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住宅相談 Q&A について 

 

１．目的 

住宅相談 Q&A（以下「本書」という）は，東日本大震災以降，県民や民間業

者からの住宅に関する相談が増加している中で，各職員が相談を受けた際に，

その対応の一助となることを目的として作成したものです。 

また，本書を宮城県土木部住宅課 HP に掲載することにより，宮城県をはじ

めとした各団体が実施する事業について，県民の方へ広く周知していきます。 

 

２．本書の構成 

本書は，これまでの住宅相談で，多くの相談を受けた内容に対し，その回答

についてまとめています。 

本書は，相談内容を「支援」に関するもの，「相談」に関するもの，「制度」

に関するものに分類し，構成しています。 

 また，それぞれを「震災」に関係するものと，「通常時」に使用するものに分

けて整理しています。 

 

※本書に記載している事業概要は，あくまでも簡単な概要となっていますので，

詳細については各担当窓口までお問い合わせ願います。 

※裏表紙に市町村の代表窓口一覧を掲載していますが，各事業の担当窓口とは異

なる可能性がありますのでご留意願います。 



質問Ｎｏ 質問 ページ

1-1-1 住宅を再建するときに、利用できる補助はありますか 6

1-1-2 住宅を再建するときに、利用できる融資はありますか 9

1-1-3 住宅を再建するときに、減税はありますか 11

1-1-4 被災をしたが、震災以前に組んでいた既存ローン（住宅ローン含む）の減免はできませんか 12

1-2-5 住宅を新築するときに、利用できる補助はありますか 13

1-2-6 既存の住宅を改修するときに、利用できる補助はありますか 16

1-2-7 既存の賃貸住宅を改修するときに、利用できる補助はありますか 19

1-2-8 住宅ローンを組むときに、民間の金融機関以外で、どのような融資がありますか 20

1-2-9 消費税が上がりましたが、住宅を取得した場合、利用できる補助はありますか 23

1-2-10 木造住宅を新築（改修）したときに、利用できる補助はありますか 24

1-2-11 太陽光発電を設置したときに、利用できる補助はありますか 26

1-2-12 住宅の耐震化について、利用できる補助はありますか 27

2-1-1 住宅再建について、相談できるところはありますか 30

2-1-2 被災したが、生活支援全般の支援制度について知りたい 31

2-2-3 新築に関する相談は、どこでできますか 32

2-2-4 改修に関する相談は、どこでできますか 33

2-2-5 不動産の取引に関する相談は、どこでできますか 36

2-2-6 公的賃貸住宅の入居相談は、どこでできますか 38

2-2-7 住宅トラブル（工事内容等）に関する相談は、どこでできますか 39

2-2-8 高齢者向けの賃貸住宅には、どのようなものがありますか 42

2-2-9 住宅リフォームとはどのようなものですか（または、補助がありますか） 44

2-2-10 賃貸住宅のトラブルを解決するには、どうしたらよいですか 46

2-2-11 マンション管理に関する相談は、どこでできますか 47

2-2-12 シックハウス問題についての相談は、どこでできますか 48

質問一覧

支援

震災

通常

相談

震災

通常
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質問Ｎｏ 質問 ページ

質問一覧

3-1-1 被災者向けに入居できる賃貸住宅はありますか 50

3-1-2 応急仮設住宅に入居（退去）したいのですが、相談はどこでできますか 51

3-1-3 住宅を再建するのに、参考となる事例（物件）はありますか 52

3-1-4 被災し、移転したいが、補助はありますか 53

3-2-5 高性能住宅の制度には、どのようなものがありますか 54

3-2-6 住宅の性能が分かる制度や、基準となる法律はありますか 56

3-2-7 賃貸住宅の認定制度はありますか 58

3-2-8 賃貸住宅への入居支援制度はありますか 59

3-2-9 高齢者向けのリフォーム融資の優遇はありますか 61

3-2-10 住宅リフォームはどのような業者が行っているのですか 62

3-2-11 住宅リフォームに関して保険はありますか 63

3-2-12 賃貸住宅のトラブルを、裁判以外で解決できませんか 64

3-2-13 持家を転貸するときに、利用できる制度はありますか 65

3-2-14 空き家に関する対策や制度はありますか 66

3-2-15 空き家に関する情報はありますか 67

3-2-16 住宅の不具合に関する決まりはありますか 68

3-2-17 瑕疵担保保険とはどのような制度ですか 69

制度

震災

通常
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１．支援
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1-1-1

