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本事業は、改修工事前に賃貸物件でなかった建物も、改修工事後に要件を満たした賃貸住宅として頂ければ
改修工事費の補助を受けることができます。 
 (例)  ・事務所からのコンバージョン 
      ・自宅を賃貸として貸し出す場合 

１．事業の対象となる住宅 

以下の①②のすべての要件に該当することが必要です。 
 

① 本事業の補助を受けて行う改修工事後に、賃貸借契約を締結して居住用として賃貸する住宅であること。 
 （戸建て、共同住宅の別は問わない） 
 

② 応募・交付申請時点で空き家等であり、下記の条件を満たしている（改修工事で満たす）こと。 
 

 ・【面積】対象住戸の床面積が25㎡以上（改修工事後に25㎡以上となる場合を含む）であること。 
【シェアハウスなどの共同住宅の場合は例外規定があります】 

 

 ・【設備】対象住戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの（改修工事後を含む）である 
こと。  
【シェアハウスなどの共同住宅の場合は例外規定があります】 

 

 ・【耐震性】対象住戸がある住宅（住棟）が昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。 
  ただし、それ以前に着工したものであっても、耐震診断又は耐震改修工事を実施し地震に対する安全性が確認

されている場合については対象となります。 
 

 ・【バリアフリー性】対象住戸が次の(1)～(3)のいずれかの対応（改修工事後を含む）がされていること。 
 
  (1)以下の二か所以上の部位において手すりを設置 
     ○便所  ○浴室  ○洗面所又は脱衣所  ○居室  ○玄関、廊下又は階段（住戸内） 
  (2)屋内の段差解消 
  (3)車いすで通行可能な廊下幅の確保 

１．住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の概要 

補助の要件 

＜入居対象者＞ 
 ・収入分位25%以下*の高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯であって、

現に住宅に困窮している（狭小な住宅に居住等）世帯 
 
 

＜住宅要件＞ 
 ・住戸の床面積は原則として25㎡以上 
 ・住宅設備を有すること（台所､水洗便所､収納設備､洗面設備､浴室） 
 ・現行の耐震基準に適合していること 
 ・一定のバリアフリー化がなされていること 
 
＜家賃＞ 
 ・公営住宅の家賃に準じたもの 

*居住支援協議会等が認める場合には、地方公共団体が条例で定める高齢者、
障害者、子育て世帯向けの公営住宅の入居収入基準以下にできる 

〈各地域における整備量の設定〉 
・住宅確保要配慮者のニーズを把握し、必要な住宅供給量を設定。 
 

〈住宅情報の登録〉 
・事業の実施意向のある住宅オーナー等の募集を行い、住宅情報
の登録を実施。 

 
〈住宅情報の提供〉 
・入居対象者に対する登録住宅の情報提供を実施。 
 

〈入居状況の確認〉 
・毎年度、居住支援協議会等において、入居状況を確認。 

〉〈各地域における整備量の設定〉〈各地域における整備量 設定〉

居住支援協議会等との連携 

○住宅に困窮している低所得の高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会等 
 との連携や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空 
 き家等のリフォームやコンバージョンに対して支援する。 

対象工事 

 ・バリアフリー改修工事 
 ・耐震改修工事 
 ・共同居住のための改修工事 
 ・入居対象者の居住の安定確保を図るため居住支援協議会等が必要と 
  認める改修工事 
  （例：設備の改善・更新、断熱改修、防音性・遮音性の強化 等） 
 ・キッズルーム整備のための改修工事 

補助率・補助限度額 

○補助率：1/3          ○事業主体：民間事業者等 
 

○補助限度額： 
〈住戸〉50万円/戸（共同居住用住居に用途変更する場合、100万円/戸） 
〈キッズルーム〉100万円/施設と住戸部分に係る補助額のいずれか少ない額 
 
 

