資料２

新たな住宅セーフティネット制度について

制度概要

検討項目

(2) 要配慮者への居住支援
○ 都道府県は「居住支援法人」の指定ができる（同法人からの申請により）
―居住支援法人とは―
要配慮者が登録住宅に⼊居する際などに以下の⽀援業務を⾏う団体
・家賃債務保証
・要配慮者の入居促進や生活安定に関する各種相談受付、情報提供 等

登録

指定

情報提供
入居
家賃の低廉化

要配慮者

保証会社

・家賃債務保証料
低廉化補助

家 主

・住宅⾦融支援機構
の改修費融資

申請

家賃債務保証料の低廉化
要配慮者の⼊居を拒まない住宅（登録住宅）

居住
支援等

居住支援法人

都道府県
政令市・中核市

・住宅改修補助
（当面国のみの
直接補助もあり）

・家賃低廉化補助

(2)要配慮者への
居住支援

(1)賃貸住宅の登録制度

ア 登録住宅の供給⽬標
供給⽬標⼾数等の検討。（計画期間 10 年間の県住生活基本計画に合わせ、〜H37(2025)年までを計画期間とする。）
イ 賃貸住宅登録基準の強化・緩和
法等で定められた下記基準を県独自に強化・緩和するか否かの検討。
国が定める登録基準

強化・緩和可能

一般賃貸住宅

面 積
設 備

シェアハウス (N：入居者数)

25 ㎡以上
(15N+10)㎡以上〔N≧2〕、かつ１人の専用居室の面積≧9 ㎡
台所、便所、収納設備、洗⾯設備及び浴室若しくはシャワー室を備えていること
消防法、建築基準法等に違反しないものであること

強化・緩和不可

耐震性があること

ウ 要配慮者の追加
法等で定められた要配慮者以外で県独自に新ＳＮ制度の対象とする要配慮者を追加するか否かの検討。
法等で定められた要配慮者

①低額所得者、②被災者（発災後３年以内の災害又は大規模災害）、③高齢者、④障害者、⑤（18 歳以下の）子育て世
帯、⑥外国人、⑦中国残留邦⼈、⑧児童虐待を受けた者、⑨ハンセン病療養所⼊所者等、⑩ＤＶ被害者、⑪拉致被害者、
⑫犯罪被害者、⑬矯正施設退所者、⑭生活困窮者
①海外からの引揚者、②新婚世帯、③原子爆弾被爆者、④戦傷病者、⑤児童養護施設退所者、⑥ＬＧＢＴ（レズビアン、
ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー）、⑦ＵＩＪターンによる転入者、⑧要配慮者に対して生活支援を⾏う者

(4) 登録住宅の改修・入居への経済的支援
○ 国、地方公共団体は、以下の費用を補助できる
―次のような登録住宅の改修に要する費用（国１/３+地方１/３）―
・耐震改修
・共同居住⽤住宅（いわゆるシェアハウス）にするための間取り変更等改修
・手すり設置や段差解消、エレベーター設置などのバリアフリー改修 ほか
―登録住宅に⼊居する低額所得者（月収 15.8 万円以下。以下同じ）への家賃低廉化･家賃債務保証費用
（国 1/2+地方 1/2）―
等
新制度

(3) 賃貸住宅供給促進計画の策定」に関する必須検討項目

追加検討要の要配慮者（国例⽰）※地方公共団体で自由に追加可

(3) 賃貸住宅供給促進計画の策定
○ 都道府県、市町村は、次の事項を記載した「賃貸住宅供給促進計画」を策定することができる
・要配慮者への賃貸住宅の供給目標
・賃貸住宅の供給促進や管理の適正化に関する事項
・計画期間 （住生活基本計画を踏まえて計画期間を定めることが望ましい。）
・国が法等で定める要配慮者以外の要配慮者の追加や、賃貸住宅の登録基準の強化・緩和を⾏う場合はそ
の旨 等

