
住宅セーフティネット制度
と名古屋市における取り組みについて

名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課

資料１

住宅セーフティネット制度の概要
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１．制度背景

住宅確保要配慮者の現状 住宅ストックの状況

［高齢単身世帯数］
（H27）601万世帯⇒（H37）701万世帯

・高齢単身世帯の大幅増

・若年層の収入はピーク時から減少
［30歳代の給与］（H9）474万円 ⇒ （H27）416万円

［理想の子ども数を持たない理由］
・家が狭いから 16％

［年収(H26)］ ひとり親世帯 296万円
⇔ 夫婦子育て世帯 688万円

・子供を増やせない世帯が存在

・特にひとり親世帯は低収入

・家賃滞納などへの不安から入居拒否

65 ％
60 ％

55 ％

14 ％

単身の高齢者

生活保護受給者

高齢者のみの世帯
ひとり親世帯

【大家の入居拒否感】

Ｈ26民間調査

国土交通省作成資料より引用

・総人口が減少する中で公営住宅の
大幅増は見込めない
［管理戸数］
（H17）219万戸 ⇒ （H26）216万戸

・民間の空き家・空き室は増加傾向
（H15）659万戸 ⇒ （H25）820万戸

約820
万戸

賃貸用 住宅
52.4%(429万戸)

二次的住宅
5.0%(41万戸)

売却用 住宅
3.8%(31万戸)

  他 住宅
38.8%(318万戸)

48万戸

うち耐震性
等があり、
駅から1km
以内 住宅

137万戸

うち耐震性
等があり、
駅から1km
以内 住宅

【空き家・空き室の現状】

空き家・空き室を活用し、住宅セーフティネット機能を強化
３

２．住宅セーフティネット制度の枠組み

「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）」の一部を改正する法律 （平成29年4月26日公布、平成29年10月25日施行）

③住宅確保要配慮者の居住支援
②登録住宅の改修・入居への経済的支援

①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
制度の３つの柱

４



賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を受入れる賃貸住宅として都道府県・政令市・中核市
に登録を行う仕組み

①セーフティネット住宅の登録制度の概要

主な登録要件

・住戸の床面積は原則として25㎡以上
愛知県賃貸住宅供給促進計画（Ｈ３１年３月策定）にて、18㎡以上※に緩和

・住宅設備を有すること（台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室）
・耐震性能を有すること
・建築基準法、消防法に反しないこと

入居対象者 住宅確保要配慮者及びそれ以外の方

家 賃 近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないものであること

登録された住宅の情報は、専用ホームページで広く提供

専用ホームページ「セーフティネット住宅情報システム」
http://www.safetynetjutaku.jp/guest/index.php 

[登録住宅]
「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（セーフティネット住宅）」

※Ｈ31年3月31日以前に工事完了された賃貸住宅でバリアフリーに配慮者した場合に限る

５

・外国人 等
（中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病
療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、
生活困窮者、矯正施設退所者など）

・国土交通大臣が指定する大規模な災害
（東日本大震災）の被災者

・都道府県・市区町村の供給促進計画に
おいて定める者

住宅確保要配慮者の範囲

①低額所得者 （月収１５万８千円以下）

② 被災者 （発災後３年以内）

③ 高齢者

④ 障害者（障害者基本法第２条第１号に規定する者）

⑤ 子ども（高校生相当の年齢以下）を養育している者

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するものとして

国土交通省令で定める者

法律において定める者 国土交通省令で定める者

【国の基本方針において例示されている者】
・海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、ＬＧＢＴ、
ＵＩＪターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

【愛知県独自に定める者】
・失業者、一人親世帯、低額所得者の親族と生計を一にする学生

愛知県賃貸住宅供給促進計画（Ｈ31年3月策定）において定める者
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（１）登録住宅に対する改修費補助

（２）(独)住宅金融支援機構（ＪＨＦ）による登録住宅に対する改修工事費の融資

（３）低額所得者の入居負担軽減のための支援措置

（補助を受けた住宅は１０年以上専用住宅化）

（専用住宅として登録された住宅の場合）

補助対象工事 バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等

補助率・
補助限度額

●国の直接補助・・・国１／３ 補助限度額５０万／戸
●地方公共団体を通じた補助
・・・国１／３＋地方１／３ 補助限度額１００万
※工事内容によって、各々２倍の限度額

