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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 専用住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

新たな住宅セーフティネット制度の施行
※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の⼀部を改正する法律（平成29年4⽉26日公布 10⽉25日施⾏）
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会
社

要
配
慮
者

⼊居

都道府県等
登録 情報提供

要配慮者の⼊居を
拒まない住宅（登録住宅）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（⽴上り期に国の直接

補助あり）
・家賃低廉化補助
・改修費融資

（住宅⾦融支援機構）

・家賃債務
保証料補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地⽅公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

⼊居
支援等

居住支援活動への補助

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地⽅公共団体等
による支援

10月25日に施行

住宅確保要配慮者 ： 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、外国人 など
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セーフティネット住宅情報提供システムの開設

国では、セーフティネット住宅※をWeb上で検索・閲覧できるとともに、事業者による登録申請
や地⽅公共団体における登録事務などを支援するための「セーフティネット住宅情報提供システ
ム」を広く提供します。（平成29年10⽉20日より） ※住宅セーフティネット法に基づき都道府県等に登録さ

れた、住宅確保要配慮者の⼊居を拒まない賃貸住宅

情報提供
システム

都
道
府
県
等

事業者

①セーフティネット
住宅の登録データ

の入力
②登録申請書
の印刷

③登録申請

④登録手続き

⑤セーフティネット
住宅の検索・閲覧

要配慮者等
※H30.1.30現在 総登録件数 25件 総登録戸数 109戸

http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
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登録事例
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登録事例
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登録事例
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登録事例
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セーフティネット住宅を活用したまちづくり例

まちなか

ごちゃまぜ

○○センター

支援活動の拠点

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅（シェアハウス）

生活相談
見守り
生活支援
医療・介護

低額所得者 被災者

高齢者

障害者

子どもを養育している者

家主

低額
所得

高齢者 障害者

＜専用の登録住宅改修補助＞
・1/3補助
・上限100万円×室数

※改修後、専用住宅として、
10年間以上使用が条件

＜補助対象＞
・調査・設計
・バリアフリー化工事
・耐震化工事
・用途変更に伴う工事
（スプリンクラー工事を含む）
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○ 規模
・床面積が⼀定の規模以上であること

※ 各⼾25㎡以上
ただし、共⽤部分に共同で利⽤する台所等
を備えることで、各⼾に備える場合と同等
以上の居住環境が確保されるときは、
18㎡以上

※ 共同居住型住宅の場合、別途定める基準

○ 構造・設備
・耐震性を有すること
・⼀定の設備（台所、便所、洗面、浴室等）

を設置していること

○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失し
ないこと

○ 基本⽅針・地⽅公共団体が定める
計画に照らして適切であること 等

登録基準

○ 住宅全体
・住宅全体の面積

15 ㎡ × N ＋ 10㎡以上
（N:居住人数、N≧２）

○ 専⽤居室
・専⽤居室の⼊居者は１人とする
・専⽤居室の面積

９㎡以上（造り付けの収納の面積を含む）

○ 共⽤部分
・共⽤部分に、居間・⾷堂・台所、便所、洗面、

洗濯室（場）、浴室又はシャワー室を設ける
・便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人

数概ね５人につき１箇所の割合で設ける

共同居住型住宅の基準

※ 地⽅公共団体が供給促進計画で定めることで、耐震性
等を除く基準の⼀部について、強化・緩和が可能

※ １⼾から登録可能

住宅の登録基準
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規模に係る登録基準の適用の考え方 （一部共用）

■賃貸アパート内の空き室一室を談話室として居住者に開放

■隣接敷地に談話室を設置

DOWN
屋外廊下

25号室
（18㎡）

24号室
（18㎡）

23号室
（18㎡）

22号室
（18㎡）

談話室
（18㎡）

○各戸（18㎡）に便所・風呂・台所等あり
○空き室一室を談話室として開放

一部を共用とする場合の基準（各戸18
㎡以上）の適用が可能

A棟 B棟

談話室
（5㎡）

公道 ○各戸（18㎡）に便所・風呂・台所等あり
○隣接敷地にプレハブの談話室（上下水道
設備なし）を設置

一部を共用とする場合の基準（各戸18
㎡以上）の適用が可能

賃貸住宅団地
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規模に係る登録基準の適用の考え方 （シェアハウス）