(4)登録住宅の改修・
入居への経済的支援

○必須検討項目

検討結果を計画にフィードバック

１ 背景
高齢者、子育て世帯、低額所得者など住宅の確保に特に配慮を要する者、いわゆる住宅確保要配慮者は、増加
傾向にある一方、⺠間賃貸住宅への⼊居時に家主に拒否感を持たれることが多い。
こうした住宅確保要配慮者が安⼼して暮らせる住宅の確保を可能とする住宅セーフティネットの強化が求めら
れている。
また、住宅ストックの状況としては、公営住宅では⼤幅な増加は⾒込まれず、⺠間住宅では空き家が増加傾向
にあることから、空き家の有効活用が課題となっている。
このため、「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）」が
昨年 4 月に改正され、10 月 25 ⽇の改正法施⾏により、住宅確保要配慮者の⼊居を拒まない賃貸住宅の登録制
度など、空き家を活⽤した「新たな住宅セーフティネット制度」がスタートした。
２ 制度の概要
(1) 賃貸住宅の登録制度
○ 家主が、住宅確保要配慮者（以下、「要配慮者」）の⼊居を拒まない賃貸住宅を都道府県・政令市・中
核市に「登録」を申請
○ 都道府県等が申請に基づく住宅の登録・登録住宅の情報提供を⾏う

居住支援活動への
国補助

居住支援等

既存制度

「(4) 登録住宅の改修・⼊居への経済的⽀援」に関する必須検討項目
○補助実施の要否
下記補助の実施の要否・補助対象の検討。
＜住宅改修補助＞（下記「◎補助要件等概要」参照）
実施要の場合、例えば、補助する住宅や改修工事の種類をどのようなものにするか等。
住宅の種類

改修工事の種類

居住支援団体

社会福祉法人、NPO 法人等
※居住支援法人も可

地方公共団体
住宅部局・福祉部局

一般賃貸住宅及びｼｪｱﾊｳｽ

・・・

設備改修

低額所得者のうち

高齢者

障害者

子育て世帯

○○○

家賃低廉化補助
家賃債務保証料低廉化補助

○
○

○
○

○
○

×
○

◎補助要件等概要

・・・

家賃低廉化補助
家賃債務保証料低廉化補助
○低額所得者※の家賃の低廉 ○低額所得者※の家賃債務保
○シェアハウスへの⽤途変更改修⼯事、間取
化に要する費用
証料の低廉化に要する費用
補助の対象 り変更⼯事、耐震改修工事、バリアフリー改
※住宅扶助費や⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度による住居確保給付⾦を受
修工事 等

住宅改修補助

給している世帯を除く。

補助限度額
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者、家主等

シェアハウス
同左 及び
間仕切り改修

＜家賃低廉化補助と家賃債務保証料低廉化補助＞（低額所得者が入居する場合。下記「◎補助要件等概
要」参照。）
実施要の場合、低額所得者のうち、例えば、対象の要配慮者を限定するか等。

居住支援協議会
不動産関係団体

一般賃貸住宅
耐震改修
バリアフリー改修

100 万円／⼾以下
（国 1／3＋地方 1／3）

4 万円／月・⼾以下
６万円／⼾以下
(国 1／2＋地方 1／2)
両補助の合計が 48 万円／年・⼾以下

○入居者を次の要配慮者に限定
○入居時保証料のみ
・月収 38.7 万円以下の子育て・新婚世帯、 ○補助期間は最⻑ 10 年間
高齢者世帯、障害者世帯等、外国人世
帯、追加要配慮者
補助要件等
・低額所得者
○要配慮者専⽤住宅とすること。
・被災者世帯
○上記要配慮者専⽤住宅として管理期間を 10
年以上に

○必須ではないが検討が必要な項目
「(2)要配慮者への居住支援」については、第５回懇話会（高齢者居住安定確保計画検討）で議論。
（神奈川県居住⽀援協議会における取組について説明予定。）

