
＜賃貸住宅：2012年４月＞
独立行政法人住宅金融支援機構

サ－ビス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資のお知らせ

独立行政法人住宅金融支援機構では、サ－ビス付き高齢者向け賃貸住宅建設資金の借入れの申込みを受け付
けていますので、ご案内申し上げます。

１ ご利用いただける方
次の (1)から (6)までのすべてにあてはまることが必要です。

(1) 個人（日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方）または法人
(2) 借入れの返済に関し、十分な保証能力のある法人または個人（法人による申込みの場合でその法人の経営
者の方に限ります。）の連帯保証人をつけていただける方（サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資（一
般住宅型）の場合に限ります。）
なお、法人を連帯保証人とする場合、十分な保証能力のある法人の他、申込みの時点で機構が承認してい

る保証機関をご利用いただけます。
平成24年４月現在、機構が承認している保証機関は次のとおりです。
(一財)住宅改良開発公社（保証対象地域：沖縄県を除く46都道府県）
( 財 )首都圏不燃建築公社（保証対象地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県、
静岡県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県及び長野県）
※借入額に対して1.7％～3.2％を乗じた額の保証料が必要となります。

※ サ－ビス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資（施設共用型）を利用する場合は、連帯保証人は不要です。

(3) 建設される土地について所有権または借地権（地上権・賃借権）をお持ちの方（取得される予定の方を含
みます。）

(4) サ－ビス付き高齢者向け賃貸住宅を返済期間を通じて適切に経営し、確実な返済が見込まれる方
(5) 個人の申込みで、年齢が満65歳以上の場合は、後継者と連名により申込みできる方
(6) 法人の申込みの場合は、原則として、法人の代表者と連名により申込みできる方
（注）法人とその法人の代表者の方を連帯債務者とする場合、抵当権設定登記に当たり、取締役会の承認議事録等をご提出い

ただく場合があります。

２ 借入れの対象条件

融 資 種 別 サ－ビス付き高齢者向け賃貸 サ－ビス付き高齢者向け賃貸
住宅建設融資（一般住宅型） 住宅建設融資（施設共用型）

サービス付き高 借入れの対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅の全ての
齢者向け賃貸住 住戸について、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
宅の登録 下「高齢者住まい法」といいます。）第５条第１項の規定による「サービス付き

高齢者向け住宅の登録」を受けていただきます。
※資金の受取の手続時まで（中間資金をご希望の場合は、初回の中間資金の受取の手続時ま

で）に登録を完了し、登録したことが確認できる書類を機構にご提出いただくことが必要

となります。

※返済期間を通じて（完済いただくまでの間）、高齢者住まい法に基づく５年ごとの登録の

更新を受け、登録の更新を確認できる書類を機構にご提出いただくことが必要となります。

対 住宅の構造及び 各居住部分に台所、水洗便所、収納設 以下の要件をいずれも満たす住宅
設備 備、洗面設備及び浴室を備えた住宅 ・各居住部分に水洗便所及び洗面設備を

備えた住宅
象 ・共用部分に共同して利用するための適

切な台所、収納設備または浴室を備え
ることによって、各居住部分に台所、

条 収納設備または浴室を備えていない住
宅

※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける賃貸住宅（当該賃貸住宅で、借入れの対象とならない件
ものを含みます。）の場合で、台所、収納設備または浴室を備えていない居住部分が一室でもある

ときは、サ－ビス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資（施設共用型）となります。

保証人 必要 不要

１戸当たりの専 ２５㎡以上 １８㎡以上
※居間、食堂、台所その他の居住の用に供する有面積
部分が高齢者が共同して利用するため十分な

面積を有する場合は、18㎡以上となります。

※都道府県が定める高齢者居住安定計画により別途基準が定められている場合は、当該基準に定める

専有面積以上となります。



融 資 種 別 サ－ビス付き高齢者向け賃貸 サ－ビス付き高齢者向け賃貸
住宅建設融資（一般住宅型） 住宅建設融資（施設共用型）

賃貸住宅部分 ２００㎡以上
の延べ面積(注)

敷地面積 １６５㎡以上

戸数 制限なし

建物の形式 一戸建て以外（共同建て、重ね建て及び連続建て）
対 （建て方）

構造 耐火構造または準耐火構造（省令準耐火構造を含みます。）
象

機構の技術基準 接道、断熱構造（省エネルギー対策等級３以上）、配管設備、区画、床の遮音構
造及び空地の確保に関する基準があります。
（詳しくは、19の機構本支店窓口にお問い合わせください。）条

