
スマートウェルネス住宅等推進事業室

補助金の申請について
セーフティネット住宅改修事業（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業）

人生１００年時代を支える住まい環境整備モデル事業

1

わたしたちが
案内します！

資料２－３



「セーフティネット住宅」への改修促進
 セーフティネット住宅は、国が定める居住水準と安全安心
が求められるため、一定の性能を満たす必要があります。

経年劣化
が激しい

防火対策
してない

床面積が
小さい

耐震性が
ない

分からないことはお気軽にご相談ください！
たとえば「検査済証がない」というような場合も、
できるだけご相談に応じております。

 しかし、ご安心を！そのための改修工事が補助対象に
なっています。（例：耐震改修、防火対策工事等）

 セーフティネット住宅を提供いただくため、本事業を
ぜひご活用ください。

さまざまな課題に対応
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耐震性がないから
ダメというわけじゃ

ないのね！

日本は地震と火事に
弱いから補強工事を
支援しているんだよ



「セーフティネット住宅」のすゝめ
■建物改修でこんなお悩みはありませんか

もし火事になったら
どうしよう

どんな間取り
にしよう

雨漏りが心配

地震で倒れたり
しないかな

■まずは建物の課題を洗い出し
・耐震、防火、経年劣化等を調査する費用も補助対象となり
ます。改修のことでお悩みがある場合は調査設計から補助を
申請するのがおすすめです。
・建築の専門家に建物の状態を見てもらい、どんな改修工事
が必要かを調べてもらえば、大切な財産や居住者の命を守る
ことにつながります。 3

心配事が多くて
悩んじゃうわ

そういうとき
専門家にじっく
り相談できると
いいよね



「居住支援法人」をご存じですか
■大家さんのお悩み

■そんなときの相談先として

困っている人を助
けたいが、トラブ
ルになると困る
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もし家賃が払われ
なかったら・・・

孤独死やご近所
からのクレーム
も心配だ・・・

・居住支援法人とは、住宅確保要配慮者に対して、家賃
債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提
供・相談、見守りなどの生活支援などを実施する法人と
して都道府県が指定するものです。

・セーフティネット住宅への登録を考えている大家さん
には、さまざまな不安があります。

国土交通省 住宅確保要配慮者居住支援法人
について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/juta
kukentiku_house_fr7_000026.html

※居住支援法人はそれぞれ活動地域
が定められているため、国土交通省
のホームページにある「居住支援法
人一覧」で所在地の状況をお確かめ
ください。



居住支援法人
入居サポート

大家さんと居住支援法人は制度の両輪
■大家さんと居住支援法人の連携がカギ
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・賃貸住宅を供給する大家さんと部屋探しで困って
いる要配慮者の方をサポートする居住支援法人は、
いわば車の両輪。
・両者が連携し、助け合うことによって住宅セーフ
ティネット制度は進んでいきます。

大家さん
セーフティネット
住宅の供給

住宅確保要配慮者
住まいの安定

＜居住支援法人の事例＞
NPO法人やどかりサポート鹿児島



補助金申請のイメージ
国や地方自治体の補助金
には、民間金融機関の融
資とは異なるメリットが
ある一方、申請手続きに
は壁を感じる人が多い

今度、仕事で補助金の申
請を任されたんだけど

制度も複雑で分かりにく
い

そうそう
手間が掛かるし

補助金の申請って大変だ
よ！

やっぱり・・・

審査も厳しい

書類も多い
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補助金の申請って
大変そうね

最初はみんな
そう思うんだ
よね・・・



補助金申請について知っておきたいこと

・補助金の申請手続きは一見複雑で難しそうに見える
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セーフティネット住宅改修事業
の申請手続きについては、後で

