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□住宅確保要配慮者である
□あなたの生活を応援する「支援者」がいる
□2年ごとに利用料20,000円を支払うこと
□基準を満たす火災保険に加入すること
□賃貸契約時の敷金が家賃月額2ヶ月分以上あること
□家賃の月額（共益費込）が6万円以内であること※
□共益費の月額が3,400円以内であること
□他の「家賃保証会社」を利用しないこと
□鹿児島県内に居住予定であること
□原則として利用申込み時に当会事務所へ来所できること ※一人暮らしの方の場合

＜利用条件＞（令和5年2月末現在）
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障がい者

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，北
朝鮮拉致被害者，東日本大震災による被災者，妊婦のいる世帯，海
外からの引揚者，新婚世帯（配偶者を得て５年以内の世帯），原子爆
弾被爆者，戦傷病者，児童養護施設退所者，LGBTQ（レズビアン・
ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー・クィア・クエスチョニン
グ），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

　住宅確保要配慮者は，低額所得者，被災者，高齢者，障がい者，子育て世帯など，住宅の確保に
配慮を要する方のことです。
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国単独補助の場合：50万円／戸（地方が補助する場合：100万円／戸）
※工事内容によって，最大200万円／戸補助限度額

①共同居住用住居に用途変更するための改修・間取り変更
②バリアフリー改修（外構部分のバリアフリー化を含む）
③防火・消火対策工事
④子育て世帯対応改修（子育て支援施設の併設を含む）
⑤耐震改修
⑥「新たな日常」に対応するための工事
⑦省エネルギー改修（ただし，開口部又は躯体（外壁，屋根・天井または床）
に係る断熱改修に限る）

⑧交流スペースを設置する工事
⑨居住のために最低限必要な改修（発災時に被災者向け住居に活用できる
ものとして，自治体に事前登録等されたものに限る）

⑩専門家によるインスペクションにより，構造，防水等について最低限必要と
認められた工事（従前賃貸住宅を除く）

⑪居住支援協議会等が必要と認める改修工事
※上記工事に係る調査設計計画（インスペクションを含む）及び居住支援法人が見守り等の
居住支援を行うセーフティネット登録住宅として運営するための必要な改修工事に伴う
準備費用（工事期間中の借上げ費用（ただし家賃３か月分を限度とする））も補助対象

補助対象工事

賃貸人など補助対象者

月収15.8万円以下世帯に対し，国1／2＋地方1／2（上限：4万円／戸）家　　　賃

国が直接補助する場合：国1／3 
地方が補助する場合：国1／3＋地方1／3補 助 率

　住宅確保要配慮者しか入居できない「専用」の登録住宅については，改修費用を支援
する制度が用意されています。

セーフティネット住宅の改修や入居者への経済的な支援2

　都道府県は，居住支援活動を行うNPO法人等を賃貸住宅への入居に係る情報提供・
相談，見守りなどの生活支援，登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う「居
住支援法人」として指定することができます。

居住支援法人の指定制度3

●台所，便所，収納，浴室又はシャワー室等の住宅設備を有すること
●耐震性能を有すること
●建築基準法・消防法に適合していること

設 備 等

原則として床面積が25㎡以上
ただし，共用部分に共同で利用する台所等を備えることで，各戸に備え
る場合と同等以上の居住環境が確保されるときは18㎡以上

面 積

入居を拒まない住宅確保配慮者の範囲を限定することが可能。例え
ば，「障害者の入居は拒まない」として登録したり，「高齢者，低額所得
者，被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができる。

入 居 者
対象者の範囲

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家 賃

登録住宅の登録については，「＜実践編08＞「セーフティネット住宅」に登録しよう」（Ｐ25）を参照してください。

登録された住宅情報は
専用のホームページにて セーフティネット住宅情報提供システム

◎高齢者や障害者の入居を拒まない物件の情報を提供します。
◎状況に応じて物件探し，契約の援助等の支援を行う場合もあります。

入居支援

◎連帯保証人を確保できない場合に，居住支援法人が家賃債務保証を
　提供します。

家賃債務保証

◎安心して居住生活を継続できるよう，見守りや相談支援といった居住生
　活サポートを提供します。
◎地域の中で豊かな生活を営めるよう，社会との「つながり」を提供します。

居住生活サポート

　居住支援法人（正式名称は，「住宅確保要配慮者居住支援法人」）とは，新たな住宅セーフティ
ネット制度において定められた制度です。

　居住支援法人は，住宅確保要配慮者のために次の3つの支援を行います。
　（それぞれの居住支援法人が3つの支援をすべて行っているわけではありません。）

社会福祉法人たちばな会 住まいサポートセンター霧島
●支援業務の営業区域：霧島市，姶良市
霧島市国分福島 3丁目5番 15-1
TEL：0995-48-8011　　FAX：0995-48-8012