賃貸する住戸の 賃貸する住戸の契約関係は、建物賃貸借契約に限ります。
※利用権契約によるご契約の場合は、借入れの対象となりません。件 契約形態

借入れの対象 建物全体の延べ面積の３／４以上の場合賃貸住宅部分（注）の延べ面積が

→ 建物全体
建物全体の延べ面積の３／４未満の場合賃貸住宅部分（注）の延べ面積が

→ 賃貸住宅部分 のみ（注）

中間資金 分割で借入金の受取を希望される場合は、着工時（借入総額の約30％）、屋根工
事完了時（借入総額の約30％（累計約60％））及び竣工時（借入総額の約30％
（累計約90％））に中間資金の受取が可能です。
※原則として、着工時と屋根工事完了時の中間資金の額は、機構の算定した土地評価額が上限

となります。

(注) 賃貸住宅部分とは、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の対象となる住宅の専有部分及び共用部分をいいます。面積の求

め方については19の機構本支店窓口にお問い合わせください。

３ 抵当権
借入れの対象となる建物と敷地に機構のための第１順位の抵当権を設定させていただきます。
※ 敷地の権利が定期借地権等の賃借権の場合、登記された賃借権に機構のための第１順位の質権を設定させていただきま

す。

※ 抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）はお客さまのご負担となります。

４ 火災保険
借入れの対象となる建物に特約火災保険または機構が定める要件を満たす火災保険もしくは火災共済を付保

していただきます。また、保険金請求権または共済金請求権には、機構を第１順位とする質権を設定させてい
ただきます。
※ 火災保険料はお客さまのご負担となります。

５ 借入額
最高で対象事業費の100％（10万円単位）が借入れの対象です。
ただし、収支計画などを審査した結果、借入額が希望どおりの金額とならない場合があります。
対象事業費は次の費用です。

対象事業費 建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費等の本体工事費及び屋外附帯設備
工事費、既存建物の除却工事費、開発工事費、設計費、工事監理費、敷地測量費、
土地取得費 等

対象外事業費 サ－ビス事業に係る設備関係費用、入居者募集・広告費用、仲介手数料、移転され
る自宅の再建築費用、既存抵当権抹消に係る残債務（土地取得費に係るものを除き
ます。） 等

※ 建築工事費確認のため、工事請負契約締結後、契約書の写しを、また、竣工精算時には工事費精算報告として労働保険

(確定)申告書の写し及び領収書の写しをご提出いただきます。

※ 国、地方公共団体等から住宅の建設費に対する補助金等を受ける場合は、借入額が減額となる場合があります。



６ 借入金利
・借入金利は、受付期間ごとに決定し、各受付期間終了後約２か月後に金利決定通知書または融資予約通知
書でお知らせします。

・金利タイプは、３５年固定金利と１５年固定金利の２種類です。
・１５年固定金利を選択した場合、１５年経過後の適用利率は、契約締結日から１５年を経過した時点で見
直されます。見直し後は、残返済期間のすべての期間を固定金利とし、見直し時点における機構賃貸融資
の金利タイプのうち、固定金利の期間が残返済期間以上でかつ最も短い金利タイプの利率を適用します。

・サ－ビス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資（施設共用型）をご利用の場合は、サ－ビス付き高齢者向け賃
貸住宅建設融資（一般住宅型）の借入金利に１％程度（平成24年４月現在）上乗せした借入金利となりま
す。

・繰上返済制限制度をご利用の場合は各金利タイプの借入金利から0.2％程度（平成24年４月現在）低くなり
ます。

・３５年固定金利と１５年固定金利を組み合わせて利用することもできます。
・借入金利は、機構ホ－ムペ－ジ(http://www.jhf.go.jp/)または19の機構本支店窓口でご確認いただけま
す。

７ 返済期間
３５年以内（１年単位）

８ 返済方法
元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
※ 返済額の目安は、機構ホ－ムペ－ジ(http://www.jhf.go.jp/)または19の機構本支店窓口でご確認いただけます。

９ 申込受付期間
申込みは、着工時期に応じた受付期間内に限ります。受付期間につきましては機構ホ－ムペ－ジ（http://w

ww.jhf.go.jp/)または19の機構本支店窓口でご確認ください。
なお、受付期間外でも、借入れの要件の確認や、申込人・事業運営者等の財務状況や事業運営実績の確認等