1. 支援 （震災）

1-1-1

住宅を再建するときに、利用できる補助はありますか

1 事業No 1-1-1

制度名 被災者生活再建支援金

（事業主体） 国

概要
　被害の程度（全壊～半壊による解体）により、支援金が交付される制度です。被災
の程度による「基礎支援金」と、住宅再建方法による「加算支援金」と２段階で支給さ
れます。

期間
基礎支援金：平成２７年４月１０日まで
加算支援金：平成３０年４月１０日まで

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubou/sienkin-top.html

関連制度 　

2 事業No 1-1-2

制度名 宮城県住宅再建支援（二重ローン対策）

（事業主体） 宮城県

概要
　震災前の「既存住宅ローン」と、震災後の「新たな住宅ローン」の二重債務を抱えて
いる方に対し、「既存住宅ローン」の5年間の利子相当額（上限50万円）の補助を行う
事業です。

期間 平成２７年度末（平成２８年３月３１日）まで

担当窓口 宮城県土木部住宅課

連絡先 022-211-3256

URL http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/2juuro-n-hojo.html

関連制度 1-1-10　個人債務者の私的整理に関するガイドライン

質問Ｎｏ

質問
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1-1-1

1. 支援 （震災）

1-1-1

住宅を再建するときに、利用できる補助はありますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 1-1-3

制度名 各市町村による独自支援事業（震災）

（事業主体） 市町村

概要
　各市町村で、被災者の方に独自の支援制度を設けている場合があります。宮城県
土木部住宅課のホームページに、まとめた一覧表を掲載しています。（下記URL参
照）

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/dokuzishien.html

関連制度 　

4 事業No 1-1-4

制度名 住まいの復興給付金

（事業主体） 国

概要
　消費税改正による負担増を軽減するため、住宅を再建した場合に、給付金をうける
ことのできる制度です。特に被災者の方へは、「住まいの復興給付金」として一般向
けより手厚くしています。

期間 平成29年12月31日まで

担当窓口 住まいの復興給付金事務局コールセンター

連絡先 0570-200-246

URL http://fukko-kyufu.jp/

関連制度 1-2-18　すまい給付金
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1-1-1

1. 支援 （震災）

1-1-1

住宅を再建するときに、利用できる補助はありますか

質問Ｎｏ

質問

5 事業No 3-1-2

制度名 （参考）防災集団移転

（事業主体） 市町村

概要
　災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認めら
れる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、移転先の用地取得や造成
費、住宅建設費の借入金利子などの移転費用の4分の3を補助する制度です。

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukumachi/bousyugaiyou.html

関連制度 　
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1-1-2

1. 支援 （震災）

1-1-2

住宅を再建するときに、利用できる融資はありますか

1 事業No 1-1-5

制度名 災害復興住宅融資（建設購入）

（事業主体） 住宅金融支援機構

概要
　被災者が、住宅を「建設・購入」したときに、低金利の融資を行うものです。特に、東
日本大震災による被災者の方の場合、５年間無利子で融資を受けることができま
す。

