神奈川県特定優良賃貸住宅供給促進事業制度実施要領

（目 的）
第１ この要領は、神奈川県特定優良賃貸住宅供給事業制度要綱（以下「要綱」という。
）第 34 の規
定に基づき、特定優良賃貸住宅供給事業制度を実施する上での細目を定めることを目的とする。
（供給の申込み）
第２ 要綱第５の規定により、土地所有者等が住宅供給の申込みを行う場合は､募集の都度一団地１計
画とする。
（選 定）
第３ 要綱第７第１項の規定により、要綱第２第４号に規定する管理者（以下「管理者」という。）は、
別記第１号様式に関係書類を添えて知事に対象候補団地を申請するものとする。
２ 知事は前項の申請を受けたときは、要綱第７第２項により選定を行い、選定結果を管理者及び土
地所有者等へ通知するとともに特定優良賃貸住宅事業対象候補団地登録台帳に登載するものとする。
３ 前項の登録の有効期間は、神奈川県（以下「県」という。
）の事業として供給計画の認定が受けら
れる期間で原則として当該年度内とし､必要に応じて登録した日から最長１年間とすることができ
るものとする。
（供給計画の認定の様式）
第４ 要綱第８第２項及び第３項の規定による供給計画の認定は、別記第２号様式により通知するも
のとする。
（供給計画の軽微な変更）
第５ 要綱第８第２項の規定により供給計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、供
給計画について、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第 17 条に規定する次の各号
に掲げる軽微な変更を行おうとするときは、管理者を通じて、その当該変更内容について知事に別
記第３号様式により提出しなければならない。
(1) 賃貸住宅の戸数の変更のうち、５分の１未満の戸数の変更（変更後の戸数が 10 戸（規則第四条
第１項各号に掲げる区域内においては、５戸）以上である場合に限る。）
(2) 賃貸住宅の建設の事業の実施期間の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の６月以内
の変更
（供給計画の記載事項の変更）
第６ 認定事業者は、前項に掲げる軽微な変更を除き、供給計画について、次の各号に掲げる事項に
該当するときは、管理者を通じてその変更の内容について知事に別記第４号様式により提出しなけ
ればならない。
(1) 地名または地番の変更
(2) 敷地面積の変更（供給計画認定時と建設事業完了時の差または公共事業に伴う敷地の提供の場
合に限る。
）
(3) 増減が当該予定額の５分の１に満たない資金計画の変更（供給計画認定時から管理開始時まで
の間の変更に限る。
）
(4) 増減が当該予定額の５分の１に満たない家賃当初予定額（以下「予定額」という。
）の変更（供
給計画認定時から管理開始時までの間の変更に限る。）
(5) 敷金の変更
(6) 管理者の変更並びに管理者の名称。ただし、代表者名及び主たる事務所の所在地の変更並びに
その他供給計画の別添管理業務者の概要の変更においては、管理者による申請に代えることがで
きるものとする。
（事業採択通知）