住宅確保要配慮者
向け住宅の整備

住宅に困窮している
住宅確保要配慮者

居住支援
協議会等

ニーズの把握・
住宅情報の提供

住宅情報の登録

入居の適確な推進

既存ストック改修への支援

入居要請・入居
状況確認

スキーム図 

※ 下線部分は平成２８年度予算の拡充内容 
 

平成28年度予算額：25億円
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１．子育て支援施設整備のための改修工事 （平成２8年度より拡充） 

○対象住戸の整備に合わせて、空き家等を子育て支援施設（認可保育所※を除く）へ 
 整備する際、その費用の一部を支援します！ 

※認可保育所とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第35条第４項に基づく認可を受けた保育所をいう。   

【補  助  率】 
  補助対象費用の１／３ 
【補  助  額】 
  100万円/施設を補助限度とし、住戸部分に係る補助額を超えない額 
 
ひとり親家庭を含めた子育て世帯の居住の安定の確保とともに、親の就労の円滑化に向け、子育て支
援施設の整備を推進します！ 

 

【補助対象費用】 
  対象住戸 及び 建物内の共用部分に係る改修工事 
 
【補  助  率】 
  補助対象費用の１／３  
【補助限度額】 
 ① 現在空き家の賃貸住宅を対象住戸とした場合 ５０万円 × 対象住戸数   
   
 
 
 
 
 ② 事務所や自宅などを賃貸住宅に用途変更する場合 １００万円 × 対象住戸数  

【 例 】  1戸の賃貸住宅を申請し、住戸に手すり、共用部の断熱塗装、その他の補助対象外工事をした場合 
      ＜補助金額の算定例＞ 
        対象戸数1戸、手すり設置工事2万円＋断熱塗装工事費用198万円＋補助対象外工事50万円 
        （補助対象費200万円＋補助対象外工事50万円） 
        → 200万円×1/3＝66万円 ＞ 50万円×1戸＝50万円（補助限度額） 

        → 補助申請額：50万円   

【 例 】  150㎡の事務所を3戸の賃貸住宅にする場合 
      ＜補助金額の算定例＞ 
        用途変更戸数3戸、改修工事費用1500万円（補助対象費1200万円＋補助対象外工事300万円） 
        （空家部分のバリアフリー改修費用＋居住支援協議会が必要と認める改修費用）の場合 
        → 1200万円×1/3＝400万円 ＞ 100万円×3戸＝300万円（補助限度額）  

        → 補助申請額：300万円   

１．補助対象費用及び補助率・補助限度額 

 ・間仕切り壁の遮音性、防音性の向上のための改修工事
 ・住宅設備（キッチン回り、ユニットバス・トイレのウォシュレット設置など）の改修工事
 ・間取りの変更（和室から洋室への変更等）工事

以下の工事も補助対象となりますので、ご検討ください！ 

・防犯カメラの設置工事
・二重ロックやオートロックへのカギの取替え工事
・段差解消のためのスロープ設置工事         等
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 補助事業者は、下図の赤囲み部分において、所定の手続を行う必要があります。 

補助事業者 支援室 居住支援協議会等

補助事業の審査

交付決定通知
の発出

事 業 着 手

完了実績報告の審査

補助金額の
確定・支払い補助金の受領

改修工事の
請負契約

事 業 完 了

住戸情報の

確認・公開

補助事業完了後 10年間

(随時・定期)

内容の確認・審査

住戸情報の
確認・公開

応募・交付申請の提出

完了実績報告の
提出

住宅情報の登録

入居状況報告

(随時)

内容の確認・審査

住戸情報の
確認・公開

登録情報の変更

２．申請の流れについて 

※

※ 補助を受けた住戸
については、補助事
業完了後10年間、あ
んしん居住推進事業
の住戸として管理して
いただく必要がありま
す。 

１．子育て支援施設整備のための改修工事 （平成２8年度より拡充） 

★児童用トイレの整備★

★児童用の手洗い設備の整備★

★キッズルームの整備★
（参考例） 
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４．本事業の５つのポイント① 