入居者要件等 世帯月収３８．７万円以下の住宅確保要配慮者及び
その同居親族

補助対象 ①家賃低廉化に要する費用 ②入居時の家賃債務保証料
（国費上限2万円／月・戸） （国費上限3万円／戸）

補助率 国１／２＋地方１／２ （地方が実施する場合の間接補助）
入居者要件等 入居者収入及び補助期間について一定要件あり

②登録住宅の改修・入居への経済的支援

７

登録住宅と専用住宅の関係

登録住宅（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅）
・住宅確保要配慮者の入居を受入れる住宅として登録された住宅
・住宅確保要配慮者以外の方の入居が可能
・登録の際に入居を受入れる住宅確保要配慮者の範囲の限定が可能
・専用ホームページなどによる広報
・居住支援協議会、居住支援法人による支援の実施 など

専用住宅
（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅）
・登録の際に「専用住宅」として登録
・住宅確保要配慮者とその親族等に
入居者を限定

国や地方公共団体による住宅改修や入居への経済的支援を実施

○住宅改修費補助 ○家賃・家賃債務保証料の低廉化に係る補助

８



○住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促
進等を図るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住
支援団体等が連携し、居住支援協議会（※）を設立。
○住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に
対し、住宅情報の提供等の支援を実施。

（１）居住支援協議会

 住宅確保要配慮者の居住支援の概要

※法律第５１条第1項に基づく協議会

居住支援協議会

地方公共団体
（住宅部局・
福祉部局）

都道府県
市町村

居住支援団体

居住支援法人
ＮＰＯ

社会福祉法人等

不動産関係団体

宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

（２）居住支援法人

居住支援法人とは

・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づ
き、居住支援を行う法人として、都道府県が指定す
るもの。

・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新
たな担い手として、団体を指定することが可能。

●居住支援法人の行う業務

① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に
係る情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ① ③に附帯する業務

●居住支援法人の指定を受けることができる者

・NPO法人、
・一般社団法人、一般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）

・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

９

名古屋市における取り組み

民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット機能の強化

１０



自治体名 登録戸数
１ 名古屋市 ９９８戸
２ 仙台市 ９１４戸
３ 大阪市 ７５４戸
４ 千葉市 ２００戸
５ 福岡市 １８７戸

自治体名 登録戸数
１ 大阪府 １１，８０２戸
２ 東京都 ２，２３９戸
３ 福岡県 １，７３５戸
４ 愛知県 １，３５２戸
５ 兵庫県 １，２２６戸

〔都道府県別上位５自治体〕

Ｒ２年３月３１日現在

〔政令市別上位５自治体〕

登録住宅の状況

１．名古屋市の登録住宅の状況

１１

【（株）ニッショー・シニアライフサポートの取組み例】
・所在地 北区金田町
（地下鉄 名城線志賀本通駅 徒歩２０分）
・家 賃  ４３，０００円
・面 積  ３６．００㎡
・入居対象者 高齢者
（高齢者見守りサービスの契約が必要）

登録住宅例

登録件数 登録戸数

名古屋市 ９１件 ９９８戸
うち補助付き住宅 ８件 ４９戸
愛知県
（本市を含む） １０９件 １，３５２戸

全 国 １，８７４件 ２８，９１０戸

補助事業の概要
○住宅改修費補助 【令和２年度新規募集２０戸】
補助対象者 大家等登録事業者

補助対象工事 バリアフリー改修工事、共同居住用住居への用途変更工事、間取り変更工事、
名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会が必要と認める改修工事など

補助率・補助限度額 国１／３＋市１／３ ・ １００万円／戸 ※工事内容によっては、２００万円
入居対象者 世帯月収３８．７万円以下の住宅確保要配慮者及びその同居親族
その他の主な要件 住宅確保要配慮者向け専用住宅としての管理期間が１０年以上

○家賃減額補助【令和２年度新規募集２０戸】
補助対象者 大家等登録事業者

補助率・補助限度額 国１／２＋市１／２ ・ 月額４万円／戸
（入居世帯の所得月額に応じて、１０，０００円から２１，０００円までの最低入居者負担を設定）

入居対象者 世帯月収１５．８万円以下の住宅確保要配慮者及びその同居親族

その他の主な要件
・管理を開始してから原則１０年以内（家賃に係る補助の総額が限度額の１０年分を超え
ない場合は、２０年以内）
・同一世帯について、３年を超えて補助を行う場合には、名古屋市住宅確保要配慮者
居住支援協議会において継続の必要性の審査を実施

