                           

  収入認定額      ＞ 入居基準額    ※ 入居基準額＝現在は15万8千円（裁量階層：

重度の障害者がいる世帯等は21万4千円） 

 

 

 

 

＊入居後３年以上経過されている入居者で、収入認定額が入居基準額を超える入居者を  

「収入超過者」といい、その旨を通知します。 

＊収入超過者は、県営住宅を明け渡す努力義務及び家賃の加算が発生します。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第２７条 知事は、毎年度、第１５条第２項の規定により認定した入居者の収入の額が第６条第１項第２号の金額を

 超え、かつ、当該入居者が県公営住宅に引き続き３年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認

 定し、その旨を通知するものとする。 

 （第２項以下略） 

第２８条 前条第１項の規定により収入超過者として認定された入居者（以下単に「収入超過者」という。）は、県

公営住宅を明け渡すように努めなければならない。 

 

○高額所得者 

                                                

  収入認定額      ＞ 法令で定める額   ※ 法令で定める額＝現在は31万3千円。 

 

 

 

＊入居後５年以上経過されている入居者で、収入認定額が、２年続けて法令で定める額を

 超えている入居者を「高額所得者」といい、その旨を通知します。 

＊高額所得者に対しては、県営住宅の明け渡しを請求します。 

＊高額所得者は、明渡期限までに退去してください。 

 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第２７条 （第１項略） 

２ 知事は、第１５条第２項の規定により認定した入居者の収入の額が 近２年間引き続き令第９条第１項に規定す

 る金額を超え、かつ、当該入居者が県公営住宅に引き続き５年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者

 として認定し、その旨を通知するものとする。 



 （第３項略） 

第３０条 知事は、第２７条第２項の規定により高額所得者として認定された入居者（以下単に「高額所得者」とい

う。） に対し、期限を定めて、県公営住宅の明渡しを請求するものとする。 

 （第２項以下略） 

 

（８）入居中の手続 

   入居申込みの際に提出した書類の内容に変更があれば、下記のとおり必ず手続が 

必要となります。 

 

 状況の変化・希望 必要な手続 

・結婚、子の出生で同居者が増えた。 

・県外に出ていた子を同居させたい。 など 

 同居承認申請 

・子が就職または進学のため住宅を出た。 

・同居者が死亡した。 など 

 同居者異動届 

・名義人が死亡した。 

・離婚して名義人が転出した。 など 

 入居承継承認申請 

・名義人または同居者の氏名が変わった。  氏名変更届 

・連帯保証人が死亡した。 

・連帯保証人を妻の父から自分の父に変えたい。など

 連帯保証人変更承認申請 

・身元引受人が死亡した。 

・身元引受人を別の者に変えたい。 

新たな身元引受人を指定管理

者に届け出てください。  

・旅行または出張等のため、長期間留守にする。  県営住宅不使用届 

・歩行支援のため手すりをつけたい。 

                                            など 

 模様替（増築）承認申請 

 ・同居者が増えて部屋が狭くなった。広い部屋に住み

 替えたい。 

・年をとって階段の昇降がきつい。下の階へ移りたい。

                                                など 

 県営住宅住替登録申請 

・転勤で佐賀から唐津へ行くことになった。唐津にあ

 る県営住宅へ移れないか。 

 入居申込み（通常の応募と同

 じです。） 

・同居者の増減や、退職によって収入が減ったので 

家賃の算定をやり直してほしい。 

 収入認定変更申請 

・家賃の減免を受けたい。  家賃減免申請 

 

 

 

 



○同居承認申請 

 結婚や出生等によって同居者が増えたとき、あるいは親族を同居させようとするときは、 

同居承認申請が必要です。 

 「同居承認申請書」に必要書類を添付して申請してください。 

承認の条件 必要書類 

・同居するあるいは同居させようとする者 

 が親族であること。 

・同居後の収入認定額が入居基準額以下で 

 あること。 

・滞納がないこと。 

・その他条例等に定めることを守っている 

 こと。 

・住民票謄本（入居者全員分） 

・同居しようとする者の住民票抄本 

・課税所得証明書 

・源泉徴収票、年金支払通知書等 

・保険証の写し 

・その他指定管理者が指示する書類 

＊結婚、出生のときは収入認定額の条件はありません。 

＊個別の事例に応じて、戸籍謄本や退職証明書等を求めることがあります。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第１２条 入居者は、県公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定める

 ところにより、知事の承認を得なければならない。 

 

○同居者異動届 

 転出、死亡等により同居者が減ったときは、「同居者異動届」に必要書類を添付して 

提出してください。 

必  要  書  類 

・住民票謄本（入居者全員分） 

・住民票の除票（転出先住所の確定が確認できるもの）または転出先の住民票抄本 

・保険証の写し 

・その他指定管理者が指示する書類 

＊子等が進学により転出したときは、扶養していることを証明する書類（保険証の写し等）

 を添付してください。家賃の計算において、「別居扶養」として、同居者と同じ取扱い

 を受けることができます。 

〔佐賀県営住宅条例施行規則（抄）〕 

第９条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに県営住宅同居者異動届（様式第８号）に当該異動が

 あったことを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

 

＜同居承認申請・異動届と収入認定変更申請＞ 

 同居者の増減によっても、家賃が変わることがあります。同居承認申請または同居者異

動届の手続を行われるときは、家賃の変更があるかどうか、指定管理者各管理事務所に確

認してください。 

 

 



○入居承継承認申請 

 名義人が死亡したり、離婚によって転出したりしたときに、残された同居者の方に入居

の承継を認めることがあります。 

 「入居承継承認申請書」に必要書類を添付して申請してください。 

入居承継の条件 必要書類 

・承継を受けようとする同居者は、配偶者又

は高齢者、障害者等で特に居住の安定を図

る必要があると認められる者。 

・入居当初から同居しているか又は同居承認

を受けてから１年以上同居していること。

・承継を認めた場合の収入が高額所得者収入

基準を超えないこと。 

・家賃の滞納がないこと。 

・その他条例等に定めることを守っている 

 こと。 

〔前名義人に関する書類〕 

・住民票の除票または転出先の住民票抄本

・戸籍謄本 

〔承継を受ける同居者に関する書類〕 

・住民票謄本（入居者全員分） 

・保険証の写し 

・請書 

・連帯保証人の課税所得証明書 

・連帯保証人の印鑑登録証明書 

・連帯保証人引受承諾書 

・その他指定管理者が指示する書類 

＊詳細については、指定管理者各管理事務所へお問い合わせください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第１３条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引