■賃貸アパート内の空き室一室を談話室として居住者に開放

DOWN
屋外廊下（20㎡）

25号室
（15㎡）

24号室
（15㎡）

23号室
（15㎡）

22号室
（15㎡）

談話室
（15㎡）

○各戸（15㎡）に便所・浴室・台所等あり
○空き室一室を談話室として開放
○各戸は単身者用

シェアハウスの基準（各戸9㎡以上、全体
70㎡※以上等）の適用が可能
※15㎡×4戸＋10㎡＝70㎡（このケースは75㎡でOK）

○各戸（15㎡）に便所・浴室・台所等あり
○エレベーターホールの一部にテーブルと椅
子を置き、談話スペースとして利用

シェアハウスの基準（各戸9㎡以上、全体
100㎡※以上等）の適用が可能
※15㎡×6戸＋10㎡＝100㎡（このケースは140㎡でOK）EV

談話スペース（3㎡）

屋内廊下

フロアの床面積：140㎡
フロアの住戸数：6戸

DOWN

■エレベーターホールの一部を談話スペース化
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規模に係る登録基準（面積基準）の緩和の事例

各居住部分の床面積
居間、食堂、台所その他の住宅の部分を共
用する場合の各居住部分の床面積

埼玉県（※） 25㎡以上→ 20㎡以上 18㎡以上→ 13.2㎡以上

東京都 25㎡以上→ 20㎡以上 18㎡以上→ 13㎡以上

岐阜県 25㎡以上→ 23㎡以上 18㎡以上→ 16㎡以上

既存住宅の活用を前提とするセーフティネット住宅や、既存の建物の改良や改修によりサービス付き高齢者向
け住宅とするものについては、一部の地方公共団体において、規模に係る登録基準（面積基準）を緩和

※既存の建物は、サービス付き高齢者向け住宅の制度開始前の平成23年10月19日までに建築工事が完了した建物が対象

■サービス付き高齢者向け住宅（既存の建物の改良や改修によるもの）

■セーフティネット住宅

各居住部分の床面積
台所、収納設備、浴室その他の住宅の部分
を共用する場合の各居住部分の床面積

大阪府 25㎡以上→ 18㎡以上 18㎡以上（緩和なし）
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新たな住宅セーフティネット制度に基づく支援策のイメージ

専用住宅 登録住宅

・改修費への補助
（国による直接補助／地方公共団体を通じた補助）

・家賃／家賃債務保証料低廉化への補助
（地方公共団体を通じた補助のみ）

支援策

支援策

（要配慮者が入居する場合）
・家賃債務保証保険の利用
（（独）住宅金融支援機構による保険引受け）

・代理納付に関する手続の利用
・居住支援の実施
（居住支援協議会・居住支援法人への補助）

（登録住宅全体）
・改修費への融資
（（独）住宅金融支援機構による融資）

・住宅確保要配慮者専用住宅として登録
した住宅。

・複数の属性の住宅確保要配慮者を入
居対象者として設定することが可能。

・住宅確保要配慮者の入居を拒まない
住宅として登録した住宅。

26



① 登録住宅に対する改修費補助【予算】

② （独）住宅⾦融支援機構による登録住宅に対する改修費融資等【法律・予算】

１．登録住宅の改修に対する支援措置
（補助を受けた住宅は専⽤住宅化）

２．低額所得者の入居負担軽減のための支援措置【予算】
（専⽤の住宅として登録された住宅の場合）

補助対象 ① 家賃低廉化に要する費⽤ ②⼊居時の家賃債務保証料
（国費上限２万円／⽉・⼾） （国費上限3万円／⼾）

補助率 国１／２ ＋ 地方１／２（地方が実施する場合の間接補助）

⼊居者要件等 ⼊居者収⼊及び補助期間について⼀定要件あり

登録住宅の改修・入居への経済的支援

補助対象工事 バリアフリー工事、耐震改修工事、⽤途変更工事等

補助率
【補助⾦】：国１／３（制度の⽴上り期、国の直接補助）
【交付⾦】：国１／３ ＋ 地方１／３

（地方公共団体が実施する場合の間接補助）

⼊居者要件等 ⼊居者収⼊及び家賃⽔準（特に補助⾦）について⼀定要件あり
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住宅金融支援機構によるリフォーム融資