○家賃債務保証料減額補助【令和２年度新規募集２０戸】
補助対象者 登録家賃債務保証会社及び居住支援法人
補助率・補助限度額 国１／２＋市１／２・年間６万円／戸（ただし、入居時の家賃債務保証料の２分の１）
入居対象者 世帯月収１５．８万円以下の住宅確保要配慮者及びその同居親族

２．登録住宅への経済的支援

１２

令和２年度の募集期間は、
令和元年５月７日（木）から６月５日（金）



補助付き住宅の状況

住宅名〔登録戸数〕
（所在地） 補助の種類 間取り

（㎡数） 竣工年 家賃減額
補助後家賃 本来家賃

アルト千種
〔４戸〕
（千種区今池二丁目）

家賃減額
４Ｋ

（64.50㎡ 
65.40㎡）

Ｓ63年 34,000円 
36,000円

74,000円 
76,000円

福洋マンション
〔２戸〕
（熱田区四番二丁目）

家賃減額 ２ＬＤＫ
（50.0㎡） Ｈ4年 35,000円 75,000円

コミュニティハウス神南
〔２０戸〕
（港区木場町）

住宅改修費
家賃減額
家賃債務保証料減額

３ＤＫ
（62.52㎡） Ｓ63年 20,000円 

24,000円
60,000円 

64,000円

中駒九番団地
〔２３戸〕
【２号・４号・５号・６号・７号棟】※

（港区九番町）

住宅改修費
家賃減額

１ＬＯＫ ３ＤＫ
（46.25㎡ 

63.32㎡）
Ｓ50年 
Ｓ53年

11,000円 
32,000円

51,000円 
72,000円

【補助総戸数 ４９戸】令和2年3月末現在

３．名古屋市の補助付き登録住宅の状況

１３
※中駒九番団地の4号・6号・7号棟の3住戸は、家賃減額補助なし

○住宅改修工事の例

バリアフリー工事＜浴槽交換・手すりの設置＞

居住支援協議会
の認める工事
＜暖房便座＞

バリアフリー工事
＜手すりの設置＞

○住宅改修工事の例

補助金活用の住宅例
本来家賃

６０，０００円
家賃補助

４０，０００円
入居者負担
２０，０００円

間取り変更工事＜和室・ＤＫ⇒ＬＤＫ＞
○住宅改修工事の例②

間取り変更工事 ＜和室⇒洋室＞
○住宅改修工事の例③

本来家賃
７２，０００円

家賃補助
４０，０００円

入居者負担
３２，０００円

○家賃減額補助の例

○家賃減額補助の例

１４



様々な広報媒体等を利用し、入居者募集をお手伝いします。

①広報なごやによる入居者の募集

③区役所の福祉課、いきいき支援センターや
障害者基幹相談支援センター等の相談支援機
関などへ入居案内を配布し、情報提供

②名古屋市ウェブサイトへ入居の案内を掲載

④栄の住まい相談コーナー「民間賃貸住宅
入居相談」での情報提供やあっせん・調整

⑤市営住宅（福祉向け）落選者へ、結果通知
とあわせて「補助付き住宅」の案内を同封

など

【平成３０年度・令和元年度実施の例】

１５

補助付き住宅における入居者募集の取組み

相談員 公益社団法人愛知共同住宅協会に派遣を依頼

開催日時
月2回（原則第1月曜日・第3土曜日）
午後1時～午後4時

実施場所
栄市民サービスコーナー住まいの窓口
「住まいの相談コーナー」

内 容

○民間賃貸住宅への入居に関する助言及び情報提供
○公益法人の取組として、希望者に入居を
拒まない民間賃貸住宅の大家、不動産仲介業者及び
生活相談窓口となる行政機関・団体を取次ぎ

