
どんな事業？

　高齢者世帯、障害者世帯、外国人
世帯、子育て世帯の入居を受け入れ
る民間賃貸住宅の登録を行い、登録
された情報を提供することで、これ
らの方々の住まい探しをサポートす
るとともに、入居後の生活支援の情
報も併せて情報提供することで、住
まい探しから入居後まで支援する制
度です。

サポート対象

　高齢者世帯、障害者世帯、外
国人世帯、子育て世帯の方で
あって、民間賃貸住宅の家賃を
安定して支払うことができ、地
域社会の中で自立した日常生活
を営むことができる方（居住支
援を受けることによって自立す
ることが可能な方を含みます）。

借りたいのに「なかなか」借りられない…　をサポート !!

賃貸住宅をお探しの高齢者世帯、障害者世帯、
　　　　　　　外国人世帯、子育て世帯の皆さまへ

神奈川県
あんしん賃貸支援事業

あんしん賃貸住宅 /2011 年度版

《制度についてのお問い合わせ先》

　県土整備局建築住宅部住宅計画課 ☎ 045-210-6557
《あんしん賃貸住宅の物件情報のお問い合わせ先》

　（社）かながわ住まい・まちづくり協会 ☎ 045-664-6896



サポート対象者
住まい探しにお困りの高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯の方

あんしん賃貸住宅
高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯の方など、サポート対
象者の入居を受け入れることとして神奈川県に登録された賃貸住宅

■インターネット・ホームページで検索・閲覧シス
テムを公開しています。

http://www.machikyo.or.jp/kyojyushien/bukken/

■神奈川県が年６回発行してい
る「かながわ住まいの情報紙」
（右はＡ４サイズ８ページの
通常号表紙）で最新情報を掲
載。県の機関や市町村の役所、
有隣堂などで無料配布してい
ます。

先着順にて随時受け付け中。申し込み・
問い合わせ窓口は☎ 0120-100-107
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先着順にて随時受け付け中。申し込み・
問い合わせは☎ 045-451-7766

■公営住宅
事業主体 募集概要 担当窓口・問い合わせ先

相模原市
2012 年 4月上旬に入居可能な市営住宅への申し込みを、11月 25日（金）
まで行っています。詳細は、「募集のしおり（市役所、各区役所、各まちづ
くりセンター・出張所等で配布）」をご覧ください。

相模原市都市建設局
まちづくり計画部住宅課 

☎ 042-769-8256

平塚市
2012 年 3月 1日以降に入居可能な市営住宅（東中原住宅、龍城ヶ丘住宅な
ど６団地 20戸）への申し込みを、11月 9日（水）～ 11月 11 日（金）に
行います。詳細は、10月21日から配布されている募集案内をご覧ください。

平塚市営住宅サービスセンター
☎ 0463-74-4005

横須賀市 市営住宅の入居者募集を、11月15日（火）～12月1日（木）に行います。
詳細は、右記へお問い合わせください。

神奈川県土地建物保全協会
横須賀サービスセンター

☎ 046-823-1973

藤沢市 市営住宅の入居者募集を、2012 年 1月に行う予定です。詳細は、12月発
行の［広報ふじさわ］をご覧ください。

藤沢市まちづくり協会
☎ 0466-46-7788

■神奈川県住宅供給公社賃貸住宅／空家
　　　http://www.kanagawa-jk.or.jp/

地区・団地名
所在地

家賃
（円）

階数
構造

間取り 交通 備考

フロール山田町第 2
横浜市中区山田町 5-1,2

86,700
～ 159,200

14

ＲＣ
2K～
4DK

JR、横浜市営地下鉄・関
内駅～徒歩 11分

近接して富士見中、横浜総合高、
横浜掖済会病院など

下九沢
相模原市中央区下九沢 727ほか

39,900
～ 55,600

4・5

ＲＣ
2DK
3K

JR 相模線・南橋本駅～徒
歩 16分 近接して宮山坂公園、宮山公園

若葉台
横浜市旭区若葉台 3-2 ほか

74,400
～ 87,500

13・14

SRC
2LDK
3DK

JR 横浜線・十日市場駅～
バス 13分～徒歩 1分

近接して若葉台東小、赤枝病院、若葉台
公園など。この物件に限り、入居の申し
込み・問い合わせは、若葉台管理センター
☎ 0120-1531-85 へ

相武台
相模原市南区相武台 1-1 ほか

42,100
～ 44,800

5

ＲＣ
2DK 小田急線・相武台前駅～

バス 7分～徒歩 1分

近接して新磯野保育園、つくし
の幼稚園、緑台小、相武台まち
づくりセンター

　※上記団地への入居を12月9日までに申し込まれた方は、当初家賃が２カ月間無料になります。

■横浜市住宅供給公社賃貸住宅／空家
　　　http://www.yokohama-kousya.or.jp/

地区・団地名
所在地

家賃
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階数
構造

間取り 交通 備考

レイナ
横浜市神奈川区栄町 5-1

96,000
～ 157,000

12

SRC
1LDK
1LDK+α 横浜駅東口～徒歩 10分 近接してポートサイド公園、横

浜ベイクォーターなど

ファンテ
横浜市神奈川区栄町 8-1

122,000
～ 235,000

13

SRC
1LDK
2LDK 横浜駅東口～徒歩 11分 近接して神奈川公園、ポートサ

イド公園、幸ケ谷小など

シーブリーズ金沢
横浜市金沢区柴町 365-2

103,600
～ 115,800

5

ＲＣ
3DK 金沢シーサイドライン・海

の公園柴口駅～徒歩 8分
近接して海の公園、八景島、横
浜市大付属病院など

ヒルズ南戸塚
横浜市戸塚区戸塚町 2230-3

85,100
～ 103,800

5

ＰＣ
3LDK

JR、横浜市営地下鉄（ブ
ルーライン）・戸塚駅～バ
ス 12分～徒歩 5分

近接して下郷小、南戸塚中、西
横浜国際総合病院など

2011年 11月2011年 11月

《次ページ以降の収録物件》

あんしん賃貸

支 援 団 体

入居の円滑化及び居住の
安定確保を支援すること
として神奈川県に登録さ
れた団体

あんしん賃貸

協力不動産店

サポート対象者の入居
を支援することとして
神奈川県に登録された
不動産店

仲介・
貸借契約の締結 情報収集

住まい探し・契約・
入居後の生活等へ
の助言やサポート

神奈川県居住支援協議会　検索