実施要領−1

第７ 要綱第 10 第１項の規定による事業採択は、別記第４号様式により認定事業者及び管理者に通知
するものとする。
（認定計画内容の遵守等に関する協定）
第８ 要綱第 10 の規定による認定計画内容の遵守等に関する協定（以下「協定」という。）の締結は、
別記第５号様式を参考として作成し、協定を締結するものとする。
２ 協定の期間は、協定締結の日から供給計画に基づく管理期間の満了の日までとする。なお、必要
に応じ、管理者並びに認定事業者との協議のうえ、これを更新するものとする。
３ 前項の規定にかかわらず、協定にかかる特定優良賃貸住宅が、要綱第 32 に該当する場合において
は、当該協定を終了するものとする。
（地位の承継）
第９ 要綱第 13 の規定による地位の承継を受けようとする者は、別記第６号様式により管理者を通じ
て知事に申請しなければならない。
２ 前項の承継申請があった場合において、知事は、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記
第７号様式により、承認するものとする。
３ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに別記第８号様式より管理者に通知するものとする。
（管理委託契約の内容等）
第１０ 要綱第 16 に規定する管理業務委託契約の契約書は､別記第９号様式を基準として作成し､ 特
別の事情がある場合で､重要な項目の加除を必要とするときは､知事と協議するものとする。
（管理者の業務）
第１１ 管理者が行う管理業務は､家賃の収納のほか、別記第９号様式別表１に掲げるものをいう。
２ 管理者は、要綱第 16 により締結した管理業務委託の契約に基づき、認定事業者に代って、要綱第
27 に規定する家賃減額補助金の申請、請求及び受領に関する業務を代行するものとする。
（委託料）
第１２ 認定事業者は、管理者に対し、第 11 に掲げる管理業務に対する委託料を支払わなければなら
ない。
２ 委託料は、認定事業者と管理者との協議により、決定するものとする。
３ 委託料は、物価変動等の事由があった場合には、委託者と管理者の協議により改定することがで
きるものとする。
４ 委託料は、原則として１月を単位として毎月支払うものとする。ただし、委託期間が１月に満た
ない場合には、その月の現日数とした日割り計算により当該委託期間分について支払うものとする。
（認定事業者の維持・修繕）
第１３ 要綱第 18 に規定する特定優良賃貸住宅の維持及び修繕の内容は､別記第９号様式別表２に掲
げる項目とし、認定事業者がその費用を負担するものとする。
（入居者の保管義務及び費用負担）
第１４ 管理者は､入居者に対し､当該入居者が使用する特定優良賃貸住宅について､ 必要な注意を払
い、常に正常な状態において維持することを義務づけるものとする。
２ 管理者は、入居者の責めに帰すべき事由により特定優良賃貸住宅又はそれに附帯する共同施設が
滅失し、又は損傷した場合には、当該入居者にこれを原形に復させ又はこれに要する費用を負担さ
せるものとする。
（家賃の設定及び変更）
第１５ 認定事業者は、要綱第 19 に規定する家賃の設定及び変更をしようとする場合には、第 10‑1
号様式により知事と協議するものとする。
２ 前項の協議にあたっては、近傍に比較するのに適切な賃貸住宅が存在しない場合においては、不
動産鑑定士による市場家賃の調査結果の書類を提出しなければならない。

実施要領−2

３

知事は、第１項の協議を受けたときは、その内容を審査し、その家賃が近傍の賃貸住宅の家賃水
準等を考慮し、適正な額と承認した場合は、管理者を通じて第 11 号様式により認定事業者に通知す
るものとする。
４ 要綱第 19 第２項ただし書による届出は、別記第 10‑2 号様式によるものとする。
（入居者公募の広告）
第１６ 要綱第 21 に規定する公募は、管理者が特定優良賃貸住宅の入居者の公募を行う場合は、別記
第 12 号様式により知事に届出なければならない。
２ 前項の届出を受けて、知事が県の広報紙に公募の概要を登載した後に管理者は、新聞掲載、掲示
等により公募の広告を行う。
３ 前項の規定による広告は､入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に行うも
のとする。
４ 公募は、棟又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
(1) 賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の名称､所在地､戸数､規模及び構造
(3) 管理者､認定事業者の氏名及び住所又は､名称及び事務所の所在地
(4) 入居者の資格及び選定方法
(5) 家賃その他賃貸の条件
(6) 入居の申込みの期間及び場所
(7) 申込みに必要な書面の種類
（公募の例外）
第１７ 要綱第 21 第１項ただし書きに規定する特別の事由により公募によらず入居のあっせんをす
ることのできる特定の者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害､不良住宅の撤去による住宅の滅失
(2) 地方公共団体が行う公営住宅の建替事業に伴う従前居住者
(3) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 59 の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法（昭
和 29 年法律第 119 号）第３条第３項若しくは第４項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地
域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和 50 年法律第 67 号)に基づく住
宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴
う住宅の除却
(4) 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第 20 条（第 138 条第１項において準用する場合を含む。）
の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法（昭和 36 年法
律第 150 号）第２条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(5) 地域における多様な住宅需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成 17
年法律第 79 号）第 13 条第２項の規定により入居した者が要綱第 22 に定める入居申込者の資格を
満たしたとき
(6) その他知事が特に必要と認めるとき。
（入居者の申込資格）
第１８ 要綱第 22 第 1 項第 3 号ただし書きに規定する知事が認める特別な事情は、次の各号のいずれ
かに該当するものとする。
(1) 住宅の瑕疵又は住宅の著しい環境変化に伴い、管理者から転居を要請されたとき
(2) 団地内で入居者間の問題の発生により、管理者から転居を要請されたとき
(3) 犯罪行為の発生又は未然防止のため、管理者から転居を要請されたとき
(4) その他、入居者の事由により、別の特定優良賃貸住宅への転居の申し出があり、知事が認めた
とき
２ 前項第 1 号から 3 号については、入居の資格審査を要しないものとする。
３ 入居申込者が外国人である場合には、要綱第 22 第１項各号に規定する入居申込資格のほか、外国
人登録法（昭和 27 年法律第 125 号）第４条第１項の規定により登録されている者で賃貸借契約の内
容を十分理解できる者とする。