○民間賃貸住宅入居相談の実施

１６

【相談実績】８８件（平成３０年４月 令和元年１２月）
①相談主訴別の状況

28

21

11

9

8

6

5

立退き・取り壊し
低家賃への住替え
独立・自立したい

施設退所
自宅の老朽化
身体状況の変化

その他

相談のみ, 

23件, 26%

物件情報の提供, 

29件, 33%

不動産事業者の取り次ぎ,

29件, 33%

その他（相談支援機関等へ

のつなぎなど）,

7件, 8%

②対応状況

４．居住支援の促進 【①入居相談】



４．居住支援の促進 【②居住支援協議会】

○名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会 会員一覧
区 分 会 員

不動産関係団体
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全日本不動産協会愛知県支部
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会東海ブロック

居住支援団体等

公益社団法人 愛知共同住宅協会
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
名古屋市内いきいき支援センター
名古屋市自立支援連絡会
名古屋市内仕事・暮らし自立サポートセンター
公益財団法人 名古屋国際センター
社会福祉法人 愛知県母子寡婦福祉連合会

公的住宅機関
名古屋市住宅供給公社
独立行政法人 都市再生機構中部支社
独立行政法人 住宅金融支援機構東海支店

名 古 屋 市 市民経済局、観光文化交流局、健康福祉局、子ども青少年局
住宅都市局 計１４課室

（事務局 名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課）
１８



（１）趣 旨：
協議会活動の第一歩として、住宅確保要配慮

者の入居に際して、大家さんや不動産事業者の
方々の理解や不安の軽減が図られるよう、行政
や関係団体、民間サービス等による支援の情報
をまとめた冊子を作成し、配布

（２）発 行：
名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会

（３）仕 様：Ａ４ ２８ページ カラー刷り

（４）発行部数：２，５００部

（５）発行時期：平成３１年１月

４．居住支援の促進 【③居住支援ガイドブックの作成】

名古屋市ウェブサイトからもダウンロードできます。

トップページ＞事業向け情報＞都市計画・建築
＞住宅に関する事業・制度のお知らせ＞名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000113055.html

１９

４．居住支援の促進 【④情報提供のためのリーフレット】

大家さん・不動産事業者向け
住宅セーフティネット制度案内リーフレット

住まい探しでお困り方へ
住宅セーフティネット制度案内リーフレット

２０



民間賃貸住宅の大家・不動産事業者を対象に、住宅確保要配慮者に対
する入居制限の状況や受入れ条件など把握するための調査を行うもの。

【アンケート項目】
①入居トラブルの経験の有無 ②入居拒否感・入居制限の状況
③居住支援サービスの活用や受入れの条件
④その他入居円滑化の施策検討に向けて参考となる項目 など

住宅確保要配慮者の住まいに関するニーズについて市内の相談支援
機関等を対象に調査を行うもの。

【アンケート項目】
各機関で対応した相談のうち、「住まい」に関する相談件数及び相談内容

①民間賃貸住宅の入居受入れに関するアンケート調査

②住宅に困窮する住宅確保要配慮者に関するニーズ調査

２１

国による居住支援協議会活動費補助を活用

４．居住支援の促進 【⑤居住支援の仕組みづくりに向けての調査】

１．民間賃貸住宅の入居受入れに関するアンケート調査結果の概要

１．対 象 市内の民間賃貸住宅を所有する大家又は管理等を行う不動産事業者
２．調査方法 仲介・管理事業者及び不動産関係団体を通じて配布し、郵送で回収
３．調査項目 入居トラブルの経験、入居受入れの意向、入居受入れに必要な支援策 など
４．調査時期 令和元年１０月～１１月
５．回収結果 配布数：３，２９０件 有効回収数：８２４件（回収率２５．０％）

民間賃貸住宅における住宅確保要配慮者による入
居トラブルの経験については、「家賃滞納」（47.7％）
が最も高く、次いで「マナー違反」（36.2％）、「近隣ト
ラブル」（28.5％）となっている。

①住宅確保要配慮者による入居トラブルの経験 ②住宅確保要配慮者の入居受入れの意向

65.7%
27.4%

48.9%
22.1%

12.0%
13.8%

52.5%
51.1%

3.9%

高齢者単身世帯

高齢者のみ世帯

障害者単身世帯

障害者のいる世帯

子育て世帯

ひとり親世帯

外国人世帯

所得の低い世帯

その他

入居を受け入れたくないと思う世帯

「入居を受け入れたくないと思う」住宅確保要配
慮者の世帯については、「高齢者単身世帯」
（65.7％）が最も高く、次いで「外国人世帯」
（52.5％）、「所得の低い世帯」 （51.1％）となっ
ている。【複数回答可】