新たな住宅セーフティネット制度活⽤にあたっての検討方法・方向性

・「（３）賃貸住宅供給促進計画の策定
ア 登録住宅の供給⽬標」について
県及び市町村計画の供給目標の整合に向
け、必要に応じて相互に調整を⾏う。

「(4) 登録住宅の改修・入居への経済的支援」
○ 補助実施の要否
既存に「低額所得者への経済的支援」という
点で同趣旨の制度（「県営住宅」「福祉施
策」）もあることから、既存制度等も踏まえ、
まずは「新 SN 制度活⽤にあたっての県のスタ
ンス」を整理し、補助要否の検討を⾏うことと
する。

※ ｼｪｱﾊｳｽ専用居室の１室に乳幼児連れ等世帯が入居する場合の人数ｶｳﾝﾄ方法は別途検討・緩和予定。

○ 「25 ㎡」及び「40 ㎡」とも、下記の平面イメージ図のとおり、基準どおり設備を設置
するのであれば、必要な水準と言える面積ではないか。
＜⼀般賃貸住宅「18 ㎡」＞

＜⼀般賃貸住宅「25 ㎡」＞
・便所、台所、

・便所、台所、

洗面所、浴室付。

6.0

3.5

洗面所、浴室付。

3.0

⾯積を例えば 25→18 ㎡
に緩和した場合、
・1.3 ㎡の超狭小浴室
・洗濯機はﾊﾞﾙｺﾆｰ？
・4.5 畳にベッドと食事
用テーブルを設置す
るのは困難
・収納はゼロに近い

＜シェアハウス「40 ㎡」＞

・床面積 約 25 ㎡

・床面積 約 18 ㎡

・床面積
40 ㎡（２人用）
・専用居室の面積
11.34 ㎡

(約 12 ㎡)

・共⽤便所、
共用台所兼食堂
共用洗面所、

※）資料「住宅扶助について」
（平成 26 年５⽉ 30 ⽇厚⽣労働省社会・援護局保護課）

共用浴室付。

○ 「設備基準緩和＋面積基準緩和」も考えられるが、現代の住生活水準からして何れの設
備も必要な範囲と考えられること、また、緩和により狭⼩住宅ストックの形成助⻑にもつ
ながりかねないことから、緩和しない方がよいのではないか。
○ また、強化については、住宅登録促進の観点から、⾏わない⽅がよいのではないか。
（面積制限が厳しくなると登録が進まないおそれ有り。）
「(3) ウ 要配慮者の追加」
○ 国例⽰の要配慮者を全て追加してはどうか。
※ヒアリング結果等で必要に応じて追加等する。

考え方

・「(4) 登録住宅の改修・入居への経済的支
援」について
県の検討結果が「補助の実施要」となっ
た場合、市町村が独自の補助を、別途、実
施するとなると、当該市町村域を県補助対
象外とするのか、又は県・市町村の協調補
助にするのかといった役割分担の検討も必
要となる。
このため、役割分担の検討は、補助要否
の検討の中で、必要に応じて適時⾏ってい
く。

ウ 要配慮者の追加
追加されれば、新ＳＮ制度による⽀援対象
者となることから、支援可能性確保の観点か
ら、県内における当該要配慮者の多寡等にか
かわらず、支援が想定される国例⽰の要配慮
者を全て追加する方向で検討する。（それ以
外の追加すべき要配慮者の検討等のため、庁
内関係課等へヒアリングを実施予定。）

○ 「面積」「設備」基準は、強化・緩和しないこととしてはどうか。

方向性

・「イ 賃貸住宅登録基準の強化・緩和」、
「ウ 要配慮者の追加」について
イについては、市町村計画の内容を優先
する旨が法令で規定されている。
ウについては、県計画の中で「市町村計
画を優先する」旨、記載していきたい。

イ 賃貸住宅登録基準の強化・緩和
登録基準にぎりぎり適合する（「面積」も
「設備」基準も）住宅の平⾯イメージ図によ
り、居住環境として適当な広さ（面積）かど
うか等を考察して検討する。