 き続き県公営住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、規則で定めるところにより、知事の承認を得

 なければならない。 

○氏名変更届 

 名義人または同居者の氏名が変わったときは、「氏名変更届」に変わった方の戸籍抄本

または住民票抄本（変更前・変更後が確認できるものに限ります。）を添付して提出して

ください。 

○連帯保証人変更承認申請 

 連帯保証人が死亡その他の事由によりその責務を果たせなくなった場合、入居者は速や

かに代わりの連帯保証人を立てる必要があります。連帯保証人を変更するときは、「連帯

保証人変更承認申請書」に必要書類を添付して申請してください。 

連帯保証人の条件 必要書類 

・一定以上の収入のある者。 

・できるだけ、近親者であること。 

・できるだけ、県内に居住していること。 

・請書 
・連帯保証人の課税所得証明書 
・連帯保証人の印鑑登録証明書 

・連帯保証人引受承諾書 
・その他指定管理者が指示する書類 

＊具体的には、個別に判断しています。指定管理者各管理事務所へ相談してください。 

＊連帯保証人については、所在を確認させて頂くことがあります。 

〔佐賀県営住宅条例施行規則（抄）〕 

第６条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、県

 営住宅連帯保証人変更承認申請書（様式第５号）を知事に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した請書を添付しなければならない。 

 



○身元引受人の変更等 
     単身入居の場合の身元引受人についても連帯保証人同様に、死亡その他の事由によりそ

の責務を果たせなくなった場合、入居者は速やかに代わりの身元引受人を立てるとともに、

その変更について届出をしてください。 

 また、単身入居で身元引受人がいない場合、設置を求めることがあります。 

○県営住宅不使用届 

 １５日以上住宅を使用されないとき（旅行または出張等）は、「県営住宅不使用届」を

提出してください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第２３条 入居者は、県公営住宅を引き続き１５日以上使用しないときは、知事に届け出なければならない。 

 

○模様替（増築）承認申請 

 住宅を模様替えまたは増築したいと希望されるときは、模様替え（増築）前の状態に戻

せることを条件として、模様替え（増築）を認めることがあります。 

 個別に判断していますので、指定管理者各管理事務所へ相談してください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第２５条 入居者は、県公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該

 県公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。 

第２６条 入居者は、県公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場

 合において、知事の承認を得たときは、この限りでない。 

２ 知事は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該県公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は

 撤去を行うことを条件とするものとする。 

３ 第１項の承認を得ずに県公営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去

 を行わなければならない。 

 

○収入認定変更申請 

 退職等の事情により、収入認定を受け直したいと希望されるときに、再度の収入認定を 

認めることがあります。 

 「収入認定変更申請書」に必要書類を添付して申請してください。 

変更の理由 必要書類 

・退職して所得が減った。 

・勤務形態が正社員から非常勤に変わって 

 所得が減った。 

・住民票謄本（入居者全員分） 

・課税所得証明書 

・源泉徴収票、年金支払通知書等 

・保険証の写し 

・退職証明書（雇用保険の離職票等） 

・勤務形態の変更を証明する書類 

・その他指定管理者が指示する書類 

＊同居承認申請や同居者異動届と関係することがあります。詳しくは指定管理者各管理事 

務所へお問い合わせください。 

 



○家賃減免申請 

 特に収入が少ないと認められるときに、家賃の減免を受けることができます。「家賃減 

免申請書」に必要書類を添付して申請してください。 

必   要   書   類 

・非課税収入を証する書類（児童扶養手当 

 受給証明、遺族年金、障害年金、雇用保 

険受給資格 等） 

・世帯全員の課税所得証明書(8月から10月に

申請する場合) 

・その他指定管理者が指示する書類 

＊課税所得のみではなく、非課税所得も含めた入居者（名義人と同居者）全員の総収入を

 計算する必要があります。そのため、個別に必要な書類が異なりますので、詳しくは指

 定管理者各管理事務所へお問い合わせください。 

 

（９）県営住宅住替登録申請 

  

住宅の住替え 

 

 

            入居中の住宅                                     他の団地 

 

                              他の住宅 

                                                             他の団地 

             入居中の団地 

                                                        

 

＊住替えを希望されるときは、指定管理者へ「県営住宅住替登録申請書」により登録して 

ください。住替え可能な空き住宅が発生したときに連絡します。 

 

○住替えの条件と住替え先の住宅 

条   件 住替え先住宅 

（全体的な条件） 

・滞納がないこと。 

・条例第６条に規定する入居者資格を満たしていること。 

・その他条例に定めることを守っていること。 

（個別の条件） 

・階段の昇降が不自由であると認められること。 

・不適切な広さの住宅に居住していると認められる 

こと。 

・１階または２階の住宅、ある

 いはその棟にエレベーターが

 設置されている住宅 

・人数に応じた適切な広さの住

 宅 

＊詳細は指定管理者各管理事務所へ相談してください。 

 



（１０）退去 

○退去の連絡・退去届等 

                            ※１０日前まで（電話でも可） 

                            連 絡 

    入居者                 指定管理者 

                           退去届等 

 

               連 絡        管理人 

                             

  退去届 

 敷金還付請求書（敷金納付領収書添付） 

 

 

＊退去日の１０日前までに、まず、電話等で指定管理者各管理事務所に連絡してください。 

退去手続の説明をします。それから、「退去届」を提出してください。 

＊「退去届」は、指定管理者各管理事務所にあります。 

＊敷金の還付請求書には、入居申込み時に納入した敷金の領収書を添付してください。紛 

失されたときは、指定管理者各管理事務所へお問い合わせください。 

＊駐車場を使用されているときは、駐車場の使用中止の届出も忘れずに行ってください。 

＊自治会の共益費の清算も忘れずにしてください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第３９条 入居者は、県公営住宅を明け渡そうとするときは、１０日前までに知事に届け出て、住宅監理員又は知事