登録住宅のリフォーム資金を （独） 住宅金融支援機構 （JHF） による融資対象とする。

融資額の上限 融資対象工事費⽤の８割（10万円単位）

返済期間 20年以内（１年単位）

融資⾦利 全期間固定⾦利
※ 具体的な⾦利⽔準については、ＪＨＦホームページに掲載

融資の対象となる
リフォーム工事

国・地⽅公共団体による登録住宅に対する改修費補助の対象
となる工事等を含むリフォーム工事

登録住宅の
賃貸人 ＪＨＦ要配慮者等

賃貸
リフォーム
資⾦融資

返済

○ 融資の内容

10月25日～
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居住支援法人とは
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を⾏う法人※として、都道府県が指定するもの
・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い⼿として、指定することが可能

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

● 居住支援法人に指定される法人
・NPO法人、⼀般社団法人、⼀般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

● 居住支援法人の⾏う業務
① 登録住宅の⼊居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な⼊居に係る

情報提供・相談
③ ⾒守りなど要配慮者への生活支援
④ ①〜③に附帯する業務

都道府県知事

居住支援法人

支援

指定申請

【制度スキーム】

国

※応募要件など詳細については「応募要領」をご覧ください。

● 居住支援法人への支援措置
・居住支援法人が⾏う業務（上記①〜④）に係る活動に対し支援（定額補助、補助限度額1,000万円）。
［Ｈ２９年度予算］重層的住宅セーフティネット構築支援事業（４．５億円）の内数

※応募要件など詳細については「応募要領」をご覧ください。

居住支援法人制度の概要

※ 居住支援法人は必ずしも①〜④のすべての業務を⾏わな
ければならないものではない。
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目 的

住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他住宅の確保に特
に配慮を要する者）の⺠間賃貸住宅（住宅確保要配慮者の⼊居を拒まない賃貸住宅等）への円滑な⼊居を促
進するため、居住支援法人による住宅確保要配慮者の⼊居円滑化の取組み等を支援する。

【事業内容】

平成29年度予算：重層的住宅セーフティネット構築
支援事業4.5億円の内数

居住支援法人活動支援事業の概要

（１）応募対象の事業
・ ⼊居相談（不動産店への同⾏やコーディネートなど⺠間賃貸住宅への円滑な⼊居支援）
・ 居住支援サービス（定期的な⾒守りや家賃滞納時等における生活相談などの生活支援）

（２）応募要件
・ 居住支援法人であること
・ 地⽅公共団体または居住支援協議会と連携していること
・ 要配慮者向けの常設の相談窓口を設置していること
・ 要配慮者の居住支援に係る意欲的な取り組みを⾏っていると認められること

（３）補助⾦の額
・ 居住支援法人の活動経費に対して単年度あたり1,000万円を限度に支援（補助率10/10）
・ 活動内容に応じて補助上限額を設定

※対面等による定期的な⾒守り及
び家賃滞納時等における生活相
談等に加えて家賃債務保証又は
サブリースを⾏う場合、居住支
援サービスの補助上限額がそれ
ぞれ100万円加算されます。

補助上限額
①⼊居相談 不動産店への同⾏又はコーディネート等  300万円

対面等による定期的な⾒守り及び家賃滞納時
等における生活相談等

 500万円

家賃債務保証を併せて⾏う場合※

（住宅確保要配慮者を対象に⾃ら提供）  ＋100万円

サブリースを併せて⾏う場合※

（⼊居対象者を住宅確保要配慮者に限定して実施）  ＋100万円

活動内容

②居住支援サービス

居住支援法人活動支援事業 10月25日～
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居住支援法人の指定状況

