神奈川県高齢者向け優良賃貸住宅供給事業制度要綱
第１章 総 則
（目 的）
第１ この要綱は、神奈川県（以下「県」という。）における高齢者向け住宅需要に対応し、良好
な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するため、県が実施する高齢者向け
優良賃貸住宅供給事業制度について、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法
律第 26 号。以下「法」という。
）同法施行令（平成 13 年政令第 250 号。以下「政令」とい
う。）同法施行規則（平成 13 年国土交通省令第 115 号。以下「省令」という。）及びその他
関連通達に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
（定 義）
第２

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
(1) 高齢者

６０歳以上の者をいう。

(2) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権もしくは使用賃
借による権利を有する者（地方住宅供給公社を除く。）をいう。
(3) 整備

住宅の新築及び既存の住宅等の改良（用途の変更を伴うものを含む。）をいう。

(4) 県高齢者向け優良賃貸住宅

土地所有者等が整備及び管理を行う住宅で、法第 34 条に

規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち、この要綱の規定に適合するものをいう。
(5) 管理者

土地所有者等が整備する県高齢者向け優良賃貸住宅を借り上げ若しくは管理

を受託して、当該賃貸住宅を入居者に賃貸し又は管理する者でアからウに掲げる者をい
う。
ア

神奈川県住宅供給公社（以下「公社」という。）

イ

全国農業協同組合連合会神奈川県本部（以下「農協」という。）

ウ

宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第３条第１項に規定する宅地建物取

引業者免許を有する民間法人及び社会福祉事業法（昭和 26 年法律第 45 号）第 22 条に
規定する社会福祉法人で、かつ、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力、信用、こ
れを的確に行うために必要な経験及び能力について県高齢者向け優良賃貸住宅の管理
を行うことが適当であると別に定める指定法人の指定等に関する要領により指定する
もの（以下「指定法人」という。）をいう。
（県高齢者向け優良賃貸住宅の管理方式）
第３

高齢者向け優良賃貸住宅の管理方式は、次の各号に掲げる方式によるものとする。
(1) 管理受託方式
(2) 借上方式

土地所有者等が整備する賃貸住宅の管理を、管理者が受託する方式
土地所有者等が整備する賃貸住宅を、管理者が借り上げて管理する方式

（管理期間）
第４

県高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間は、１０年間とする。ただし、知事が必要がある
と認める場合は、更に１０年間を限度に延長することができる。

第２章 県高齢者向け優良賃貸住宅の供給
（供給の申込）
第５

県高齢者向け優良賃貸住宅を供給しようとする土地所有者等は、それぞれの管理者を通
じて供給の申込みを行うものとする。

（対象基準）
第６

県高齢者向け優良賃貸住宅は、別に定める神奈川県高齢者向け優良賃貸住宅供給事業対
象基準（以下「対象基準」という。）に適合するものでなければならない。

（選定）
第７

管理者は、土地所有者等から賃貸住宅の供給申込みがあった場合、知事に県高齢者向け
優良賃貸住宅事業対象候補団地の選定申請を行うものとする。

２

知事は、前項の申請があった場合、別に定める神奈川県借上型公営住宅等選定会議設置
要領（以下「選定会議設置要領」という。）に基づき候補団地を選定し、県高齢者向け優良
賃貸住宅事業対象候補団地登録台帳（以下「候補団地登録台帳」という。）に登載するもの
とする。

（供給計画の認定）
第８

第７第２項により登録された団地の土地所有者等は、賃貸住宅の建設等及び管理に関す
る計画（以下「供給計画」という。）を作成し、知事の認定（横浜市、川崎市、横須賀市及
び相模原市の区域にあっては、当該市長の認定。以下同じ。）を申請するものとする。

２

知事は、前項の認定（以下「計画の認定」という。）の申請があった場合において、当該
申請に係る供給計画が、対象基準及び法令等に適合すると認めるときは、計画の認定をす
ることができるものとする。