実施要領−3

（入居申込者の居住状態）
第１９ 管理者は、要綱第 22 第１項に規定する入居者の資格認定のため、必要に応じて特定優良賃貸
住宅の入居申込者に対して､申込時の居住状態に関する申告をさせることができる。
（入居の申込み）
第２０ 入居の申込みは､公募の都度一世帯１戸を限度とする。
２ 前項の申込みに当たっては､管理者が定めた入居申込書のほか､次に掲げる書類を添付しなければ
ならない。
(1) 申込者及び同居する者で収入のある者全員の所得を証明する書類
(2) 同居する者全員の住民票
(3) その他管理者が必要と認める書類

（抽選の方法）
第２１ 要綱第 23 に規定する抽選は、公開して行うものとする。
（優遇抽選）
第２２ 管理者（管理者が神奈川県住宅供給公社（以下「公社」という。）以外の者の場合には、要綱
第 23 第４項に規定する別に知事が指定する機関（以下「指定登録機関」という。）
）は、居住状況が
申込時において、次の各号の一に該当する者に対し､要綱第 23 第２項の規定により優遇抽選を行う
ことができる。
(1) 18 歳未満の同居する児童が３人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者及び同居親族に 60 歳以上の者がある者
(4) 入居者及び同居親族に心身障害者がある者
(5) 県営住宅の入居者で収入超過者である者
(6) 神奈川県内に現に居住し又は勤務する場所を有する者
２ 前項第１号から第５号に該当する者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数
の５分の１を超えない範囲内の戸数とし､前項第６号に該当する者については､戸数の制限を設けな
いものとする。
（補欠者の選定）
第２３ 要綱第 23 の規定により入居予定者を選定する場合には､ 同時に補欠者を第 21 の抽選により
選定し、その順位を定めることができるものとする。
（空家募集）
第２４ 空家になった特定優良賃貸住宅の入居者の選定は､新築の特定優良賃貸住宅と同様とする。た
だし、管理者は、必要に応じて、空家発生以前にその管理する特定優良賃貸住宅の空家入居予定者
をあらかじめ選定し、登録することができるものとする。
２ 管理者が公社以外の者の場合には、指定登録機関が代わって前項ただし書きに規定する選定を行
うものとする。
（入居者の決定）
第２５ 管理者（管理者が公社以外の場合には、指定登録機関）は、要綱第 23 の規定により選定した
者から管理者の定める期間内に次に掲げる書類を提出させ、要綱第 22 及び第 18 に規定する資格を
具備するか否かについて審査し、適格と認めた場合には、その者を入居者として決定するものとす
る。
(1) 申込者及び同居する者で収入のある者全員並びに必要に応じて、市町村発行の所得（課税）証
明書
(2) 申込者が外国人の場合には､外国人登録済証明書
(3) 申込者の現在居住している住宅の賃貸借契約書又は居住状態を証明できる書類
(4) 婚約者の場合は､婚約に関する第三者による証明書