補助の要件について 

その１  特定の入居対象者しか入れないと聞きましたが・・・ 

その2 既に国の補助金を使った物件の申請は可能でしょうか・・・ 

その3 パソコンによる登録・更新作業が大変そう・・・ 

賃貸住宅入居者の
約半数が対象者で
す！ 

○ 賃貸住宅にお住いの４４％    は、本事業の入居対象者になります。 
○ 改修後3年目以降は、入居対象者以外の方も入居  可能です。 
 
 

申請可能です！ 
○ 従前の住宅セーフティネット整備事業などの補助事業を使った場合
でも、補助対象になります。  

○ 地方公共団体が実施している耐震改修等の補助制度との併用も可能
です。 

登録・更新作業は
簡単です！ 

○ 登録・更新作業は20分程度で終わる簡単なものです。 
○ 入力にあたりお困りの際は、                 
お気軽に支援室（03-6214-5806）までご相談ください。 

○ 登録・更新していただいた情報は、無料であんしん住宅の専用サイ
トに一般公開しますので、入居促進につながることが期待されます。 

※１

※２

※1：60歳未満の単身世帯、公営住宅は除く（国土交通省調査による） 
※2：居住支援協議会が認め、２年以内の定期建物賃貸借による契約に限ります。 

○平成２７年度事業から運用が開始された住宅確保要配慮
者向けの「あんしん住宅専用の不動産情報サイト」です。 

 パソコン・スマートフォン等の情報端末でも検索・閲覧
することができます。 

 
 

【 あんしん住宅提供システムの特徴 】 
① このシステムを通じて、登録した「物件の問い合わせ

先」に入居希望者、行政機関、ＮＰＯ団体、居住支援協
議会、不動産会社などから入居希望の連絡が入る仕組み
です。 

 → オーナー様の「空き家リスク軽減」に貢献します。 

 

② 工事完了後から10年間、補助事業者の皆様に行って
いただく年１回の入居状況報告が、パソコンで簡単に行
うことができます。 

  （入居者に変更がなければ、クリック数回で手続き完了） 
 

③ 入居状況報告の報告者を建物を管理する不動産管理会
社等に変更することも可能です。 

 ※ 新規で入居者が確定した場合や入居者が変更となった場合は、
登録内容変更と、別途「入居者属性を証明する書類」の提出が
必要になります。 

３．あんしん住宅情報提供システム 
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５．参考事例１ 断熱性・気密性向上 

（改修工事の概要） 
 バリアフリー改修工事（手すり）、居住支援協議会が認める改修工事（断熱性・気密性の向上）を実施した。 

 
全体工事金額  
 住戸内改修工事（手摺工事）       ￥82,100- 
 屋上防水工事（太陽熱高反射防水工事）￥1,454,503- 
 その他工事・現場経費など       ￥293,397- 
 
全体工事費計        ￥1,830,000‐ 
  

補助申請（補助対象工事） 
① バリアフリー改修工事 
 ・手すり設置工事        ￥82,100- 
②居住支援協議会が認める改修工事 
 ・太陽熱高反射防水工事  ￥1,454,503- 
その他 現場経費など       ￥275,697- 
 

補助対象額      ￥1,812,300‐ 
補 助 額       ￥604,000‐（補助率1/3） 

（バリアフリー改修工事） 
 事業要件としての手摺り 
 設置工事 

【外観写真】 

【間取り図】 

内観写真（改修後） （改修後） （改修前） 

あんしん交付申請 
■申請戸数 
  ・２戸 
■ 工事内容 
  ① バリアフリー改修工事 
  ・手すり設置工事 
  ② 居住支援協議会が認める改修工事 
  ・屋上防水工事 
■ 月額利用料 
 ・家賃･･･38,000～42,000円 
 ・共益費･･･1,000円 

物件概要 
■ 所在地 
  石川県小松市 
■ 戸数（全体） 
  ４戸 
■ 新築着工年 
  H2年 
■ 延べ床面積 
  195.66m² 

① 手すりを設置する工事（バリアフリー工事） ②断熱性が向上する工法を採用した工事（断熱性・気密性の向上） 

補助額について 補助額について補助額について

その4 改修工事の補助対象範囲が狭いのでは・・・ 

その5 １戸あたり50万円の補助金ではメリットが小さいのでは・・・ 

補助額が増える場
合があります!! 