期間 平成28年3月31日まで

担当窓口 住宅金融支援機構　お客様コールセンター　災害専用ダイヤル

連絡先
0120-086-353
(PHSなど利用できない場合)048-615-0429（通話料金がかかります）

URL http://www.jhf.go.jp/files/300126471.pdf

関連制度 1-1-6　災害復興住宅融資（補修）

2 事業No 1-1-6

制度名 災害復興住宅融資（補修）

（事業主体） 住宅金融支援機構

概要 　被災者が、住宅を「補修」したときに、低金利の融資を行うものです。

期間 平成28年3月31日まで

担当窓口 住宅金融支援機構　お客様コールセンター　災害専用ダイヤル

連絡先
0120-086-353
(PHSなど利用できない場合)048-615-0429（通話料金がかかります）

URL http://www.jhf.go.jp/files/300126471.pdf

関連制度 1-1-5　災害復興住宅融資（建設購入）

質問Ｎｏ

質問
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1-1-2

1. 支援 （震災）

1-1-2

住宅を再建するときに、利用できる融資はありますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 1-1-7

制度名 災害復興宅地融資

（事業主体） 住宅金融支援機構

概要
　被災者向けに、低金利の融資を行うものです。なお、災害復興住宅融資（建設購
入・補修）との併用は不可となっています。

期間 平成28年3月31日まで

担当窓口 住宅金融支援機構　お客様コールセンター　災害専用ダイヤル

連絡先
0120-086-353
(PHSなど利用できない場合)048-615-0429（通話料金がかかります）

URL http://www.jhf.go.jp/files/100146606.pdf

関連制度 1-1-5　災害復興住宅融資（建設購入）

4 事業No 1-2-8

制度名 災害援護資金貸付

（事業主体） 国

概要
　被災した方のうち、一定所得以下の世帯の方に、被災状況により、
最高３５０万円の貸し付けを行う事業です。

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/engo/engoshikin.html

関連制度 　
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1-1-3

1. 支援 （震災）

1-1-3

住宅を再建するときに、減税はありますか

1 事業No 1-1-11

制度名 東日本大震災に伴う不動産取得税の特例措置

（事業主体） 宮城県

概要
　震災により滅失・損壊した住宅や土地に代わるものと認められる住宅や土地を取
得した場合に、不動産取得税が減免される制度です。

期間 平成33年3月31日まで

担当窓口 宮城県総務部税務課

連絡先 022-211‐2324

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/hisai-fudousan.html

関連制度 （コメント）　各種減税措置は税務署や各市町村税務課まで

質問Ｎｏ

質問
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1-1-4

1. 支援 （震災）

1-1-4

被災をしたが、震災以前に組んでいた既存ローン
（住宅ローン含む）の減免はできますか

1 事業No 1-1-10

制度名 個人債務者の私的整理に関するガイドライン

（事業主体） 私的整理ガイドライン運営委員会

概要
　震災により、既存債務を返済することが困難になった方を対象に、弁護士が債務者
と銀行などの金融機関との間に入り、既存債務の圧縮や減免を手助けするもので
す。

期間

担当窓口 私的整理ガイドラインコールセンター

連絡先 0120-380-883

URL http://www.kgl.or.jp/

関連制度 1-1-2　宮城県住宅再建支援（二重ローン対策）

質問Ｎｏ

質問
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1-2-5

1. 支援 （通常）

1-2-5

住宅を新築するときに、利用できる補助はありますか

1 事業No 1-2-12

制度名 各市町村による独自支援事業（通常）

（事業主体） 市町村

概要
　各市町村で、住宅の独自支援制度を設けています。宮城県住宅課のホームページ
に、まとめた一覧表を掲載しています。（下記URL参照）

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/dokuzishien.html

関連制度 　

2 事業No 1-2-13

制度名 宮城県産材利用エコ住宅普及促進事業

（事業主体） 宮城県

概要
　宮城県産材の木材を一定量使用し、住宅を新築した場合に、補助を行うものです。
被災者は、補助額の拡充があります。

期間 平成26年4月7日（月曜日）から先着順（５００件まで）

担当窓口 宮城県農林水産部林業振興課

連絡先 022-211-2912

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/ekojyuutaku-top.html

関連制度 1-2-15　木材利用ポイント事業

質問Ｎｏ

質問
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1-2-5

1. 支援 （通常）

1-2-5

住宅を新築するときに、利用できる補助はありますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 1-2-15