社会福祉法人南恵会
●支援業務の営業区域：徳之島町，天城町，伊仙町
大島郡徳之島町亀徳 3345
TEL：0997-83-2418　　FAX：0997-83-2420

NPO法人やどかりサポート鹿児島
●支援業務の営業区域：県内全域
鹿児島市下荒田 4丁目30-5 プレジデント下荒田 403
TEL：099-800-4842　　FAX：099-800-4845

　全国では，47都道府県613法人が居住支援法人に指定されています（令和5年1月末現在）
　鹿児島県では，次の3つの法人が居住支援法人に指定されています。（令和5年2月末現在）

鹿児島県内の居住支援法人
詳しくは，下記の問い合わせ先までご連絡ください。
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○主に公営住宅や賃貸契約などに関する相談
［鹿児島県居住支援協議会 事務局］
公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター　TEL：099-224-4543
（※年末年始を除く平日：8:30～17:15）

○主に民間賃貸住宅への入居や転居に関する相談
ＮＰＯ法人やどかりサポート鹿児島　営業区域：県内全域
TEL：099-800-4842　（※年末年始を除く平日：9:30～16:30）
社会福祉法人 南恵会　営業区域：徳之島町，天城町，伊仙町
TEL：080-8561-7496　（※年末年始を除く平日：8:30～17:30）
社会福祉法人たちばな会 住まいサポートセンター霧島　営業区域：霧島市，姶良市　
TEL：0995-48-8011　（※年末年始を除く平日，第2土曜日：10:00～16:00）

○外国人総合相談窓口の概要
外国人の方々が，在留資格や雇用，医療，福祉，出産，子育て，子どもの教育など生活に関する
適切な情報や相談場所に迅速に到達できるよう，多言語で情報提供や相談を行っています。
窓口では，ベトナム語，中国語，タガログ語，英語などの対応ができます。
■場　　所　かごしま県民交流センター1階　国際交流プラザ内
■開所日時　年末年始（12月29日～1月3日）を除く
　　　　　 火曜日～日曜日  9:00～17:00
　　　　　 月曜日が祝日の場合は開所し，翌平日が休み
■相談方法　面談，電話，メール    相談は無料　※電話料金がかかります。
■連 絡 先　TEL：070-7662-4541　■メール：kiasoudan＠gmail.com
■対応言語　22言語　 日本語，英語，ベトナム語，中国語，タガログ語，韓国語，
　　　　　　　　　　インドネシア語など

○外国人からの相談に関するその他の連携先
公益財団法人 鹿児島市国際交流財団
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※県内にお住まいの外国人が「外国人総合相談窓口」に相談されると，多言語コールセンター等を活用し，20言語で対応します。
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○外国人総合相談窓口の概要
外国人の方々が，在留資格や雇用，医療，福祉，出産，子育て，子どもの教育など生活に関する
適切な情報や相談場所に迅速に到達できるよう，多言語で情報提供や相談を行っています。
窓口では，ベトナム語，中国語，タガログ語，英語などの対応ができます。
■場　　所　かごしま県民交流センター1階　国際交流プラザ内
■開所日時　年末年始（12月29日～1月3日）を除く
　　　　　 火曜日～日曜日  9:00～17:00
　　　　　 月曜日が祝日の場合は開所し，翌平日が休み
■相談方法　面談，電話，メール    相談は無料　※電話料金がかかります。
■連 絡 先　TEL：070-7662-4541　■メール：kiasoudan＠gmail.com
■対応言語　22言語　 日本語，英語，ベトナム語，中国語，タガログ語，韓国語，
　　　　　　　　　　インドネシア語など

○外国人からの相談に関するその他の連携先
公益財団法人 鹿児島市国際交流財団
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※県内にお住まいの外国人が「外国人総合相談窓口」に相談されると，多言語コールセンター等を活用し，20言語で対応します。
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令和5年1月末現在