○小規模な改修工事においても、上記のように、水回りなどの
設備を改修する工事も補助対象となりますので、補助額が増
える場合があります。 

 
 

住戸内の設備改
修工事や共用部
工事も対象で
す！ 

○ 従前の事業では、専用部分の改修は手すりの設置などに限定
していましたが、本事業では水回りなどの設備を改修する工
事も補助対象となりました。 

 【平成27年度に多く申請された工事例】  
  住宅の間取りの変更に係る改修工事 
     住宅設備（キッチン回り、トイレ（和式から洋式への変更等）・ユニットバスなど) 
   の改修工事 
 

○ さらに、共用部分の工事も補助対象になります。 
   【平成27年度に多く申請された工事例】 
    断熱性・気密性を向上させる外壁・窓の改修工事（付帯工事を含む）、 
   防犯カメラの設置工事、  住宅に接続するスロープの設置工事  等 

４．本事業の５つのポイント➁ 

例）              全体の工事費  うち補助対象工事費   補  助 額
   従前の事業    
あんしん居住推進事業 

２００万円  →   １００万円    →  ３３万円
２００万円  →   １５０万円    →  ５０万円
               （対象範囲拡大）
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５．参考事例３ トランクルームからの用途変更 

（改修工事の概要） 
 トランクルームを賃貸住宅に用途変更（コンバージョン）する改修工事を実施、その中で事業要件に適合する住宅 
  （手すりや住宅設備等）を整備した。 

 

全体工事金額  
   用途変更工事（コンバージョン）￥3,470,000- 
   手すり設置工事                     ￥30,000- 
    諸経費など           ￥100,000- 
 
 
 全体工事費計             ￥3,600,000‐ 

補助申請（補助対象工事） 
 
①用途変更工事（コンバージョン）￥3,312,900- 
②手すり設置工事               ￥30,000- 
諸経費など               ￥95,512- 
 

    補助対象額             ￥3,438,412‐  
    補 助 額             ￥1,000,000‐（上限額100万円/戸）※ 
  ※ 用途変更（コンバージョン）の補助上限額は100万円/戸 

【外観写真】 

内観写真（改修後） （改修後） （改修前） 

あんしん交付申請 
■申請戸数 
 ・1戸 
■ 工事内容 
 ①用途変更（コンバージョン） 
  の改修工事 
 ②バリアフリー改修工事 
■ 月額利用料 
 ・家賃･･･56,000円 
 ・共益費･･･3,000円 
 

物件概要 
■ 所在地 
  茨城県竜ケ崎市 
■ 戸数（全体） 
  18戸 
■ 新築着工年 
  S63年 
■ 延べ床面積 
  1445.67m² 

【間取り図】 

トランクルームを事業
要件に適合する賃貸住
宅に用途変更 

①トランクルーム から住宅に改修する工事（コンバージョン） ②補助要件に適合する賃貸住宅に改修（手すり設置など） 

（バリアフリー改修工事） 
 事業要件としての手摺り 
 設置工事 

５．参考事例２ 事務所からの用途変更 

（改修工事の概要） 
 事務所を賃貸住宅に用途変更（コンバージョン）する改修工事を実施、 
 その中で事業要件に適合する住宅（手すりや住宅設備等）を整備した。 

 

全体工事金額  
   用途変更工事（コンバージョン）￥1,427,984- 
   手すり設置工事                     ￥25,720- 
    （諸経費込）          
 
 
 全体工事費計             ￥1,453,704‐ 

補助申請（補助対象工事） 
 
①用途変更工事（コンバージョン）￥1,427,984- 
②手すり設置工事               ￥25,720- 
  （諸経費込）                
 

    補助対象額              ￥1,453,704‐  
    補 助 額                 ￥484,000‐（補助率1/3）※ 
  ※ 用途変更（コンバージョン）の補助上限額は100万円/戸ですが、 
    補助額は、補助対象額の1/3と補助上限額を比較して低い額となる。 