「(3) イ 賃貸住宅登録基準の強化・緩和」

考え方

※理由
○ 同計画を策定しない市町村がある場合で
も、当該市町村域を県計画でカバーし、関
連諸施策を進められるようにしておくた
め。
なお、市町村が市町村計画で県計画と別
の定めをすること等が想定されるが、次の
ように対応していく。

「(3) 賃貸住宅供給促進計画の策定」
ア 登録住宅の供給⽬標
新ＳＮ制度は、供給目標の設定の仕方は、
都道府県、市町村に委ねられていることか
ら、本県では、同制度の効果的な活⽤⽅策な
ど、以下の検討項目「(３)イ 賃貸住宅登録
基準の強化・緩和」「ウ 配慮者の追加」
「（４）登録住宅と⼊居者への経済的⽀援」
がどうあるべきかについて、検討することの
方が先決と考え、以下の検討項目の検討後、
その検討結果を踏まえて本項⽬の検討を⾏
う。
⇒次回以降の懇話会で説明予定。

○検討結果（議論のたたき台としての「方向性」（案））

方向性

県賃貸住宅供給促進計画は※全県域を対象
に策定するものとして、策定に向け、諸検
討を進めることとする。

○検討方法

2.5

○検討方法を考えるにあたって

○ 追加しておくことで、当該要配慮者への支援可能性を確保しておいてはどうか。

「新 SN 制度活⽤にあたっての県のスタンス」の整理
― 「補助実施の要否」を検討するにあたって ―

次頁へ 論点資料

論点資料「新 SN 制度活⽤にあたっての県のスタンス」の整理 ―「補助実施の要否」を検討するにあたって―
補助については「低額所得者への経済的⽀援」という点で同趣旨の制度（「県営住宅」「福祉施
策」）もあり、補助実施の要否を検討するにあたっては、まず「新 SN 制度活用にあたっての県の
スタンス」を整理する必要がある。
【論点整理】

○これまで県は、新 SN 制度と同様の「⾼齢者等の⼊居を拒まない住宅の登録制度」である「県あん
しん賃貸住宅」等を⾏ってきた。
○こうした中で新 SN 制度が創設され、県では同制度スタートに際し、住宅登録促進の観点から、ホ
ームページによる制度周知や不動産業界団体へのヒアリング・制度 PR 等を⾏ってきた。
○不動産業界団体へのヒアリングでは、賃貸後の外国人や精神障害者等のトラブルリスクへの懸念が
家主にあることや、住宅登録促進には補助実施が有効といった意⾒が聞かれたところであり、登録
開始から約３ヶ月が経過した現在の住宅登録件数は「２件」にとどまっている状況。
○新 SN 制度は「住宅の登録」があって初めて、要配慮者に「⼊居を拒まない住宅の提供」や「経済
的支援（補助）」などの居住支援策を実施できるようになるという点で「住宅の登録」が根幹を成
している制度である。
○ただ一方で、新 SN 制度によらずとも、「県あんしん賃貸住宅」等の住宅施策を通じて、あるいは
市場を通じて、⼀定量の住宅の提供が⾏われてきたという実情等もあり、補助を実施してでも「住
宅の登録」を促進すべきか等、新 SN 制度に対し、県としてどれだけ注⼒していくべきなのかの判
断に苦慮している。
○さらに家賃低廉化補助は 10 年間（480 万円）以内とされる等、補助内容が限定的な経済的支援に
とどまるものであることから、収⼊増が⾒込まれる要配慮者への⼀時的⽀援としての政策効果は⾼
い⼀⽅、特に⾼齢者など収⼊増が⾒込めない者に対しては、「補助終了後に家賃支払が困難になり、
結局、県営住宅等による⼿当てが必要になるのでは」といった課題を内包する制度とも言える。
○そこで、制度周知などの住宅登録促進策はこれまでどおり⾏っていくこととして、さらなる促進強
化策として補助実施（経済的⽀援メニューの追加）を⾏っていくべきか否か、（あるいは、補助で
はなく、「県営住宅」といった別の低額所得者施策に投資していくべきか等について、）ご意⾒を
伺いたい。
論点１