鹿児島地区
会社名 住所　 ＴＥＬ　
株式会社 スリーケイ 鹿児島市下荒田1-29-17 099-285-1380
スクエアシステム 株式会社 鹿児島市加治屋町15-5　第2Ideharaビル2F 099-210-5012
エイコー住宅産業 有限会社 鹿児島市田上3-5-21 099-812-8878
不動産屋いはら 鹿児島市山田町2289-1 099-265-7888
株式会社 チェリーハウス 鹿児島市宇宿9-6-11 099-264-8218
有限会社 ＡＢＣ不動産 鹿児島市西田2-27-10 099-251-2033
春山不動産 鹿児島市春山町1910-7 099-278-2699
株式会社 ＫＩＳＨＩＴＡ 鹿児島市紫原6-35-10 050-3590-0841
三洋ハウス 株式会社 鹿児島市南郡元町14-9 099-285-1000
真砂不動産 鹿児島市真砂本町23-21 099-257-6246
株式会社 Ｔ－プランニング 鹿児島市谷山中央1-4981-2 099-266-3438
まつお不動産 鹿児島市西伊敷4-23-4 コーポ中央101号 099-220-0020
睦和商事 鹿児島市真砂本町3-34 099-253-3730
有田不動産 鹿児島市喜入町7127-5 099-345-1089
有限会社 すべ産業 鹿児島市下荒田4-46-23 099-253-2000
株式会社 三ツ矢ホーム 鹿児島市草牟田2-10-5 099-227-0800
有限会社 マツバラ いちき串木野市大里3246番地5 0996-36-5134
株式会社 鹿児島不動産バンク 鹿児島市照国町1-30 099-248-8800
株式会社 下川総合住宅 鹿児島市荒田二丁目23-2 099-257-7518
ほほえみネット不動産 株式会社 鹿児島市坂元町1263番地36 099-208-1855
株式会社 建築工房Work・Space 鹿児島市桜ヶ丘2-2-16 099-297-6042
有限会社 富山ハウス 鹿児島市真砂本町14-14 099-254-7045
銀座ハウス 鹿児島市大竜町3-6 STビル102号 099-295-4271
セフィラ 鹿児島市吉野町9101-7 099-295-5100
株式会社パーフェクト・ホーム 鹿児島市西坂元町32-15 099-801-4605
株式会社フィールド 鹿児島市皷川町1番地 099-247-3900
有限会社ユアー・ホーム 鹿児島市東坂元4-18-2 099-295-6858
開福動不動産 鹿児島市緑ヶ丘町44-6 099-244-2832
メープル開発株式会社 鹿児島市谷山中央6丁目1番2号 099-297-5663
株式会社住協 鹿児島市郡元2丁目12-3 099-250-0046
有限会社ナニワ住建 鹿児島市吉野町8873-3 099-244-7282
あんしんエステート鹿児島 鹿児島市与次郎2-3-38-1303号 099-255-2123
アロハジャパン株式会社 鹿児島市荒田1丁目17番7号 099-259-5655
株式会社三井ファイナンス 鹿児島市新屋敷町7番4号2F 099-226-8640
有限会社花工房花いろいろ 鹿児島市宇宿3丁目4番地14 099-285-1187
三伸ホーム 鹿児島市牟礼岡3丁目19番13号 099-246-0050
大丸商事有限会社 鹿児島市上荒田町16番25-103号 099-251-1211
みぞぐちハウジング 鹿児島市吉野町3389番地1 099-295-7008
合同会社不動産パートナーズ 鹿児島市東谷山4丁目25番1号 099-268-7180
株式会社ヒラタエステート 鹿児島市牟礼岡2丁目22番5号 099-294-7426
YRSコーポレーション 鹿児島市武2-25-5 099-807-2109
やまやホーム 鹿児島市西谷山2丁目18-28 090-2519-6040
株式会社サンタ 鹿児島市草牟田2丁目34番43号 099-221-6245
有限会社ケイエス開発 鹿児島市城西3丁目4番1号 099-259-3567
武岡地所株式会社 鹿児島市西田3丁目6番12号 099-230-7677
朝日ハウジング 鹿児島市紫原6丁目53番34号 099-201-5119
有限会社橋野総合コンサルタンツ 鹿児島市田上8丁目19番18号 099-281-8525
有限会社タケハラ商事 鹿児島市吉野1丁目22番7号 099-244-3141
九州宅建 鹿児島市西坂元町50番13号 099-248-2151
株式会社南国ハウス 鹿児島市加治屋町14番1号 099-227-2500
有限会社西田不動産 鹿児島市西田3丁目4番29号 099-255-8604
リッキーハウス株式会社 鹿児島市玉里団地1丁目43番1号 099-220-6523
日大商事 日置市日吉町日置11059 099-292-5088
株式会社アジアエステート 鹿児島市荒田2丁目67番7号 099-813-0080
宝産業有限会社 鹿児島市西千石町8番15号　福島ハイツ503 099-223-9020
鹿児島地研 鹿児島市郡元2丁目12番3号　内野ビル2F 099-801-3760
株式会社下川総合住宅 鹿児島市荒田2丁目23-2 099-257-7518
有限会社桜井不動産 鹿児島市清水町14番6号 099-247-6200