【外観写真】 

内観写真（改修後） （改修後） （改修前） 

あんしん交付申請 
■申請戸数 
 ・1戸 
■ 工事内容 
 ①用途変更（コンバージョン） 
  の改修工事 
 ②バリアフリー改修工事 
■ 月額利用料 
 ・家 賃･･･ 80,000円 
 ・共益費･･･10,000円 
  

物件概要 
■ 所在地 
  大阪府大阪市中央区 
■ 戸数（全体） 
  15戸 
■ 新築着工年 
  H9年 
■ 延べ床面積 
  859.13m² 

【間取り図】 
事務所を事業要件 
に適合する賃貸住 
宅に用途変更 

①事務所から住宅に改修する工事（用途変更） ②事業要件に適合する賃貸住宅に改修（手すり設置など） 

（バリアフリー改修工事） 
 事業要件としての手摺り 
 設置工事 
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５．参考事例４ 設備改修、間取り変更➁ 

（改修後） （改修前） 

（改修後） （改修後） （改修前） 

②間仕切りを撤去する工事・段差解消のための工事（間取りの変更等） 

②照明設備を改修する工事（照明の高効率化） ②モニター付きインターホンを設置する工事（防犯性の向上） 

５．参考事例４ 設備改修、間取り変更① 
（改修工事の概要） 
 バリアフリー改修工事（手すり）、居住支援協議会が認める改修工事（間取りの変更、設備の改修、 

 防犯性の向上・照明の高効率に係る工事）を実施した。 
【間取り図】 

全体工事金額  
 手摺設置工事           ￥17,550- 
 設備の改修工事         ￥1,210,624-  
 間取りの変更に係る工事   ￥1,510,850- 
 防犯性の向上に係る工事          ￥21,600- 
 照明の高効率化に係る工事     ￥61,164- 
 その他工事            ￥278,212- 
 
 
全体工事費計     ￥3,100,000‐ 
 
 
 

補助申請（補助対象工事） 
① バリアフリー改修工事 
 ・手すり設置工事              ￥17,550- 
②居住支援協議会が認める改修工事 
 ・設備の改修、間取りの変更 
 ・防犯性の向上          ￥2,804,238- 
 ・照明の高効率化に係る工事     
  補助対象額      ￥2,821,788‐ 
  補 助 額       ￥500,000‐（上限額50万円/戸） 

バリアフリー工事 
住宅の要件として
の手すり工事 

あんしん交付申請 
■ 申請戸数 
  ・１戸 
■ 工事内容 
  ①バリアフリー改修工事 
  ・手摺設置工事 
  ②居住支援協議会が認める改修工事 
  ・設備の改修、間取りの変更・防犯性 
   の向上・照明の高効率化に係る工事 
■ 月額利用料 
 ・家賃･･･ 55,000円 
 ・共益費･･･0円 

物件概要 
■ 所在地 
  ○○県○○市 
■ 戸数(全体) 
  ４戸 
■ 新築着工年 
   H2年 
■ 延べ床面積 
  331.47m² 
 

【外観写真】 

内観写真（改修後） （改修前） 

① 手すりを設置する工事（バリアフリー改修工事） ②水回りの設備を改修する工事 
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６．事業スケジュール等 

○スケジュール 

平成28年4月28日 平成28年度住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の募集開始

平成29年2月24日 平成28年度募集締切 【必着】 （予定）

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室
電話： 03-6214-5806  ＦＡＸ： 03-6214-5899    

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業ホームページ 
http://www.anshin-kyoju.jp/ 

○最新情報のお知らせ及び申請書のダウンロード先 

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル 3階
   住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室 宛
                    ※封筒には「平成28年度応募・交付申請書在中」と記載してください。

スケジュールの変更等がある場合はこちらでお知らせします。

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。

○申請の制限 

○提出先 

○問い合わせ先 
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