住宅登録の促進強化策として補助を実施していくべきか

＜例えば＞
ア 「低額所得者への経済的⽀援」という点では既存の制度（「県営住宅」「福祉施策」）がある
ので、これまでどおり制度周知等にとどめ、補助（促進強化策）までは実施しないこととして
は。
≪この場合の課題等≫ 「県営住宅」及び「福祉施策」がこれまでどおりあることが前提。
イ 新 SN 制度では低額所得者も補助対象にできるので、促進強化という目的に加え、低額所得者
向け経済的支援メニューの充実化という意味も込めて補助を実施してはどうか。
≪この場合の課題等≫ 「県営住宅」ほか既存経済的⽀援メニューとの役割分担。

論点２

補助以外の促進強化策としては、どのような施策が有効か

＜例えば＞
ア 「家主の賃貸リスク軽減」につながる賃貸トラブル解決施策が有効ではないか。そのため、居
住支援法人の指定・活動の促進に資する「居住⽀援を⾏う⼈材育成事業」を⾏ってはどうか。
（現在、指定法人は０件）
≪この場合の課題等≫ 居住⽀援事業の成⽴（事業の採算性＋継続性）。
イ 既存の「県あんしん賃貸住宅」に登録済の住宅（5,773 ⼾）を新 SN 制度の⽅に移⾏登録して
もらえば（新 SN 登録基準適合⼾数分の）登録増になるとともに、「制度の⼀本化」も図れる
ので、促進強化策として「移⾏はたらきかけ」や「移⾏⼿続円滑化⽀援」等を⾏ってはどう
か。
≪この場合の課題等≫ 「移⾏⼿続円滑化⽀援」を⾏う窓⼝職員増員等の課題あり。「県あんしん賃
貸住宅」は登録時に「⾯積」「耐震性」等を問わないため、移⾏できなか
った住宅の今後の取扱い等が課題。
仮に補助を実施する場合、政策効果が高い補助はどれか（市町村・福祉部局・居住支援
法人・居住支援協議会との連携施策とセット実施することも可能）
ア 住宅改修補助
＜例えば＞
・間取り変更やバリアフリー化等を進めれば、改修されたストックは、将来、⾼齢者等に貸し易
く（魅⼒に）なるのでインセンティブとして有効では。
・バリアフリー化や耐震化が進み、良質な住宅ストック形成のための投資という意義もあるので
有効性が高いのでは。
≪この場合の課題等≫ 本補助を受けると『要配慮者専⽤住宅として「10 年管理」しなければなら
ない』ため、家主の抵抗感が強いか。
論点３

イ 家賃低廉化補助
＜例えば＞
・住宅改修補助は、「10 年管理」の家主の抵抗感を払拭するのは困難と思われるため、促進強化
策としては、この家賃低廉化補助の方が有効では。
≪この場合の課題等≫ 補助終了後に家賃が払えなくなる要配慮者への対応。過去の家賃補助の経験
から、補助終了期近くになって⼀旦空き家になると新⼊居者が⾒つかり難く
なるという課題あり。（空き家状態が⻑く続くことが懸念される。）
家主の事務負担（毎年の⼊居者収⼊調査等）が⼤きい。
ウ 家賃債務保証料低廉化補助
＜例えば＞
・本補助は入居時１回限りなので、家賃低廉化補助のような家主の継続的な事務負担はなく、ま
た、補助額が少額である点を活かして補助を浅く広く⾏えば新 SN 制度の普及促進にもつなが
るので、促進強化策として有効では。
≪この場合の課題等≫ 補助額が最高６万円と少額なので単独で促進強化策となるか。