令和5年1月末現在
会社名 住所　 ＴＥＬ　
株式会社七呂建設 鹿児島市石谷町1260番地8 099-201-3015
日本興業株式会社 鹿児島市武3丁目6番3号 099-213-0198
株式会社種子島商事 鹿児島市武3丁目6番2号 099-252-7704
日本情報管理株式会社 鹿児島市武3丁目6番5号 099-252-7752
有限会社ホームガイド 鹿児島市谷山中央2丁目702番地24ソアレ谷山106号 099-268-2000
大津商事 鹿児島市武1丁目45-19 099-251-7607
住宅サービス 鹿児島市高麗町34番19号 099-253-3474
株式会社Kプロパティーズ 鹿児島市城西2丁目6-27　義山ビル101 099-206-2255
株式会社黒瀬建設 鹿児島市田上2丁目29番2号 099-255-4391
株式会社幸栄不動産 鹿児島市坂之上一丁目20番26号 099-250-0150
荒田商事 鹿児島市荒田一丁目40番17号 099-255-3626
有限会社ヨコヤマ 鹿児島市易居町5番１７号 099-239-2828
エール不動産 いちき串木野市湊町2丁目53番地 0996-36-2288
久永住環境設計 鹿児島市西坂元町35番12号 099-210-7817
かごしま長持ち住宅ぷらす 鹿児島市大明丘3丁目48番7号 099-800-2100
有限会社濵蔵 鹿児島市上福元町3633番地2 099-269-3209
有限会社カドマ 鹿児島市西田1丁目3番19号 099-296-9539
有限会社有薗正工務店 鹿児島市坂之上7丁目11-18 099-262-0444
結の家 鹿児島市永吉1-23-27 099-800-4600
リード建築設計株式会社 鹿児島市上之園町14-24 099-255-8422
フォレストホーム株式会社 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目54-3 099-228-0357
株式会社鹿大丸 鹿児島市桜島赤生原町1番地11 099-245-2010
有限会社ビルム 鹿児島市荒田1丁目62番地5号 099-206-4533
有限会社ベストホーム 鹿児島市金生町6番13号 099-248-8500
産経物産株式会社 鹿児島市中央町28-1 099-255-3232
有限会社光陽石油 鹿児島市川上町3101 099-244-3669
有限会社タイヨーホーム 日置市伊集院町麦生田768番地86 099-246-5377
株式会社庵地 鹿児島市星ヶ峯2-62-10 099-275-1000
有限会社晃輝ハウス 鹿児島市真砂町8-23 099-253-2332
株式会社大原地所 いちき串木野市大原町57番地 0996-32-2103
株式会社ファインテック 鹿児島市伊敷6丁目13番51号 099-230-0553
住まいる不動産株式会社 鹿児島市小川町16番18号 099-210-7116
南薩地区
会社名 住所　 ＴＥＬ　
有限会社 幸産業 枕崎市鹿篭麓町158 0993-72-6113
池元不動産 指宿市十町2212-1 0993-24-3801
堀之内不動産 指宿市西方2165番地 0993-25-3122
株式会社ネクステージ和光 南さつま市加世田本町20番地19 0993-53-4343
花まる不動産 南九州市頴娃町御領3413 0993-36-0818
＆地域おこし不動産 指宿市湯の浜1丁目2-3 0993-22-2323
北薩地区
会社名 住所　 ＴＥＬ　
ひかり土地建物 薩摩川内市平佐町1996-1 0996-20-3345
タカハシ不動産 阿久根市鶴見町174 0996-72-7905
ももさわ不動産 出水市中央町566 0996-63-2337
株式会社 技建 薩摩川内市平佐町1564番地 0996-25-2208
旭実業 株式会社 薩摩川内市平佐町3977番地1 0996-25-2208
有限会社 皇徳コーポレーション 薩摩川内市平佐町1564番地 0996-25-0351
イタル工建株式会社 薩摩川内市平佐町2050-1 0996-24-1600
大田新不動産 阿久根市塩浜町1丁目65 090-1510-1431
株式会社正行不動産 出水市六月田町415番地 0996-67-4422
西出水不動産 出水市西出水町1801番地 0996-63-3002
つねよし不動産 阿久根市脇本7526-12 0996-75-2263
株式会社クリエート不動産 薩摩川内市矢倉町4442番地2 0996-24-6700
有限会社第一商事 薩摩川内市東開聞町1-2 0996-29-3299
株式会社ルームコンサルティング薩摩川内店 薩摩川内市向田本町19-17 0996-29-5907
株式会社小園建設 薩摩川内市東郷町南瀬2213 0996-42-4705
有限会社マルゼン商事 薩摩川内市大小路町19-8 0996-22-3521
株式会社左近充 薩摩郡さつま町広瀬1376 0996-29-5798