 の指定する者の検査を受けなければならない。 

 （第２項略） 

 

○原状回復・撤去 

 退去の際には、模様替（増築）された部分や、入居者が破損された住宅の壁、落書き等

を修理・消去してください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第２２条 （第１項略） 

２ 入居者の責めに帰すべき事由によって、県公営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、当該入居者は

 原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。 

第３９条 （第１項略） 

２ 入居者は、第２６条第１項ただし書の規定により県公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の日

の前日までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。 

 

○原状回復の入居者負担 

 退去される際には、次の原状回復の費用について入居者に負担していただきます。 

 ・畳の表替え 

 ・ふすまの張り替え 

 ・専ら入居者の責任により修繕・清掃が必要となった分の修繕費用 



○原状回復確認と修繕の指示 

 退去前に、原状回復の確認をします。入居者の方は立会をお願いします。 

 このとき、原状回復に不十分な点があれば、再度修繕の指示を出すことがあります。修

繕を指定管理者へ依頼されたときは、後日必要経費を請求します。 

＊退去の連絡をいただいた際に、いつ原状回復の確認をするか、日程を調整します。 

 

○敷金の還付 

 敷金は、家賃の滞納がなければ全額還付します。滞納があったときは、滞納分を差し引

いて還付します。 

 退去してから還付するまでは、１か月ほどかかります。 

 

○退去月の家賃 

 退去される月の家賃は、日割り計算します。指定管理者が指示する納付書で納付してく

ださい。 

 また、口座振替を利用している場合、退去を申し出た日によっては、家賃の口座振替停

止の手続が間に合わないことがあります。このようなときには、多く納め過ぎた分につい

ては、後日還付します。 

 この場合も還付まで１か月ほどかかります。 

 

 

＜県が明渡し請求を行った場合＞ 

 県が明渡し請求を行った場合でも、明渡し前には原状回復をしていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．駐車場の使用（昭栄団地、城西団地、高木団地、鍋島団地、兵庫団地、光団地、 

栄町団地、和多田団地） 

（１）使用の手続 

 

                 ①使用申込み                        ②進達 

 

   入居者   ④使用決定通知等                  県 

                                    指定管理者    ③使用決定 

                               ⑦領収書                   通知等 

⑤保証金    ⑥        ⑧                駐車場管理組合 

  納付      領収書     使用開始    （高木・鍋島） 

                        可能日通知等 

         金融機関等      

 

○使用者資格 

 使用申込みできるのは、次の条件を満たす入居者（名義人）です。 

① 県営住宅の入居者又は同居者。 

② 県営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。 

③ ３か月以上の家賃の滞納がなく、同居承認等の手続がなされていること。 

＊駐車する車の使用者（運転者）が、入居者の介護のために団地を訪れるといった場合で

 も使用を許可しています。詳しくは指定管理者各管理事務所へお問い合わせください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第５４条 駐車場（県が共同施設又は地区施設として整備した有料の規則で定める駐車場をいう。以下この章におい

 て同じ。）を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者又はその者が駐車場の管理を目的として組 

織する団体で知事が適当と認めるものでなければならない。 

 一 県営住宅の入居者又は同居者であること。 

 二 県営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。 

 三 第４０条第１項１号から第５号までのいずれの場合にも該当しないこと。 

 

○使用申込み 

 「駐車場使用申込書」に、必要書類を添付して指定管理者（又は駐車場管理組合）へ 

提出してください。 

必  要  書  類 

・自動車検査証（車検証）の写し 

・使用の理由書（団地外に住む子等が駐車 

 するとき） 

・駐車場利用誓約書 

・その他指定管理者が指示する書類 

（注）駐車場を使用できる区画は、１戸につき１区画です。２台目の駐車区画が必要な 

場合は、近くの民間有料駐車場等を利用してください。 

 

 



○保証金の納付 

 使用が認められますと、「駐車場使用決定通知書」と「保証金納付書」を送付しますの

で、金融機関または郵便局窓口で保証金を納付してください。 

 使用決定日から１４日以内に納付がないときは、使用決定を取り消します。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第５７条 駐車場の使用決定者は、第５５条第２項に規定する通知を受けた日から１４日以内に第６０条に定める保

 証金を納付しなければならない。 

 （第２項略） 

３ 知事は、駐車場の使用決定者が保証金を納付しないときは、駐車場の使用者の決定を取り消すことができる。 

 （第４項以下略） 

 

○バリカーのカギ渡し（昭栄団地、高木団地、光団地、和多田団地、鍋島団地は除く）及

び使用開始可能日通知  

保証金の納付書を指定管理者へ持参されると、「使用開始可能日通知書」と「バリカー

の鍵」を手渡します。 

 使用可能日から１５日以内に使用を開始されないときは、使用決定を取り消します。 

＊バリカーの使い方は、「第２章 住宅 ３．駐車場の使用方法と修繕 ○バリカーの使

 用方法」をお読みください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第５７条 （第１項から第３項略） 

４ 知事は、駐車場の使用決定者が保証金を納付したときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始可

 能日を通知するものとする。 

５ 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始可能日から１５日以内に駐車場の使用を開始しな

 ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）使用中の禁止事項・注意事項 

○禁止事項 

区 分 内  容 違反したとき 

譲渡、転貸の禁止 ・他人に使用の権利を譲渡する。 

・駐車場を他人に貸す。 

明渡し請求 

駐車場以外の用途での使用 

禁止 

・花壇としての利用 明渡し請求 

 

○明渡し請求 

 上記禁止事項に掲げるほか、次のようなときに、強制的に駐車場を明け渡していただく

ことになります。 

① 不正の行為により使用者の決定を受けたとき。 

② 使用料を３か月以上滞納したとき。 

③ 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。 

④ 正当な理由によらないで１５日以上駐車場を使用しないとき。 

⑤ 第５４条に規定する使用者資格を失ったとき。 

⑥ その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第６１条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の明渡しを請求することができ

 る。 

 一 不正の行為により使用者の決定を受けたとき。 

 二 使用料を３月以上滞納したとき。 

 三 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。 

 四 正当な理由によらないで１５日以上駐車場を使用しないとき。 

 五 第５４条に規定する使用者資格を失ったとき。 

 六 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。 

第６２条 駐車場の使用については、（中略）、第２４条、第２５条本文（中略）の規定を準用する。（以下略） 

 