47.7%

28.5%

24.3%

36.2%

家賃滞納

近隣トラブル

居室内の死亡

マナー違反

入居トラブルの経験あり

n=824

n=824
２２



③住宅確保要配慮者への必要と思う支援策 ④大家さんが求める支援・サポート

51.5%

54.2%

24.2%

23.4%

43.7%

29.0%

入居者とのトラブル相談窓口

死亡退去時のサポート

保証や保険商品の情報提供

入居者への支援制度の情報

国・地方自治体からの補助

その他

世帯種別
必要と思う
支援策
【第１位】

回答率
（複数回答可）

高 齢 者 単 身 世 帯
入居者への見守り
や生活支援

５９．８％

高齢者のみの世帯
入居者への見守り
や生活支援

３５．４％

障 害 者 単 身 世 帯
入居者への見守り
や生活支援

４２．４％

障害者のいる世帯
入居者への見守り
や生活支援

２５．１％

子 育 て 世 帯
家賃債務保証サー
ビスの情報

１８．８％

ひ と り 親 世 帯
家賃債務保証サー
ビスの情報

２１．７％

外 国 人 世 帯
保証人や緊急連絡
先の確保

３８．５％

所 得 の 低 い 世 帯
家賃債務保証サー
ビスの情報

３８．７％

入居受入れを進めるための要配慮者への必要
な支援・サポートとしては、要配慮者の世帯
属性ごとに最も回答の多かった支援策は下表
のとおりで、入居後のリスク負担軽減を求め
る割合が高かった。

大家等への必要な支援・サポートとしては、
「死亡退去時のサポート」が54.2％、「入居者
とのトラブル相談窓口」が51.5％など、入居
中・退去の際の具体的な支援やサポートを求め
る割合が高かった。 【複数回答可】n=824

n=824

２３

２．住宅に困窮する住宅確保要配慮者に関するニーズ調査結果の概要

１．対 象 福祉部局の相談支援機関及び区役所・支所の窓口
２．調査方法 調査対象機関における１か月間の相談のうち、「住まいに関する相談」に該当

する場合に、相談担当者において個票の作成を依頼
３．調査項目 現在の住まい、住まいの希望、住宅に困窮する理由・要因 など
４．調査時期 令和元年１１月１日～１１月３０日
５．回収結果 個票回収数 ４７６件