３

知事は、前項の計画の認定をしたときは、速やかにその旨を関係市町村長に通知するも
のとする。

（供給計画の変更）
第９

計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、当該計画の認定を受けた供給
計画（以下「認定計画」という。）の変更（別に定める神奈川県高齢者向け優良賃貸住宅供
給事業制度実施要領（以下「実施要領」という。）に定める軽微な変更を除く。）をしよう
とするときは、知事の承認を受けなければならない。

２

第８の規定は、前項の場合について準用する。

（認定計画内容の遵守に関する協定）
第１０ 県高齢者向け優良賃貸住宅の事業化にあっては、県の事業採択の決定に基づき、認定事
業者及び管理者との間で、第９第１項に規定する認定計画の内容を遵守する旨の協定を締
結するものとする。
２

認定事業者と管理者は、前項の協定を締結した場合は、その旨を知事に提出しなければ
ならない。

（報告及び調査）
第１１ 知事は、認定事業者及び管理者に対し、整備及び管理の状況について、報告を求めると
ともに当該職員をして調査させることができる。
（改善命令）
第１２ 知事は、認定事業者及び管理者が認定計画に従って県高齢者向け優良賃貸住宅の整備又
は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、そ
の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
（計画の認定の取消し）
第１３ 知事は、認定事業者及び管理者が認定計画に従って県高齢者向け優良賃貸住宅の整備又
は管理を行っていないと認め、第 12 の改善命令に従がわないときは、計画の認定を取り消
すことができる。
２

第８第３項の規定は、知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

（地位の承継）
第１４ 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から県高齢者向け優良賃貸住宅の敷地の所有権
その他当該県高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理等に必要な権原を取得した者は、知
事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継すること
ができる。
（整備に要する費用の補助）
第１５ 県は、第 10 による協定を締結した認定事業者に対し、別に定める神奈川県高齢者向け優
良賃貸住宅供給事業費補助金交付要綱（以下「補助金交付要綱」という。）により、整備に
要する費用の一部を補助することができる。

第３章 管理業務
（管理業務に係る契約）
第１６ 認定事業者と管理者は、第 10 に規定する協定に基づき、管理受託方式にあっては賃貸住
宅の管理業務委託契約を、借上方式にあっては賃貸住宅一括借上契約（以下「管理業務に
係る契約」という。）を締結するものとする。

２

借上方式にあっては、管理者は、認定事業者から県高齢者向け優良賃貸住宅の引渡しを

受けたときは速やかに賃借権設定登記を行うものとする。
３

認定事業者と管理者は、第１項の管理業務に係る契約を締結した場合又は第２項の賃借
権設定登記をした場合は、その旨を知事に提出しなければならない。

（管理者の義務及び業務）
第１７ 管理者は、常に県高齢者向け優良賃貸住宅の管理状況を把握し、県高齢者向け優良賃貸
住宅の管理業務に係る契約に基づき、入居者の募集・選定、家賃、敷金及び共益費の徴収・
精算、緊急時対応サービスの提供、維持管理等管理者の義務及び業務に関することについ
て、適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
（維持及び修繕）
第１８ 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の安全性、居住性及び耐久性等に関する適切な
性能を維持するため、あらかじめ管理者と協議して修繕計画を作成し、計画的に修繕を行
わなければならない。

第４章 家賃
（家賃の設定及び変更）
第１９

県高齢者向け優良賃貸住宅の契約家賃（以下「家賃」という。）は、法の定める限度額

家賃の範囲内で、近傍同種の住宅の市場家賃を勘案し、県の承認を受けて設定するものと
する。
２

前項の規定は、家賃を変更する場合に準用する。

（家賃の支払い方式）
第２０ 県高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の支払い方式は、月払い方式とする。ただし、終身建
物賃貸借の認可を受けた場合は前払い方式又は併用方式を採用することができる。

第５章 入居者の募集及び選定
（県高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請）
第２１ 認定事業者等は、法に基づき、入居者の募集に先立ち、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の
申請をしなければならない。
（入居者の公募）
第２２ 県高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の募集は、認定計画に基づき管理者が公募するもの
とする。ただし、災害、不良住宅の撤去その他実施要領に定める特別の事由がある場合に
おいて、特定の者を入居させるときは、この限りでない。
２