○路上駐車等の禁止 

 駐車場の使用決定を受けた者は、使用決定を受けた区画に駐車してください。 

 緊急の場合を除き、その区画以外の場所に駐車することを禁止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）駐車場使用料の決定・納付 

○駐車場使用料の決定 

 駐車場使用料は、整備に要した費用、団地のある土地の固定資産税評価額等の経費を基

本に、周辺の駐車場の使用料を考慮して定められています。 

 物価の変動や固定資産税評価額の見直しがあったときは、駐車場使用料が算定し直され

ることがあります。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第５８条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。 

 （第２項略） 

第５９条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。 

 一 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認められるとき。 

 二 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認められるとき。 

 三 駐車場について改良を施したとき。 

 

○駐車場使用料の納付 

 口座振替、又は県から配布する納付書により納付してください。 

 詳しくは「３.入居から退去まで（４）家賃の納付」を参照してください。 

 

 

○日割り計算 

 月の中途から使用を開始し、または使用中止・明渡しによって月の中途で使用を終了し

たときは、日割りで駐車場使用料を計算します。指定管理者が指示する納付書で納付して

ください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第６２条 駐車場の使用については、第１７条、（中略）の規定を準用する。（以下略） 

 

○駐車場使用料の滞納 

 駐車場使用料を納期限までに納められないときは、督促状を発送します。 

 滞納が続きますと、催告状の発送を行い、それでも改善がみられないときは、明け渡し

の請求を行います。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第６１条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の明渡しを請求することができ

 る。 

 （第一号略） 

 二 使用料を３月以上滞納したとき。 

 （第三号以下略） 

 （第２項略） 

 

 

 



（４）使用中の手続 

 １５日以上駐車場を使用しないときは、指定管理者各管理事務所へ連絡してください。 

 その他、相談等は指定管理者各管理事務所へ行ってください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第６２条 駐車場の使用については、（中略）、第２３条、（中略）の規定を準用する。（以下略） 

＜承継について＞ 

 住宅と違い、駐車場には承継がありません。必ず新たに使用申込みを行い、保証金を納

めていただく必要がありますので、ご注意ください。 

 

（５）使用中止 

 使用を中止されるときは、使用中止の１０日前までに指定管理者へ連絡し、指定管理者

の確認を受けてください。 

 「駐車場使用中止届」を提出するほか、バリカーの鍵（バリカーのある団地のみ）を必

ず返却してください。 

 また、保証金の領収書を添付してください。紛失されたときは、指定管理者各管理事務

所へお問い合わせください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第６２条 駐車場の使用については、（中略）第３９条第１項の規定を準用する。（以下略） 

 

○保証金の還付 

 保証金は、使用料の滞納がなければ全額還付します。滞納があったときは、滞納分を差

し引いて還付します。 

 使用中止から還付まで１か月ほどかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 住宅 
１．住宅の設備と使用方法 

（間取りの例）                     

             避難用仕切板 

 

 

 

 

 

 

 

ベランダ 

 

 

部屋 

部屋 

台所 

廊下 トイレ

玄関 洗面所 浴室 

 

                玄関ドア 
○避難用設備 
 避難経路としては、階段のほか、ベランダに隣の住宅との間に仕切板があります。緊急

の際は破って使用してください。 

＊非常時の避難通路となりますので、ベランダにはあまり物を置かないようにしてくださ

い。また、３階以上では下の階へ避難するための避難用ハッチが設けられているところが

あります。特に、避難ハッチの上下部分には物を置かないようにしてください。 
 
○防水 
 防水処理は浴室だけです。他の部分では大量の水をこぼさないように注意してください。 
 ベランダも、大量の水を流すと下の階へ漏水します。 
 
○玄関ドア 
 風の強い日は、突然閉まることもありますので、開閉の際は手などをはさまないよう注

意してください。 
 ドアのカギに予備はありませんので、紛失しないようにしてください。 
 ドアクローザーという、自動的にドアを閉める設備が付いていることがありますが、ド

アの下に物をはさんだりしておきますと、壊れることがあります。その場合、修理は入居

者の負担で行っていただきますので、ご注意ください。 
 
○ベランダ 
 基本的に、ベランダには物を置かないようにしてください。 
 落下して下の階や下を通行する人に被害を与えるおそれがあるほか、子どもの転落事故

の原因にもなりますし、緊急避難の妨げにもなります。 

 ベランダの手すりにつかまってぶら下がる等の行為は危険ですのでしないでください。

手すりが外れて落下する危険性があります。 

 排水溝は定期的に清掃してください。 

 鳩、コウモリ、蜂の飛来については、入居者で対応してください。 

 

避難用ハッチ 

避難用仕切板 

写真 

避難用ハッチ 

写真 



○台所 

 熱気や煙がこもりやすいので、換気扇の使用や、 （トラップ概略図） 

窓の開閉によって換気してください。換気をしない

と結露の原因となります。 

 流し台は、ステンレス製を設置していますが、

金属製のたわしや、みがき砂はご遠慮ください。

 排水がつまらないよう、定期的にトラップの清

掃を行ってください。 

 排水パイプがビニール製のものがありますので、

熱湯を直接流さないでください。 

 

○浴室 

 湿気の発生場所ですので、換気は十分に行ってください。ただし、防犯上開けっ放しに

することはお控えください。 

 また、排水口は定期的に清掃してください。 

 

○トイレ 

 便器、手洗器の掃除には、中性洗剤を使ってください。 

 また、浄化槽を設置している団地では、酸性の洗剤（塩酸等）を使用すると、浄化槽が

傷みますのでやめてください。 

 不溶物を流すと、排水管がつまり、汚物が逆流する原因になります。自分の住宅には影

響がなくとも、他の住宅に影響することがありますので、絶対にしないでください。 

 

 ＜水洗の方式＞ 

①ロータンク方式 

 タンクに水をためておき、レバー操作で水を

流す方式です。浮きゴムにゴミがつかえると水

が止まらなくなりますので、止水栓を閉めてふ

たを開け、ゴミを取り除いてください。それで

も止まらないときは、止水栓を閉めて、指定管

理者へ連絡してください。 

 