制度名 木材利用ポイント事業

（事業主体） 国

概要
　地域材を使って住宅を新築・改修した場合に、地域の農林水産品などと交換ができ
る木材利用ポイントが付与されます。

期間 平成27年1月31日まで

担当窓口 木材利用ポイント事務局

連絡先 0570-666-799

URL https://mokuzai-points.jp/

関連制度 1-2-13　宮城県産材利用エコ住宅普及促進事業

4 事業No 1-2-18

制度名 すまい給付金

（事業主体） 国

概要
　消費税改正による負担増を軽減するため、住宅を取得したときに、給付金を給付す
るものです。なお「被災者向け」に、「住まいの復興給付金」という別制度を利用する
ことも可能です。

期間 平成29年12月31日まで

担当窓口 すまい給付金　事務局

連絡先 0570-064-186

URL http://sumai-kyufu.jp/

関連制度 1-1-4　住まいの復興給付金
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1-2-5

1. 支援 （通常）

1-2-5

住宅を新築するときに、利用できる補助はありますか

質問Ｎｏ

質問

5 事業No 1-2-19

制度名 地域型住宅ブランド化事業（事業者向け）

（事業主体） 国

概要 　地元の住宅関連事業者によるグループの提案を、国が採択し補助するものです。

期間

担当窓口 地域型住宅ブランド化事業実施支援室

連絡先 0570-050-792

URL http://www.chiiki-brd.jp/home/tabid/57/index.php

関連制度 3-1-4　宮城県地域型復興住宅推進協議会
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1-2-6

1. 支援 （通常）

1-2-6

既存の住宅を改修するときに、利用できる補助はあ
りますか

1 事業No 1-2-12

制度名 各市町村による独自支援事業（通常）

（事業主体） 市町村

概要
　各市町村で、住宅の独自支援制度を設けています。宮城県住宅課のホームページ
に、まとめた一覧表を掲載しています。（下記URL参照）

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/dokuzishien.html

関連制度 　

2 事業No 1-2-15

制度名 木材利用ポイント事業

（事業主体） 国

概要
　地域材を使って住宅を新築・改修した場合に、地域の農林水産品などと交換ができ
る木材利用ポイントが付与されます。

期間 平成27年1月31日まで

担当窓口 木材利用ポイント事務局

連絡先 0570-666-799

URL https://mokuzai-points.jp/

関連制度 1-2-13　宮城県産材利用エコ住宅普及促進事業

質問Ｎｏ

質問
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1-2-6

1. 支援 （通常）

1-2-6

既存の住宅を改修するときに、利用できる補助はあ
りますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 1-2-17

制度名 みやぎ木造住宅耐震改修工事促進助成事業

（事業主体） 国、宮城県、市町村

概要
　木造住宅を耐震改修したときに、その費用の一部を補助するものです。（上限900、
000円）

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/taishinjigyou.html

関連制度 1-2-16　みやぎ木造住宅耐震診断助成事業

4 事業No 1-2-18

制度名 すまい給付金

（事業主体） 国

概要
　消費税改正による負担増を軽減するため、住宅を取得したときに、給付金を給付す
るものです。なお「被災者向け」に、「住まいの復興給付金」という別制度を利用する
ことも可能です。

期間 平成29年12月31日まで

担当窓口 すまい給付金　事務局

連絡先 0570-064-186

URL http://sumai-kyufu.jp/

関連制度 1-1-4　住まいの復興給付金
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1-2-6

1. 支援 （通常）

1-2-6

既存の住宅を改修するときに、利用できる補助はあ
りますか

質問Ｎｏ

質問

5 事業No 1-2-20

制度名 長期優良住宅リフォーム推進事業（事業者向け）

（事業主体） 国

概要
　既存住宅を改修することで、住宅を一定の性能まで引き上げた場合に、その改修
工事費の一部を補助する制度です。

期間 平成26年8月20日まで

担当窓口 建築研究所長期優良住宅化リフォーム評価室

連絡先 03-5805-0522

URL http://www.kenken.go.jp/chouki_r/

関連制度 　

6 事業No 1-2-21

制度名 介護保険における住宅改修制度

（事業主体） 国

概要
要介護・要支援者が住宅に手すりを取り付けるなど、バリアフリー改修する場合に、
介護保険費が一部支給されるものです。申請にあたり各市町村担当課と事前相談
が必要となります。まずは、ケアマネージャーに相談してみてください。