を行う事前相談を行っていますので、19の機構本支店窓口にお問い合わせください。

10 申込方法
19の機構本支店窓口にお申し込みください。お
申込みにあたって必要となる書類は、19の機構本支店窓口に請求してください。

11 申込必要書類
19の機構本支店窓口にお問い合わせください。

12 物件検査
機構融資を利用して建設する賃貸住宅が、機構の定める技術基準に適合していることについて、適合証明検

査機関による設計検査及び竣工現場検査を受けていただきます。
物件検査手数料は、お客さまのご負担となります（物件検査手数料は、適合証明検査機関によって異なりま

す。）。

13 融資手数料
不要です。

14 返済方法変更手数料
１回の変更ごとに5,250円お支払いいただきます。35年固定金利と15年固定金利を組み合わせてご利用の場

合、返済条件の変更を希望される借入金利タイプごとに手数料をお支払いいただきます。

15 繰上返済手数料
借入額の全額を繰上返済される場合、手数料は必要ありません。
借入額の一部を繰上返済される場合、手数料は繰上返済の内容により異なります。
・繰上返済後の返済期間を短縮するのみの場合：3,150円
・上記以外：5,250円
35年固定金利と15年固定金利を組み合わせてご利用の場合、繰上返済をされる借入金利タイプごとに手数料

をお支払いいただきます。

16 繰上返済制限制度
繰上返済制限制度を選択される場合、契約締結日から10年を経過する日までの間に、本債務の全部または一

部を繰上返済する場合には、利息及び手数料の他に、「繰上返済する金額×５％」を繰上返済違約金として機
構にお支払いいただきます。

17 ご注意
(1) 申込みの条件を満たしている場合でも、審査の結果、融資をお断りすること、借入額についてご希望の額
から減額すること、または連帯債務者の追加などをお願いすることがあります。



(2) 申込みにあたり、申込人本人、連帯債務者及び連帯保証人の個人信用情報が機構の加盟する個人信用情報
機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に登録されている場合は、その個人信用情報を機構における審
査に利用します。また、借入れの内容を同機関に登録します。

（3）反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日、反社会的勢力であることが
判明した場合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。

18 借入れ手続の流れ

①事前相談・借入れの申込み
・事前相談では、要件適合の確認や、申込人・事業運営者等の財務状況、事業運営実績の確認等を行い
ます。

・申込みは、着工時期に応じた受付期間内に受け付けます。
※事前相談・申込みとも、19の機構本支店窓口において行います。

②融資審査
・借入れの可否や借入可能額について審査を行います。
※審査の結果、借入れをお断りすること、借入額についてご希望の額から減額することまたは連帯債
務者の追加などをお願いすることがあります。

③融資予約
・借入額を決定し、申込人の方にお知らせします。

④設計検査
・適合証明検査機関による設計検査を受けていただきます。

⑤中間資金の受取
・着工時（借入総額の約30％）、屋根工事完了時（借入総額の約30％（累計約60％））及び竣工時（借
入総額の約30％（累計約90％））に中間資金の受取が可能です（原則として、着工時と屋根工事完了
時の中間資金の額は、機構の算定した土地評価額が上限となります。）。
※中間資金を受け取る場合は、融資基本約定書の提出や抵当権設定手続を行っていただきます。
（抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）は申込人の方のご負担となります。）
※資金を受け取る前に、着工または工事出来高に関する報告等を行っていただきます。
※サービス付き高齢者向け住宅の登録が完了したことが確認できる書類をご提出いただきます。

⑥竣工現場検査・工事費精算報告
・適合証明検査機関による現場検査を受けていただきます。
・工事請負契約書（写）及び労働保険確定保険料申告書（写）により、工事費の確認を行います。
※資金を一括して受け取る場合、工事費精算報告と併せてサービス付き高齢者住宅の登録が完了した
ことがわかる書類をご提出いただきます。

⑦借入額の総額の決定
・工事費の確認等の後、借入額の総額を決定し、申込人の方に通知します。

⑧金銭消費貸借抵当権設定契約の締結等
・金銭消費貸借抵当権設定契約を締結し、抵当権設定登記を行います。
※中間資金を受け取った場合、中間資金の受取時に設定した抵当権はいったん解除し、改めて抵当権
設定登記を行います（これに伴い、改めて登録免許税や抵当権設定費用の負担が申込人の方に発生
します。）。

⑨最終回資金の受取
※借入金の使途確認のため、資金の受取後、工事費支払等に係る領収書をご提出いただく場合があり
ます。

お問合せ先・申込関係書類の請求先（機構本支店窓口）19
申込みの前に、事前にご相談ください。
詳しくは、次のお問い合わせ先にご確認ください。 〔平成24年４月〕

物件所在地 お問い合わせ先 電話番号
北海道 北海道支店営業推進グループ 011-261-8305
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 東北支店まちづくり推進グループ 022-227-5036
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県 本店まちづくり推進部 03-5800-8468
静岡県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県 賃貸営業推進グループ
岐阜県、愛知県、三重県 東海支店まちづくり推進グループ 052-263-2905
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
富山県、石川県、福井県、徳島県、香川県、愛媛県 近畿支店まちづくり推進グループ 06-6281-9266
高知県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 中国支店営業推進グループ 082-221-8653
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県 九州支店営業推進グループ 092-722-5014
鹿児島県