②フラッシュバルブ方式 

 ハンドルを押すと、水が流れる方式です。水

が止まらないときは、止水弁のネジを右に回し

て弁を閉じてください。また、ハンドルを押し

たときに異音がする場合は、故障の可能性があ

りますので、指定管理者へ連絡してください。 

（ロータンク図） 

（フラッシュバルブ図） 



○結露 

 室内の空気中の水蒸気が、冷たい壁や天井などに水滴となって付着することを結露とい

います。結露をそのままにしておくと、カビが発生し、家具、畳等が腐りやすくなります。 

＜結露を防ぐために注意すること＞ 

①換気をよく行う。 

②家具類は壁から少し離して置く。 

③押入に寝具類を入れるときは、床にスノコ板を置く、新聞紙を敷くなどして、まわりの

 壁から離して置く。 

④寝具類は晴れた日には干して湿気を帯びないようにする。 

⑤ストーブを使用すると、特に結露しやすくなるので、細めに換気を行う。 

＜結露が生じたときは＞ 

 結露した部分をよくふいて水を吸い取ってください。万が一、カビが発生したときは、

その部分の通風をよくし、ブラシ等でていねいに取り除いてください。 

 

○ノミ、ダニなどの室内害虫 

 室内害虫の駆除は、入居者負担となっていますので、予防に心がけてください。 

 畳の上のカーペットといった敷物は、ノミ、ダニ等の発生原因となりやすいので、掃除

をこまめに行い、ときおり干すなど特に注意してください。 

 

○火災報知器 

 煙で作動する感知器ですので、バルサン等を炊く場合には、ビニールなどで完全に覆う

などしてください。 

 万が一、火事でないのに火災報知器がなった場合には、故障もしくは電池切れの可能性

もありますので、指定管理者各管理事務所へお問い合わせください。 

 

○電気 

 電気器具は、直接コンセントから使用してください。たこ足配線は火事の原因となりま

す。 

＜安全ブレーカー＞ 

 住宅によって使用できる電気容量が定められています。これを超えると危険ですので、

安全に電気を使用できるよう、安全ブレーカーが設置されています。 

 一定の容量を超えると、ブレーカーのつまみが下に落ちますので、使用器具の数を減ら

す、故障の箇所を直すなどして、つまみを上げて使用してください。 

 電気容量の変更は可能ですが、上限がありますので、電力会社へ申し込む前に必ず指定

管理者各管理事務所へ相談してください。 

＜テレビアンテナ＞ 

 住宅によっては、テレビアンテナの取り付けが必要です。共同（共視聴）アンテナが取

り付けられていないときは、各自で設置してください。その際、屋根を破損しないよう注

意してください。 

  



共同（共視聴）アンテナが取り付けられているときは、各室内またはベランダのテレビ

用端子まで配線してありますので、特別な工事は必要ありません。なお、分波器にはさわ

らないでください。 

 地域によってはケーブルテレビによるテレビ視聴が可能となっています。詳しくは指定

管理者各管理事務所へお問い合わせください。 

 

＜ルームクーラー（エアコン）＞ 

 クーラースリーブ（クーラー専用の穴）があるときは、それを使用してください。クー

ラースリーブがないときは、壁に穴を開けない型式のクーラー（エアコン）を使用してく

ださい。壁には穴を開けないでください。 

 クーラー（エアコン）の設置にあたっては、新たに電気配線を行う必要があるときがあ

ります。費用は入居者の負担となっています。 

 詳しくは指定管理者各管理事務所へお問い合わせください。 

 

○ガス 

 住宅によってガスの種類が異なります。入居前に、使用するガスの種類について指定管

理者各管理事務所へ確認してください。 

 ガス器具の使用の際は、特に火災にご注意ください。鍋をかけたまま（特に油）接客す

ることは絶対におやめください。また、換気にもご注意ください。 

 ガス漏れのないよう、定期的にガス器具、ゴム管等を点検してください。外出時は元栓

を閉めるようお願いします。 

 

○水道 

 水道の元栓の位置を確認してください。右に回して締めると、住宅の水を全部止めるこ

とができます。万一のときにご使用ください。 

＜断水＞ 

 停電、機械の故障、水道工事等の場合に断水することがあります。 

 水道使用中に断水したときは、水栓を閉めてください。通水したら、再度開いてご使用

ください。閉め忘れて外出したりすると、部屋が水浸しになったり、下の階へ漏水する元

となります。 

＜冬季の給水管・器具の凍結防止＞ 

 冬季には、水道管・水道メーター等が、凍結のため破損することがあります。夜お休み

前に浴室等の水栓から少量の水を出しっぱなしにすることで防ぐことができます。 

 なお、凍結してしまったときは、ぬるま湯で溶かすか、自然に溶けるまでお待ちくださ 

い。熱湯をかけると、かえって破裂することがあります。 



＜蛇口のパッキンの取り替え方＞ 

①水道の元栓を閉めて水を止める。 

②スパナなどで水栓のキャップナットを左

 へ回してゆるめる。 

③水栓のハンドルを左へいっぱいに回して、

 キャップナットとともに取り外す。 

④中のコマを取り出す。 

⑤コマナットを左に回してゆるめる。 

⑥新しいパッキンと取り替える。 

⑦逆の手順で組み立てる。 

（構造図） 

 

 

 

＜混合水栓のパッキンの取換＞ 

混合水栓で水漏れしている場合は、指定管理

者へ問い合わせてください。 

（混合水栓） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．住宅の維持・修繕 

 入居者の方には、住宅を適切に使用し、保管する義務があります。入居者の方が破損し

た部分の修繕については、当然、入居者の方の負担となります。 

 また、次に入居される方のためにも、丁寧に使用してください。 

 