実施要領−4

(5) その他管理者が必要とする書類
２ 管理者は、入居者の決定後、別記第 13 号様式による入居者決定報告書を知事に提出しなければな
らない。
（賃貸借契約等）
第２６ 認定事業者は、入居者との間で、別記第 14 号様式を基準として賃貸借契約書を作成し、契約
を締結するものとする。
２ 前項にかかわらず、空家募集となった住宅に限り、認定事業者は、入居者と入居者が勤務する法
人と連名で賃貸借契約を締結できるものとする。
３ 認定事業者は、次の各号に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。
(1) 特定優良賃貸住宅の建設に係る図書一式
(2) 賃貸借契約書
(3) 管理委託契約書
(4) 入居者の入退去の状況を明らかにする書類
(5) 家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類
(6) 毎年度の収支決算書
(7) 特定優良賃貸住宅の点検及び修繕の状況を明らかにする書類
（承継入居）
第２７ 同居の親族が引き続き当該住宅に入居しようとするときは、次の各号の一に該当する事由が
発生後、30 日以内に申請し、承継について管理者の承認をうけなければならない。
(1) 契約の締結者（以下「名義人」という。）が死亡し、又はその同居の親族を残して退去したと
き
(2) 名義人が老齢等の理由による退職又は疾病等により要綱第 22 に掲げる資格を喪失したとき
２
前項の申請を行うときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承継人の住民税課税証明書
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 名義人が所有する賃貸借契約書
(4) その他管理者が指示する書類
３ 管理者は、前項の規定により承継人から申請があった場合において、当該承継人が名義人の配偶
者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
）又は３親等内の血族又
は姻族で､第 27 の規定による同居の承認を得た者にあっては、特定優良賃貸住宅に世帯人として同
居している者であり､かつ当該承継がやむを得ないと認められる場合に限り承継入居を認めるもの
とする。
（同居の承認）
第２８ 入居者は､同居の承認を受けようとするときは、管理者に申請しなければならない。
２ 管理者は、入居者が入居の際同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、次
の各号に該当する場合に限り同居の承認をすることができるものとする。
(1) 同居しようとする者が入居者又は入居者の配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。
）の３親等内の血族又は姻族で特別な事情があること。
(2) 同居の結果、著しく過密とならないこと。
(3) 入居者に家賃（要綱第 27 の規定による家賃に対する助成を行う場合にあっては、入居者負担
額。）の支払その他の債務の不履行がないこと。
(4) 同居の結果、入居者の家賃等の支払に支障をきたすおそれがないこと。
(5) その他管理者が特に必要と認めるとき。
３ 管理者は、前項の規定による承認をしたときは､承認書を申請者に交付するものとする。
（世帯員の異動の届出等）
第２９ 入居者は、本人又は同居する世帯員に、出産、死亡、転出、氏名変更、勤務先変更その他こ
れらに準ずる変更等の事実があった場合は、速やかにその旨を管理者に届出なければならない。

実施要領−5

（特定優良賃貸住宅の用途の終了）
第３０ 認定事業者は、特定優良賃貸住宅が要綱第 32 に規定する事項に該当した場合は、速やかに別
記第 15 号様式により知事と協議しなければならない。
２ 認定事業者は、要綱第 32 第２号から第５号に該当する場合は、前項に規定する協議の際に、入居
者全員に用途終了の理由について説明を行った旨がわかる資料を添付しなければならない。
（管理状況報告）
第３１ 管理者は、入居者の退居、入居者の名義変更、名義人の氏名変更、同居の承認及び世帯人員
の変更があった場合には、速やかに知事に報告するものとする。
２ 管理者は、要綱第 33 に基づき、特定優良賃貸住宅の管理状況について知事に報告する場合は、別
記第 16 号様式によらなければならない。
（特定優良賃貸住宅の表示）
第３２ 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の管理期間中、特定優良賃貸住宅としての看板等による表
示をしなければならない。
附 則
この要領は、平成７年４月１日から実施する。
附 則
この要領は、平成８年４月１日から実施する。
附 則
この要領は、平成 13 年 10 月１日から実施する。
附 則
この要領は、平成 17 年１月１日から実施する。
附 則
この要領は、平成 20 年４月１日から実施する。
附 則
この要領は、平成 21 年４月１日から実施する。
附 則
この要領は、平成 22 年２月１日から実施する。
附 則
この要領は、平成 22 年８月 20 日から実施する。
附 則
この要領は、平成 24 年６月１日から実施する。
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