詳しく説明するよ

補助金の申請は手続
きの流れがポイント

なのね

・しかし実は、国や地方の補助金は申請手続きの流れ
が基本的に同じ

■補助金申請のヒミツ

・補助金の申請は最初は高いハードルに思えるが、
仕組みは意外とシンプル

◎申請を一度やり遂げれば、他の補助金にも応用が
利くようになるので、ぜひチャレンジしてください！



事務局の２つの側面

①審査・検査
・交付申請書の審査
・完了実績報告の審査
・現地検査
・定期報告審査 等

②サポート
・質問への回答
・分かりにくい用語や
書類の不明点の説明

・問題点の整理
・相談対応 等

・事務局は決してあら探しばかりし
ているわけではない
・申請者からの相談に日々応え、申
請手続きをサポートしている
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事務局はダメ出し
ばかりしてるわけ
じゃないのね

サポートも大
事な役割なん

だよ



事務局のサポート
申請相談会

・補助金申請手続きを解説し
たマンガや動画の提供
・具体事例などを入れた補助
事業のチラシの配布

その他の取り組み

・補助金を初めて申請する場合、
分からないことが多い
・そういう人でも申請手続きを
完遂できるよう、きめの細かい
サポートを実施
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事務局ってこんなこ
ともやっているのね

オンライン相談会
は全国から申し込み

があるよ

・希望者には個別の相談会を
開いて、申請の問題点を整理
・今年度からZOOMを使った
オンライン相談会も開催
・相談者からも「参加してよ
かった」と好評！

オンライン相談会の様子

対面の相談会

申請手続きをマンガで解説



多種多様な申請者
【補助事業の申請者の例】 ・さまざまな事業者が応募

・大手企業だけでなく、小さな
法人や個人も交付決定を受け、
補助事業を実施

・
Ｎ
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法
人

・
社
会
福
祉
法
人

・
個
人
の
大
家
さ
ん

・
ベ
ン
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ャ
ー
企
業

・
地
方
公
共
団
体

・
不
動
産
会
社

・
建
設
会
社

・
Ｕ
Ｒ
、
公
社

・
医
療
法
人

等

10

会社の大きさは関係な
いからね！大事なのは
チャレンジだよ

いろんな法人が補助金
を受けて事業を実施し

ているのね



モデル事業等で建てられた住宅・施設利用者の声

私と妻は聴覚障害があり、以前は
市営住宅に住んでいました。市営
住宅には同じ境遇の人がおらず、
近所づきあいもなかったので、聴
覚障害者に対応したこの住宅がで
きると知ってから、楽しみに待っ
ていました。ここへ入居してから、
本当に安心で、楽しいし、楽なん
です。（入居者 ８０代 男性）

ここでは毎朝玄関の鍵を開けるの
は、スタッフでなく、私の仕事で
す。朝起きて、玄関の鍵を開けた
ら、周りの花や野菜に水やりして、
ご飯を食べ終わると、お茶碗を
洗って…。ここは暮らしやすいか
ら、ずっと住んでいたい。みんな
と一緒にいたいです。（入居者
９０代 女性）

ここは施設と違って自由が利くので、気に入っています。
最初に相談サービスの担当になった方がじっくり話を聞い
てくれて、信頼関係が生まれました。お墓を探していたと
きも、墓地まで付き添ってくれました。“終活”も終わりま
したし、私はここが終の棲家と思っています。（入居者
８０代 女性）

※下記ホームページには調査報告の事例がたくさん掲載されて
います。ご参照ください。
http://model-sw.jp/case/

【聴覚障害者対応サービス付き高齢者向け住宅】

【グループリビング】

【高齢者向け賃貸住宅】
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みなさん
生き生き
している
わね

喜んでいる人
の笑顔を見る
と、励みに
なるよ！



主役はあくまでも申請者
・担当者は申請書を作成したり、必要書類を集めたり、板挟みにあったりと何かと大変

来年度は
モデル事業が始まってから１３年目、

セーフティネット住宅改修事業が始まって５年目、
その英知を未来へつなぐバトンは
皆さんに託されています！
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・困ったときは一人で悩まず、周りの人や事務局へ相談を



スマートウェルネス住宅等推進事業室

セーフティネット住宅改修事業
（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業）

補助金申請の流れについて
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改修工事のみを補助申請する場合 調査設計計画(インスペクションを含む)と
改修工事を補助申請する場合