○入居者の負担となる修繕について 

修繕箇所 修繕の内容 

天井 規格以上の照明器具取付等による破損の復旧

壁 入居者による壁紙の破損の復旧 

玄関ドア等外部に面した建具（木製） 入居者による破損の復旧 

浴室の戸 入居者による破損の復旧 

木製の戸・ドア、ふすま等 入居者による破損の復旧 

戸車、取っ手 入居者による破損の復旧 

カーテンレール、窓 入居者による破損の復旧 

流し台 入居者による破損の復旧 

ガラス 破損の復旧 

畳 入居者が原因で行う表替え等 

台所棚類 入居者による破損の復旧 

浴室 入居者による破損の復旧 

各住宅境界の柵（木製） 入居者による破損の復旧 

目隠板、ひさし板（木製） 入居者による破損の復旧 

水道給水栓（パッキン類を含む） 破損の復旧・部品の取り替え 

混合水栓 入居者による破損の復旧 

トイレの便器等 入居者による破損の復旧 

排水管 つまったときの復旧 

排水管とそれに付属した金属部品 入居者による破損の復旧・部品の取り替え 

浴室内スノコ板、排水口目皿等付属品 入居者による破損の復旧・部品の取り替え 

洗面所陶器具類 入居者による破損の復旧 

電気安全ブレーカー 入居者による破損の復旧 

スイッチ・コンセント等電気器具類 入居者による破損の復旧・取り替え 

台所換気扇 油汚れ等による故障の復旧 

ガスコックおよび付属品 入居者による破損の復旧・取り替え 

風呂の浴槽および付属品 入居者による破損の復旧・取り替え 

風呂釜（点火バーナー等付属品含む） 入居者による破損の復旧・取り替え 

＊風呂については、県が設置している場合です。 

＊詳細は指定管理者各管理事務所へお問い合わせください。 

〔佐賀県営住宅条例（抄）〕 

第２０条 県公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用（畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水

 栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。）は、県の負担とする。 

 



 

２ 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者

 は、知事の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。 

 （第３項略） 

第２１条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。 

 一 電気、ガス、水道及び下水道の使用料（共用のものを含む。） 

 二 じんかいの処理及びし尿のくみ取りに要する費用 

 三 共同施設の使用に要する費用 

第２２条 入居者は、県公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持

 しなければならない。 

２ 入居者の責めに帰すべき事由によって、県公営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、当該入居者は

 原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。 

 

 

３．駐車場の使用方法と修繕 

 県が管理している駐車場には、バリカーを設置しているものがあります。車が衝突した

りすると破損することがありますので、駐車区画へ車を停める際には、バリカーが立った

ままでないか確認してください。 

 

○バリカーの使用方法 

①埋め込み式 

 地面に開けられた穴へ収納する方式です。立てると 

きは、固定するまで引き上げて、カギをかけてくださ 

い。収納は逆の手順となります。 

（説明図） 

 

②倒置式 

 倒して収納する方式です。立てるときは、固定する 

まで引き起こし、カギをかけてください。収納は逆の 

手順となります。 

（説明図） 

 

○バリカーの修繕 

 バリカーが破損したときは、まず指定管理者各管理事務所へ連絡してください。 

 

○駐車場内の事故等 
        県及び指定管理者は、駐車場の区画（スペース）を提供するだけです。車についての

安全を保障するものではありません。自分の責任で、車の安全について確保してくださ

い。駐車場内での事件や事故、トラブル等については、一切関知しませんので、ご了承

ください。 

特に、台風や竜巻などが近づいているとき、駐車している場所が安全な場所かどうか



を確認し、もし、損傷するおそれがあったり、その不安があったりするときは、自分の

責任で、安全な場所に移動させてください。また、災害や事故など、万一に備え、自動

車保険（車両保険）に加入されることをお勧めします。 

           なお、団地内を通行するときは安全のため、徐行運転をお願いします。 

 

○その他 

 駐車区画に水が溜まるといったときは、指定管理者各管理事務所へ連絡してください。 

 

４．共同施設の使用、維持・管理 

 団地内（住宅の外部）は、入居者の方々の共用の場所・施設です。自分の都合で使用す

ると、他の入居者にとって迷惑となりますので、協力して大切に使用してください。 

 

○階段・廊下 

 日ごろから清掃に努めるほか、通行のさまたげとなりますので、物を置かないようにし

てください。 

 

○団地敷地・児童遊園等 

 植木や芝生、さく、子どもの遊具等をいためたり、壊したりしないよう注意してくださ

い。遊具がいたんで危険なときには、指定管理者各管理事務所へ連絡してください。 

 また、ゴミなどを捨てたりせず、清掃に努めてください。 

 

○集会所 

 運営については、団地自治会へお願いしています。日頃から清掃するなど、大切に使用

してください。破損したときは、自治会の責任で修繕していただきます。 

 また、火気の使用には特に注意してください。 

 

○自転車置場 

 スペースに限りがありますので、日頃から整理をお願いします。 

 

○駐車場（駐車スペース）：県が管理しないとき 

 駐車区画の割り当て、使用料等については、団地内の駐車場管理組合または自治会で運

営していただいています。団地内のルールを守って使用してください。 

 

○受水槽、給水塔、浄化槽 

 受水槽や給水塔は、各住宅への給水のために必要な施設であり、浄化槽は汚水の処理に

必要なものです。 

 特に浄化槽の内部は深くて危険ですから、マンホールのふたは絶対に開けないでくださ

い。 

 また、受水槽や給水塔、浄化槽の異常に気付いたときは、指定管理者各管理事務所へ連

絡してください。 



 

○排水施設 

 排水溝、排水管にゴミや土がたまると、汚水が流れにくくなり、不衛生になります。定

期的に自治会で清掃や消毒を行ってください。 

 

○屋外灯・階段灯ほか 

 破損しないようにしてください。電球・蛍光灯の取り替えは自治会の負担となります。 

 

○エレベーター 

 団地によっては、エレベーターが設置されている棟がありますが、日常的に使用される

設備ですので、ていねいに取り扱ってください。 

 小さな子どもが一人で乗るのを避け、保護者の方が一緒に乗ってください。 

 

＜緊急時等について＞ 

 火災や地震といった緊急時の避難には、エレベーターの使用は避けてください。 

 中に閉じこめられたときは、無理に出ようとせず、インターホンを使って外部と連絡を

取ってください。 

 故障したときは、エレベーターの内外に表示している連絡先か、指定管理者各管理事務

所へ連絡してください。 

 