都道府県 指定数 法人名

北海道 1 ホームネット株式会社

神奈川県 1 ホームネット株式会社

愛知県 1 特定非営利活動法人たすけあい名古屋

大阪府
13

特定非営利活動法人 生活支援機構ALL

特定非営利活動法人 大阪市市民生活支援センター

一般社団法人 大阪希望館

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

社会福祉法人 みささぎ会

特定非営利活動法人 南市岡地域活動協議会

一般財団法人 ヒューマンライツ協会

特定非営利活動法人 ゆうかり

一般社団法人 みらいテラス

NPO法人 HELLOlife

ＮＰＯ法人 アクティブライフ・サン

ホームネット株式会社

よどきり医療と介護のまちづくり株式会社

奈良県 1 社会福祉法人やすらぎ会

岡山県 1 特定非営利活動法人おかやま入居支援センター

福岡県 5

特定非営利活動法人抱僕

一般社団法人そーしゃる・おふぃす

株式会社クラスケア

特定非営利活動法人セーフティネットNeedsMe

ホームネット株式会社

熊本県 1 社会福祉法人肥後自活団

鹿児島県 1 特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

※平成30年1月29日現在で都道府県から報告があったもの

■上記の他、指定基準等をHPで公表している都道府県

都道府県 URL

東京都 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/kyojushien.html

兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/shienhoujin.html

■居住支援法人の指定状況
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登録業者のメリット
○ 適正に家賃債務保証の業務を⾏うことができる者として国が登録
し情報提供

○ 登録住宅に⼊居する住宅確保要配慮者に対し家賃債務を保証する
場合に、住宅⾦融支援機構による家賃債務保証保険の引受けの対象

○ 専⽤住宅に低額所得者が⼊居する場合に実施可能な家賃債務保証
料の低廉化補助の対象

家賃債務保証業者の登録制度

○ 適正に家賃債務保証の業務を⾏うことができる者として⼀定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に
登録する制度を創設し、その情報を広く提供します。

①家賃債務保証業者の登録制度の概要

②登録の基準
○ 以下の基準等に適合する家賃債務保証業者を登録

・暴⼒団員等の関与がない
・安定的に業務を運営するための財産的基礎（純資産額1,000万円以上）
・法令等遵守のための研修の実施
・業務に関する基準を規定した内部規則・組織体制の整備
・求償権の⾏使⽅法が適切である
・相談又は苦情に応ずるための体制整備
・法人の場合、家賃債務保証業を５年以上継続していること又は常務に従事

する役員のうちに、家賃債務保証業務に３年以上従事した経験がある
・使⽤人（事務所の代表者）について家賃債務保証業の経験が１年以上 等

○ 適正に家賃債務保証の業務を⾏うことができる者として⼀定の要
件を満たす家賃債務保証業者を国に登録することが可能（５年毎
の更新制）

○ なお、これは任意の登録制度であり、登録をしなくても家賃債務
保証業を営むことは可能

○ 登録の事務は国⼟交通省の地⽅整備局等で⾏うので、家賃債務
保証業者は、主たる事務所がある地域を管轄する地⽅整備局等に
登録申請等を⾏うこととなる

③業務適正化のためのルール
○ 登録された家賃債務保証業者は、以下のルール等を遵守

・登録業者の従業者であることを証する証明書の携帯
・暴⼒団員等の排除
・虚偽告知及び誇⼤広告の禁止
・違約⾦等について消費者契約法に反する契約の制限
・契約締結までに重要な事項に関する説明・書面交付
・契約締結時の書面交付
・賃借人毎の弁済履歴を記録した帳簿の備付け
・登録業者であることを表⽰する標識の掲⽰
・受領した家賃等について⾃⼰の財産と分別して管理
・業務及び財産の分別管理等の状況の報告 等