鹿児島地区
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姶良・伊佐地区
会社名 住所　 ＴＥＬ　
有村不動産 霧島市国分新町2-14-22 0995-46-4708
有限会社 懸城開発 霧島市国分中央1-14-10 ハウスメイトネットワーク霧島国分店 0995-49-8888
マルシン地研 霧島市国分中央五丁目17番34号 0995-46-5963
有限会社 しんせい商事 姶良市平松5873-1 0995-66-0085
有限会社ゆきざわ 姶良市加治木町諏訪町105-2 0995-62-3975
岡野土地開発 伊佐市大口宮人628番地88 0995-28-2722
内島不動産株式会社 霧島市隼人町真孝164-3 0995-50-3127
株式会社部屋ステーション 霧島市国分野口町1-30 0995-73-8818
有限会社前田土木技術 霧島市溝辺町崎森2821番地6 0995-64-1390
有限会社リビングプラン 霧島市国分中央3丁目1番6号 0995-46-4866
有限会社ハッピー 霧島市隼人町見次13番地2 0995-44-9810
安庭不動産 姶良市西餅田3397番地24-B号室 0995-73-5766
勝目不動産 霧島市隼人町内1497-1 0995-42-0251
株式会社ランドハウス 霧島市国分野口東8番37号 0995-47-5139
株式会社ロータスホーム 霧島市隼人町真孝202-2 0995-73-6101
三洲商事不動産 霧島市福山町福山5364-5 0995-56-2516
有限会社姶良不動産センター 姶良市加治木町諏訪町183番地 0995-62-5589
サンライフ株式会社 霧島市国分府中町3番2号 0995-48-9007
大隅地区
会社名 住所　 ＴＥＬ　
大成不動産 株式会社 志布志市志布志町志布志955-2 099-478-1370
株式会社 イリアス 鹿屋市西原4-4-36 0994-43-6868
株式会社 ユアｰホーム 鹿屋市大浦町11384-2 0994-43-2500
有限会社 一里山不動産 鹿屋市旭原町3592番地38 0994-44-2824
株式会社小倉ホーム 志布志市志布志町安楽2062-1 099-472-5007
つちはし不動産事務所 鹿屋市西原1丁目35番32号 050-1034-9017
エース不動産 志布志市志布志町志布志1958-1 0994-73-1150
こくぼ不動産 鹿屋市寿7丁目5-33 0994-40-6057
株式会社ライフ・ホーム 鹿屋市郷之原町12623番地1 0994-45-4388
西原不動産 鹿屋市西原4丁目9番9号 0994-41-7214
笹井不動産 鹿屋市西原2-11-5 0994-41-5636
熊毛地区
会社名 住所　 ＴＥＬ　
屋久島企画 熊毛郡屋久島町安房500番地46 0997-46-3933
塚田不動産 熊毛郡屋久島町安房2379-92 0997-47-1855
形岡不動産 西之表市西町7115 0997-23-2776
大島地区
会社名 住所　 ＴＥＬ　
中央不動産 奄美市名瀬末広町11-18 0997-57-6336
有限会社西田 大島郡徳之島町亀津956-7 0997-83-1127
川内不動産 奄美市名瀬幸町21-9　イワシタビル101号 0997-52-1771
カ・ナウ不動産 大島郡喜界町湾555-7 0997-65-0374
池田不動産株式会社 奄美市名瀬古田町10-6 0997-53-1190
ナンエイ商事株式会社 奄美市名瀬小浜町18番15号 0997-53-3532
丸三商事株式会社 奄美市名瀬塩浜町8-1 0997-53-9920
副島不動産 大島郡伊仙町伊仙1247-3 0997-86-4689
有限会社順 大島郡天城町大字天城395番地1 0997-85-2012
奄美のくらし株式会社　はとはま不動産 奄美市名瀬鳩浜町195 0997-57-0013



①霧島市国分福島　☎0995-48-8011
②住宅確保要配慮者への入居支援と居住継続支援
③住まいに困っている方
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（令和5年2月改訂版）