○ゴミ置場 

 団地にはゴミの回収所が設けられています。分別回収の日程をお確かめのうえ、ゴミ出

しを行ってください。また、ゴミ袋からあふれたゴミを放置しておきますと、衛生上の問

題がありますので、清掃を行って清潔に保ってください。 

 

○団地自治会等（入居者）の負担となる修繕等について 

修繕等の箇所 修繕等の内容 

屋内（住居棟内部）・屋外排水管 つまったときの復旧 

道路以外の場所の会所ふた 自動車等による破損の復旧 

共用栓、散水栓 パッキン取り替え 

階段灯、廊下灯、住棟表示灯、外灯 電球類（水銀灯含む）の取り替え 

誘導灯ほか防災設備 電球類の取り替え 

テレビ共視聴施設 各住宅内部分の管理及び破損の復旧 

汚水処理場、浄化槽 汚泥引き抜き 

花壇、藤棚 せん定、防虫駆除、施肥、水やり等 

自転車置場 電球類の取り替え 

団地内、団地外周の側溝、会所、法面、そ 

の他の空地等 

消毒、草刈り 

集会所、ゴミ置場 消毒 

 



 

第３章 団地生活 
１．社会生活 

 県営住宅に入居しているからといって、生活のルールが一般社会と違うことはありませ

ん。周囲に迷惑をかけず、入居者同士互いに良好な人間関係を築けるように努めてくださ

い。 

 

２．自治会 

 団地の入居者の方々で、自治会をつくっていただいています。自治会は、入居者相互の

親睦、良好な環境づくり、防火・防犯活動など入居者のみなさんが団地生活を快適に過ご

されるための重要な役割を果たしています。 

 県営住宅に入居されましたら、自治会に加入し、住みよい団地づくりに努めてください。 

 また、団地や住宅の構造・設備によって多少異なりますが、共同施設の管理運営に必要

な費用は共益費として、自治会の責任において徴収し、支払をしていただきます。 

 

○共益費 

区分（内訳） 内    容 

電気料 防犯灯、階段灯、集会所の電灯、エレベーター、水道ポン

プなどの電気代 

水道料 集会所、屋外水栓などの水道代 

共同施設等の修繕費 集会所のガラス破損や防犯灯の電球の取り替えなどの費用

清掃費 浄化槽の清掃、排水溝の清掃、ゴミ処理費など団地の環境

を維持するための費用 

汚水処理費 汚水処理場のある団地では、運転に必要な電気料、水道料、 

薬品費、清掃費 

 

３．駐車場管理組合（県が駐車場を管理していない団地） 

 団地によっては、入居者の方々に駐車場管理組合をつくっていただいています。駐車場

管理組合は、駐車場を管理運営し、入居者の方へ駐車区画を割当てたり、車庫証明を発行

したりします。 

 なお、駐車場管理組合がない団地では、自治会が駐車場を管理していることがあります。 

 

４．集会所の利用 

 集会所は、入居者の方々の福利厚生、文化教養のための講習会、その他の行事を行うた

めの施設で、その管理運営は自治会で行っています。団地生活を豊かにする、コミュニケ

ーションづくりの中心となるよう、お使いください。 

 なお、営利目的のための使用は認められません。 

 



 

５．環境美化 

 団地が住みよいものとなるかどうかは、入居者のみなさん次第です。特に、共用部分の

清掃については、なおざりにされることがありますが、結果として団地全体の景観を損な

う場合があります。 

 定期的な清掃や樹木の手入れなど、自治会でよく話し合って取り組んでください。 

 

６．迷惑行為の禁止等 

 迷惑行為の内容については、「P5 第１章 県営住宅の管理 ３．入居から退去まで 

（３）入居中の禁止事項・注意事項」でも触れていますので、参照してください。 

 迷惑行為がありますと、団地生活全体に影響します。入居者の方々一人ひとりの心がけ

次第ですので、快適な生活を送れるよう考えて行動してください。 

 なお、悪質な場合には、強制的に住宅を明け渡していただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 防災 
１．火災の予防 

 火災は、入居者の一人ひとりが注意することで防ぐことができます。 

 火災事故のほとんどは、たばこの火の不始末、鍋に油を入れたまま火にかけっぱなしに

する、子どもの火遊び、アイロンのつけっぱなしによるものです。特に、火気を扱ってい

る途中で来客のあった場合には、必ず火を消すようにしてください。 

 また、自治会で自衛消防隊（火災等の災害が発生した場合、被害を 小限にとどめるた

めの組織）の結成や、消防訓練の実施、避難経路の確認、避難場所の点検について十分ご

配慮ください。 

 

○火災の原因 

・台所の火の不始末 

・揚げ油の異常加熱 

・子どもの火遊び 

・寝たばこ 

・石油ストーブの転倒 

・ヒーター・アイロンのつけっぱなし 

・地震 

・その他 

 

２．火災発生時には 

○住宅内での火災発生 

 まず避難して、近隣の住宅にも火災の発生を告げ、避難を呼びかけます。安全な場所か

ら消防機関に通報するとともに、管理人または指定管理者各管理事務所へ連絡してくださ

い。 

 

○他の住宅・団地内での火災を発見  

 火災の発生場所の近隣の住宅へ火災の発生を告げ、避難を呼びかけます。また、消防機

関に通報するとともに、管理人または指定管理者各管理事務所へ連絡してください。 

 

＜初期消火と避難・通報＞ 

 消火器等で消し止められる程度であれば、避難・通報より先に初期消火を行ってくださ

い。ただし、この判断は難しいので、自信があっても先に避難した方が安全です。 

 目安として、初期消火に必ず二人以上が確保できないときは、先に避難してください。 

 

○消火器の使用方法 

  （図） 

  



○避難経路 

      避難用仕切板 

 

 

 

 

 

 

 

ベランダ 

 

 

部屋 部屋 

台所 

廊下 トイレ 

玄関 洗面所 浴室 

 

                    玄関ドア 

 

①ドア 

 階段や廊下は日常生活の通り道であるほか、緊急時には避難経路となります。障害とな

る物を置かないようにしてください。 

②仕切板 

 緊急時には破ってください。隣の住宅へ移動することができます。 

③避難用はしご 

 下の階へ避難するときに使ってください。 

＊ご覧のとおり、ベランダは重要な避難経路となります。ベランダには物を置かないよう

 にしてください。 

 