前項の公募は、実施要領で定める方法及び手続きにより行うものとする。

（入居者資格）
第２３ 県高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる要件を満たす者でなければな
らない。
(1) 知事が別に定める者を除き、県内に申込時まで引き続き６月以上住所を有する者である
こと。
(2) 高齢者であること。
(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 同居する者がない者（身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、
かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められ
る者を除く。以下同じ。
）であること。
イ 同居する者が配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者その
他婚姻の予約者を含む。以下同じ。
）又は高齢者である親族（配偶者を除く。以下同じ。）
であること。
ウ 同居する者が入居している高齢者の介護を行う者又は高齢者が扶養している児童等その
他特別な理由により当該入居者と同居させることが必要であること。
(4) 入居申込者又は同居しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第 77 号）
」第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。
２

知事は、必要があると認めた場合は、前項の各号以外の入居申込者の満たすべき資格要
件を定めることができる。

（入居者の申込み及び選定）
第２４ 県高齢者向け優良賃貸住宅に入居しようとする者は、実施要領で定めるところにより、
入居の申込みをしなければならない。
２

管理者は、前項の規定による入居の申込みをした者のうちから県高齢者向け優良賃貸住
宅の入居者を選定し、その旨を入居者として選定した者に通知する。

（入居者の選定方法）
第２５ 管理者は、入居申込者の数が募集した戸数を越える場合は、抽選その他の公正な方法に
より入居者を選定するものとする。
２

前項の規定にかかわらず、省令第 20 条の規定に基づく入居者の選定の特例として、特に
居住の安定を図る必要がある場合は、実施要領の定める方法により選定することができる
ものとする。

３

管理者は、前２項の規定により選定した者から住民票等の提出を求め、当該事由の資格
を具備するか否かについて審査するものとする。

４

管理者が、公社以外である場合は、入居者の募集及び選定の手続きのうち少なくとも入
居者の抽選及び資格審査については、別に知事が指定する機関に委託して行うものとする。

（賃貸借契約の締結等）
第２６ 第 25 第１項の規定により選定した者を入居者と決定したときは、認定事業者（借上方式
にあっては管理者。以下「認定事業者等」という。）は、当該入居者と賃貸借契約を締結す

るものとする。
２

認定事業者等は、県高齢者向け優良賃貸住宅の賃貸の相手方に対して、その者が借りよ
うとしている県高齢者向け優良賃貸住宅に関し、賃貸借契約が成立するまでの間に、契約
書及び管理規程のほか、別に定める入居契約に係る重要な事項を記載した書面（以下「重
要事項説明書」という。）をその説明を行う者の署名を行った上で交付し、当該説明者によ
り十分に説明させなければならない。

３

認定事業者等は、緊急時対応サービス等の内容、費用に関する事項について賃貸借契約
とは別に契約を締結しなければならない。

４

認定事業者等は、第１項及び第３項の契約を締結した場合は、管理者を通じてその旨を
知事に提出しなければならない。

５

認定事業者等は、賃貸住宅の管理開始後にあっては、賃貸借契約締結前に当該賃貸住宅
への入居を体験する機会を設けるよう努めるものとする。

６ 認定事業者等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅
に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
（前払金）
第２７ 認定事業者等は、終身建物賃貸借の認可を受けた場合に限り、想定居住期間を勘案して、終身
にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領することができる。

（敷金）
第２８

認定事業者等は、入居者から３カ月分の家賃に相当する額の範囲内で敷金を徴収するこ

とができる。ただし、保証金、権利金その他の金品を徴収することはできない。
（共益費）
第２９ 認定事業者等は、入居者から県高齢者向け優良賃貸住宅の共用部分の維持管理及び良好
な居住環境を保持するために必要な費用を共益費としてを徴収することができる。