④登録業者に対する指導等
○ 登録業者に対して以下の指導等を実施

・適正な業務運営確保のための報告徴収及び資料提出
・違反⾏為等に係る指導、助⾔、勧告及び登録の抹消
・登録の取消等の事実の公表 等

※家賃債務保証業者登録規程（国土交通省告示）
公布：平成29年10月２日
施行：平成29年10月25日
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登録家賃債務保証業者

国土交通省は、「家賃債務保証業者登録規程」に基づき、家賃債務保証業を適正かつ確実に実施
することができると認められた事業者として、以下のとおり２９事業者を登録しました。うち関東に本
社のある事業者は１６事業者です。※H30.1.25国土交通省HP掲載時点

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000028.html

事業者名 本社所在地 登録番号

株式会社オリコフォレントインシュア 東京都港区 国土交通大臣（１）第１号

日商ギャランティー株式会社 兵庫県神戸市 国土交通大臣（１）第２号

株式会社近畿保証サービス 兵庫県神戸市 国土交通大臣（１）第３号

一般財団法人高齢者住宅財団 東京都千代田区 国土交通大臣（１）第４号

株式会社ギャランティー・アンド・ファクタリング 熊本県熊本市 国土交通大臣（１）第５号

ハウスリーブ株式会社 東京都港区 国土交通大臣（１）第６号

フォーシーズ株式会社 東京都港区 国土交通大臣（１）第７号

日本セーフティー株式会社 大阪府大阪市西区 国土交通大臣（１）第８号

株式会社賃貸保証サービス 宮城県仙台市青葉区 国土交通大臣（１）第９号

株式会社コマーシュ福岡 福岡県福岡市博多区 国土交通大臣（１）第10号

あんしん保証株式会社 東京都中央区 国土交通大臣（１）第11号

プラザ賃貸管理保証株式会社 東京都中野区 国土交通大臣（１）第12号

株式会社レキオス 沖縄県那覇市 国土交通大臣（１）第13号

株式会社南大阪保証サービス 大阪府堺市中区 国土交通大臣（１）第14号

株式会社エポスカード 東京都中野区 国土交通大臣（１）第15号

全保連株式会社 沖縄県那覇市 国土交通大臣（１）第16号

ALEMO株式会社 東京都中野区 国土交通大臣（１）第17号

エルズサポート株式会社 東京都新宿区 国土交通大臣（１）第18号

株式会社エフアール信用保証 大阪府大阪市天王寺区 国土交通大臣（１）第19号

ジェイリース株式会社 大分県大分市 国土交通大臣（１）第20号

株式会社Casa 東京都新宿区 国土交通大臣（１）第21号

株式会社ジョイフルサポート 福岡県北九州市八幡東区 国土交通大臣（１）第22号

リビングネットワークサービス株式会社 京都府京都市下京区 国土交通大臣（１）第23号

ウィズライフ賃貸保証株式会社 東京都台東区 国土交通大臣（１）第24号

株式会社PｰRent 東京都新宿区 国土交通大臣（１）第25号

株式会社いえらぶパートナーズ 東京都新宿区 国土交通大臣（１）第26号

株式会社ダ・カーポ 東京都北区 国土交通大臣（１）第27号

株式会社バーチャルペイメント 東京都港区 国土交通大臣（１）第28号

賃住保証サービス株式会社 東京都江戸川区 国土交通大臣（１）第29号
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大家さん・事業者向けのハンドブック等の作成

【シェアハウスガイドブック】

・空き家等をシェアハウスとして活用しよう
という住宅所有者等に対して、運営管理
等のポイントをまとめたもの

【大家さん向け住宅確保要配慮者受入れハンドブック】

・要配慮者を受け入れる際の賃貸人の懸念を払拭するため
のＱ＆Ａをとりまとめたもの
・Ｑ＆Ａの補足や制度概要等を掲載した解説版も作成・公表

新たな住宅セーフティネット制度における賃貸住宅の登録を促進するため、要配慮者
の受け入れに関するハンドブック及びシェアハウスの運営管理等に関するガイドブック
を作成・公表するとともに、不動産関係団体や居住支援協議会等に配布

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
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	5 【参考資料１】関東地方整備局・関東信越厚生局による取組み