○消火活動 

 本格的な消火活動は消防署が行います。 

①消防車や救急車が進入するための団地内通路（消防用進入路）を確保するため、路上駐

 車や障害物を置くことはおやめください。消火活動のさまたげとなります。 

②防火水槽付近には障害となるものを置かないでください。消火のさまたげとなります。 

③屋内、屋外消火栓の付近に障害となるものを置かないでください。 

 

＜家財保険＞ 

 民間賃貸住宅では、賃借人に保険に入ることを義務づける例があります。これは、万が

一火災が発生したとき、建物の火災保険（賃貸人負担）では、各賃借人の家財道具までは

補償しないからです。 

 保険は民間の保険会社が取り扱っていますので、ご自分の家財道具に保険をかけるとい

う方は、各自で契約してください。 

  

 

避難用ハッチ 



３．ガス漏れ事故の対応 
県営住宅では、都市ガスかＬＰガス（プロパンガス・戸別と集合があります）を使っ

ていますが、万一、ガス漏れを感じたら、次の要領で対応してください。 
 
○住宅内でガス臭いと感じたら 

（１）ガスの使用を中止する 
   まず、ガスの使用を直ちに中止してください。 
（２）火気は絶対使用しない 
   住宅内でガス臭いと感じたら、火気は絶対に使用しないでください。着火源となる

裸火、換気扇、電灯などの電気機器のスイッチにも絶対手を触れないでください。換

気扇が回っていれば止めないでください。電気のスイッチを切るときにも火花が出ま

す。切ることもしないでください。タバコやライターの火も消してください。 
（３）ガスの元栓を締める 
   ガスの元栓を締めてください。 
（４）ガスを外に出す 

①戸や窓を大きく開け、通風を良くし、部屋の空気を外に追い出してください。 
②全てのガス栓、器具栓を閉めてください。 
③容器バルブは、必ず閉めてください。 

（５）ガス会社か販売店に連絡 
   ①緊急時の連絡先として、あらかじめガス会社か販売店を確認し、台所や電話のそ

ばに連絡先を貼っておいてください。 
   ②連絡のときは、名前、住所（団地名、棟、階、部屋番号等）、近所の目標、その場

の状況を知らせてください。 
   ③連絡の際、その後どのようにしたらよいか、ガス会社か販売店に確認してくださ

い。 
   ④ガス会社か販売店の安全確認が済む（ガス漏れ・臭いの原因がはっきりする）ま

では、ガスは使用しないでください。 
（６）安全な場所に避難する 
   安全な場所に避難するときは、近隣の入居者にも避難を呼びかけましょう。 
（７）指定管理者又は建築住宅課にも連絡を 
   安全が確認でき、落ち着いたら、ガス会社か販売店に連絡したときは、指定管理者

又は建築住宅課にも連絡をしてください。 
 
○住宅の外でガス臭いと感じたら 

（１）住宅の外でガス臭いと感じたら、①ガス会社か販売店 ②消防署 ③指定管理者又

は建築住宅課・県庁代表電話に連絡してください。 
（２）（１）に連絡したときの指示に従う。 
（３）ガス漏れがしている部屋に入るときは、外側からドアや窓を開けて、換気をしてか

らにしてください。 
（４）安全な場所に避難する    

安全な場所に避難するときは、近隣の入居者にも避難を呼びかけましょう。 
 
 
 
 
 



都市ガス連絡先一覧表 

地 区 会社名 住 所 電  話 
佐賀市 佐賀ガス（株） 佐賀市兵庫 （０９５２）３０－６１６１ 
鳥栖市 鳥栖ガス（株） 鳥栖市藤木 （０９４２）８２－４７８８ 
唐津市 唐津ガス（株） 唐津市神田 （０９５５）７２－３１２１ 
伊万里市 伊万里ガス（株） 伊万里市二里 （０９５５）２３－４１９２ 

 

４．台風への対応 
  台風が接近してから屋外に出るのは危険です。テレビ・ラジオ等の気象情報を利用し

て台風が来る前に早めに対応してください。 
（１）自家用車は、駐車している場所が安全な場所であるのか確認し、もし、損傷するお

それがある場合や、不安なときは、自分の責任で速やかに安全な場所に移動させるこ

と。 
（２）ベランダ等に飛散するものがないのか確認すること。飛散しないようにすること。 
（３）部屋の窓、玄関ドアの施錠を確認すること。しっかりと鍵をかけること。 
（４）停電、断水の場合に備えて、懐中電灯・携帯ラジオ等の準備、また飲料水のため水

をしておくこと。 
（５）台風が接近したときは、窓ガラス等は開けないこと。また、強風にあおられ、がれ

き等が飛んでくると危険なので外出はやめること。 

 

５．地震への備え 
  地震はいつどこで発生するか分かりません。そのため、前もって地震に備えておくこ

とが何よりも大切です。 
（１）家具や食器などについて、転倒防止の対策をしておくこと。 
（２）地震が起きた場合の家族との連絡方法や役割分担、避難場所への道順などについて

事前に確認しておくこと。 
（３）水や食料について３日分程度を備蓄しておくこと。また、いざというときにすぐに

持ち出すものを整理しておくこと。 
（４）地震が発生したら、テーブルの下に潜るなどして、まずは自分の身を守ること。 
（５）揺れが収まったら、すぐにコンロなどの火の始末をすること。 
（６）外への避難時にはブレーカーを切ること。また、避難の際は、エレベーターを使用

しないこと。 

 

 

第５章 個人情報保護 
 

入居者（入居申込者、同居者を含む。以下同じ。）からお預かりした個人情報は、県営

住宅を管理するためにのみ使用します。公的機関等からの法令等に基づく捜査・調査等の

照会があった場合は、入居者の個人情報を提供します。また、連帯保証人や身元引受人に

も、その責任の範囲内において、入居者の個人情報を提供します。 

 なお、県営住宅の明け渡しや家賃の支払いを求めて裁判所に訴えの提起をしたり、和解

したりする場合は、該当者の住所・氏名を県議会に報告する必要があります。 