第６章 収入の認定及び入居者負担額の決定等
（家賃の減額に要する費用の補助）
第３０ 県は、入居者の居住の安定を図るため、認定事業者等が家賃と入居者の負担すべき額（以
下「入居者負担額」という。）との差額を当該家賃から減額する場合においては、当該認定
事業者等に対して、その減額に要する費用を補助することができる。
（入居者負担額の設定）
第３１ 入居者負担額は、補助金交付要綱に基づき、入居者の所得の区分ごとに定めた額及び変
更する額とする。

（収入を証する書類等の提出）
第３２

入居者は、家賃の減額を受けようとする場合は、毎年度収入を証する書類等（以下「収

入証明書等」という。）を認定事業者に提出し、確認を受けなければならない。
（収入の認定及び入居者負担額の決定）
第３３

認定事業者等は、家賃と入居者負担額との差額を当該家賃から減額し、その減額に要す

る費用の補助を受けようとする場合においては、第 32 に規定する収入証明書等を確認し、
知事に提出するものとする。
２

知事は、前項の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、入居者の収入を認定し、
当該入居者の所得区分を定め、入居者負担額を決定するものとする。

（収入証明書等の提出がない場合等の措置）
第３４

知事は、入居者が第 32 に規定する収入証明書等を提出しない場合は、知事が特別の事

情があると認める場合を除き、家賃の補助を行わないものとする。

第７章 その他
（譲渡等の禁止）
第３５ 認定事業者は、当該県高齢者向け優良賃貸住宅及びその土地に係る権利を他人に譲渡又
は転貸し、及び当該目的以外の用途に供してはならない。ただし、知事の承認を得た場合
はこの限りではない。
２

知事は、認定事業者が前項に違反したときは、整備に要する費用の補助金の返還を求め
ることができる。

（目的外使用）
第３６ 認定事業者は、県高齢者向け優良賃貸住宅の全部又は一部について、３月以上第 23 に規定
する資格を有する入居者が確保できないときは、知事の承認を受けて、当該全部又は一部を
当該資格を有する者以外の者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。
２ 前項の規定により賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法（平成３年法律第
９０号）第３８条第１項の規定による建物賃貸借（以下「定期建物賃貸借」という。
）（２年
を上回らない期間を定めたものに限る。以下この条において同じ。）としなければならない。
３ １項の規定により転貸事業者に転貸させる場合においては、当該転貸借を、定期建物賃貸
借とするよう必要な措置を講じなければならない。
（高齢者向け優良賃貸住宅の用途の終了）
第３７ 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、県と協議のうえ、県高齢者向け
優良賃貸住宅としての用途を終了することができる。
(1) 管理期間が終了したとき。
(2) 災害、老朽化等により、引き続き県高齢者向け優良賃貸住宅として維持管理することが
不適当となったとき。

(3) 建替えを行うため必要があるとき。
(4) 都市計画事業等の実施により、県高齢者向け優良賃貸住宅を撤去する必要があるとき。
（実施の細目）
第３８ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、実施要領による
ものとする。
附

則

この要綱は、平成１１年３月１５日から実施する。
附

則

この要綱は、平成１１年６月１日から実施する。
附
１

則

この要綱は、平成１３年８月５日から実施する。
（経過措置）

２

平成１３年３月３１日以前に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱（平成１０年４月８日付け

建設省住備発第３９号）の規定に基づき供給計画の認定されている高齢者向け優良賃貸住宅に
ついては、なお、従前の例による。
附
１

則

この要綱は、平成１３年１０月１日から実施する。

（経過措置）
２

平成１３年３月３１日以前に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱（平成１０年４月８日付け

建設省住備発第３９号）の規定に基づき供給計画の認定されている高齢者向け優良賃貸住宅に
ついては、なお、従前の例による。
附

則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。
附

則

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。
附

則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
附

則

１

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

２

平成１３年８月５日付けで全部改正された神奈川県高齢者向け優良賃貸住宅供給事業制
度要綱（以下「旧制度要綱」という。）第４中「収入分位が 40％までの所得階層」とある
のは、「所得が 26 万 8,000 円までの世帯」と読み替える。

３

旧制度要綱第１９中「収入分位」とあるのは、「入居者の所得の区分」と読み替える。