①住宅確保要配慮者の属性 ②現在の住まいの状況

44.1%
10.7%

5.9%
12.8%

1.3%
1.1%

36.1%
3.8%

9.9%
19.1%

6.1%
1.7%

高齢者
身体障害
知的障害
精神障害
発達障害

難病・その他
低額所得者
外国人
子育て

ひとり親家庭
その他
不明

「高齢者」（44.1％）が最も多く、次いで「低額所
得者」（36.1％）、「ひとり親家庭」（19.1％）となっ
ている。 【複数回答可】

「民間借家」（51.9％）が最も多く、次いで「市
営・県営住宅」（12.0％）、「その他」（11.3％）と
なっている。

10.1%
0.8%

51.9%
12.0%

4.6%
3.4%

11.3%
5.9%

持ち家（戸建て）
持ち家（マンション等）

民間借家
市営・県営住宅

UR・公社住宅
住まいなし

その他
不明 n=476

n=476

２４



③住み替え先の住まいの希望

④住み替え先の住まいの条件

⑤住宅に困窮する理由・要因

38.2%
66.4%

9.3%
15.0%

5.4%

民間借家

市営・県営住宅

UR・公社住宅

その他

不明

「市営・県営住宅」 （66.4％）が最も多く、次い
で「民間借家」（38.2％）、「その他」（15.0％）と
なっている。 【複数回答可】

78.4%
15.7%

40.7%
12.7%

20.6%
22.1%

6.9%

家賃の安さ
間取りの広さ
立地の良さ
築年数・設備

エレベータの設置
その他
不明

「家賃の安さ」 （78.4％）が最も多く、次いで
「立地の良さ」（40.7％）、「その他」（22.1％）と
なっている。 【複数回答可】

16.6%
3.6%
5.5%

30.9%
12.0%

8.0%
14.1%
15.3%

6.3%
15.3%

4.6%
6.1%

11.1%
0.8%

8.6%
15.0%

立ち退きなどの退去の問題
退院等による住まいの確保
退寮による住まいの確保

収入の減少等による家賃負担
家賃滞納・支払遅延

保証人・緊急連絡先の確保
家族構成の変化
家族関係の問題

虐待やDV
身体状況の変化や疾病
意思疎通や言語対応

近隣トラブル
住環境・衛生上の問題
原状回復費用等の問題

住まいの改善
その他

「収入の減少等による家賃負担」 （30.9％）が
最も多く、次いで「立ち退きなどの退去の問
題」（16.6％）、「家族関係の問題」「身体状況
の変化や疾病」（15.3％）となっている。

【複数回答可】

n=408

n=408
n=476

２５

○市内の居住支援法人の状況 【令和元年年12月末日現在】

愛知県の指定を受け、名古屋市内を支援業務区域に含む居住支援法人

連絡先等は、愛知県のホームページでご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000051614.html ２６

指定年月日 法人の名称 支援業務を行おうとする事務所の所在地
平成30年1月12日 （特非）たすけあい名古屋 名古屋市緑区鳴子町四丁目13番地

平成30年2月28日 （公社）愛知共同住宅協会 名古屋市中区橘1丁目26番18号

平成30年2月28日 ホームネット（株） 名古屋市中区丸の内2-14-4 エグゼ丸の内9階

平成30年5月25日 （特非）あたたかい心 名古屋市瑞穂区堀田通8－7

平成30年5月25日 （特非）介護サービスさくら 名古屋市名東区高針荒田1011番地

平成30年6月13日 （特非）ノッポの会 名古屋市西区平出町28番地

平成30年6月20日 （社福）共生福祉会 名古屋市北区山田二丁目11番62号

平成３１年１月１８日 （一社）家財整理相談窓口 東海市名和町一番割84-4

平成３１年１月２３日 （株）エベレストコンサルティング 名古屋市中村区名駅5丁目3番6号 神谷ビル6階

令和元年５月31日 （株）リンクリンク 名古屋市中村区名駅南1-19-27 オルバースビルディング名古屋5F

令和元年８月６日 （株）くらしケア 名古屋市千種区小松町6丁目11-3 ＯＳ・ＳＫＹマンションレスカール大久手201号

令和元年12月13日 （社福）名古屋市社会福祉協議会 名古屋市北区清水四丁目17番1号 総合社会福祉会館5階

令和元年12月16日 （特非）くらし応援ネットワーク 名古屋市中川区荒中町215番地 三治マンション301号

５．居住支援法人による支援



住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居円滑化
や居住の安定確保に向けて、市内を支援業務区
域とする居住支援法人を対象に、居住支援の
ネットワークづくりを目的に「居住支援法人交
流会」を開催。

居住支援法人交流会の開催（年2回） 【交流会の様子】

令和元年度開催概要

第1回

第２回

（１）日 時 令和元年11月7日（木） 14時00分 16時00分
（２）場 所 名古屋市役所西庁舎 12階 第16会議室
（３）参 加 ９法人１６名（その他協議会会員等８名）
（４）内 容 ①（情報提供）名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会

令和元年度事業計画について
②（意見交換）居住支援活動の支援事例の提供
３団体による取組み報告・事例提供を題材に意見交換

（１）日 時 令和2年2月13日（木） 14時00分 16時00分
（２）場 所 名古屋市役所西庁舎 12階 第10会議室
（３）参 加 １３法人１９名（その他協議会会員等５名）
（４）内 容 ①（情報提供）名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会の
取組み

②（意見交換）居住支援活動の支援事例の提供
３団体による取組み報告・事例提供を題材に意見交換

２７

お問い合わせ

名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課民間住宅係 居住支援担当

（名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会事務局）

電話 052-972-2772 ／ FAX 052-972-4172

[メールアドレス]a2772@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

[名古屋市ウェブサイト] 名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会

http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000113055.html

トップページ＞事業向け情報＞
都市計画・建築 住宅に関する事業・制度のお知らせ ＞
名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会