申請の流れについて
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申請に係る主な注意点

★事前審査
補助金交付事務の合理化の観点から、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての登録が完了する前に、事前審査

を受け付けます※ 。事前審査とは、交付申請より前に登録要件以外の補助要件に係る審査を行っています。

※補助申請に係る事前審査の受付は、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録申請後に行います。
※過去３カ年度内に国土交通省住宅局所管補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還
を求められたことがある者等（団体を含む）は、本補助金への申請が原則として制限されます。

★登録
補助事業の交付申請の前に、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録窓口に登録申請を行ってください。

※登録窓口については、セーフティネット住宅情報提供システムよりご確認ください。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の募集期間内に、事務局あてに交付申請書類を提出してください。

※金融機関の融資を受ける事業である場合には、融資の内諾を得た上で、交付申請書を提出ください｡
※また、金融機関あてに「融資の内諾を得たものであること」以外の補助要件に適合していることが確認された
ことを示す補助要件適合確認済証が必要な場合には、余裕をもってご相談ください。

①交付申請書の提出
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申請に係る主な注意点

交付申請のあった事業は、事務局の審査の結果、補助の要件を満たすと判断されるものについて、事務局
が補助事業として交付決定し、応募・交付申請者に通知します。
交付決定通知書の受領後１ヶ月以内に今後の事業スケジュールを事務局に報告してください。

②交付決定通知の発出

補助事業の着手は、交付決定通知日以後可能となります。当該通知日よりも前に着手した事業については、
補助対象となりませんので注意してください。

◎改修工事の着手の時期については、工事の着工をもって判断しますので、交付決定通知日以降に、建設
予定地で工事着工前後の写真を、提出してください。

◎調査設計計画費用（改修に限る）の着手の時期については、設計の契約行為をもって判断しますので、
補助事業に係る契約は、交付決定通知書の日付以降に締結してください。

◎交付決定後、事業に着手した場合には、速やかに着手したことの証明（写真、契約書）を事務局に提出
してください。（年度内に事業着手に至らない場合は、交付決定が無効になります。）

③事業着手
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交付申請者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく「完了実績報告書」を事務局に提出してください。

◎完了実績報告書の提出に先立ち、必ず補助事業完了の２か月前には事務局に事前相談を行ってください

④完了実績報告の提出

事務局は、「完了実績報告書」を受理した後、交付申請の内容に沿って補助事業が実施されたか書類の審
査を行うとともに、必要に応じ工事の実施状況等を確認するための補助対象となった住宅等の現地検査、事
業所への現地検査等を行うこととしています。
検査等の結果、適正に事業が完了していることが確認できた場合は、補助金を交付します。

⑤補助金額の確定・支払い

申請に係る主な注意点

各手続きの処理時期

完了実績の事前相談 原則毎月報告書の提出前、事業完了の2ヶ月前には必ず事前相談を開始してください。

完了実績報告の提出 原則毎月工事が完了次第、遅滞なく事務局に提出してください。

補助金の交付 補助金の額の確定の翌月末頃（平成30年7月以降）
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★補助完了後の手続き（定期報告）

入居者の報告

申 請 者

補助を受けた専用住宅は、10 年
以上登録された状態が継続される
必要があります。これに反して早
期に登録･運営が中止された場合
には、補助金返還などの対象とな
ります。

補助事務事業者
（スマートウェルネス住宅等推進事業室）

年に１回程度
定期報告調査票を発送

利用状況・管理状況等
の確認

申請に係る主な注意点
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お問い合わせ

スマートウェルネス住宅等推進事業室
メールアドレス：snj@swrc.co.jp
電話：03-6265-4905
FAX：03-6268-9029
【受付時間（土日・祝日を除く）】
AM 10：00～12：00
PM 13：00～17：00

住まい環境整備モデル事業評価事務局
メールアドレス：info@100nen-sw.jp
FAX：03-3478-1086
(TEL：03-5843-0380)
【受付時間（土日・祝日除く）】
AM 10:00～12:30
PM 13:30～17:00

人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

セーフティネット住宅改修事業
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

http://100nen-sw.jp/

http://snj-sw.jp/
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