期間

担当窓口 市町村

連絡先 市町村介護保険担当窓口

URL http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf

関連制度 　
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1-2-7

1. 支援 （通常）

1-2-7

既存の賃貸住宅を改修するときに、利用できる補助
はありますか

1 事業No 1-2-22

制度名 民間賃貸住宅セーフティネット整備推進事業

（事業主体） 国

概要
　空き家のある賃貸住宅を、高齢者や障害者など（住宅確保要配慮者）が入居でき
るように改修する場合に、その改修工事費の一部を補助するものです。改修工事
後、最初に入居される方は、住宅確保用配慮者とする必要があります。

期間 平成26年12月26日まで

担当窓口 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室

連絡先 03-6214-5690

URL http://www.minkan-safety-net.jp/index.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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1-2-8

1. 支援 （通常）

1-2-8

住宅ローンを組むときに、民間の金融機関以外で、
どのような融資がありますか

1 事業No 1-2-8

制度名 災害援護資金貸付

（事業主体） 国

概要
　被災した方のうち、一定所得以下の世帯の方に、被災状況により、
最高３５０万円の貸し付けを行う事業です。

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/engo/engoshikin.html

関連制度 　

2 事業No 1-2-9

制度名 （参考）生活復興支援資金貸付（生活福祉資金貸付）

（事業主体） 社会福祉協議会

概要
　被災した低所得者の方に対して、当面の生活に必要となる経費などの貸し付けを
行う制度です。

期間

担当窓口 社会福祉協議会

連絡先 市町村社会福祉協議会

URL http://www.miyagi-sfk.net/system/loan/node_5560

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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1-2-8

1. 支援 （通常）

1-2-8

住宅ローンを組むときに、民間の金融機関以外で、
どのような融資がありますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 1-2-23

制度名 （参考）母子・寡婦福祉資金

（事業主体） 国

概要
　母子寡婦家庭及び寡婦に資金の貸し付けを行うものです。被災した母子家庭及び
寡婦に対しては、償還金の支払猶予などの特別措置を講じています。

期間

担当窓口 宮城県、仙台市

連絡先 宮城県保健福祉事務所、仙台市各区役所

URL http://zenbo.org/14keizai.html

関連制度 　

4 事業No 1-2-24

制度名 住宅金融支援機構（フラット３５）

（事業主体） 住宅金融支援機構

概要
　民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している長期固定金利の住宅
ローンです。

期間

担当窓口 住宅金融支援機構

連絡先
0120-0860-35
(PHSなど利用できない場合)048-615-0420（通話料金がかかります）

URL http://www.flat35.com/

関連制度 　
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1-2-8

1. 支援 （通常）

1-2-8

住宅ローンを組むときに、民間の金融機関以外で、
どのような融資がありますか

質問Ｎｏ

質問

5 事業No 1-2-25

制度名 地すべり等関連住宅融資

（事業主体） 住宅金融支援機構

概要
　地すべりや急傾斜地の崩壊により被害が生じるおそれのある住宅を移転したり、こ
れに代わる住宅を建設または購入する場合に、利用できる融資です。

期間

担当窓口 住宅金融支援機構

連絡先
0120-0860-35
(PHSなど利用できない場合)048-615-0420（通話料金がかかります）

URL http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/jisuber.html

関連制度 　

6 事業No 1-2-26

制度名 宅地防災工事資金融資

（事業主体） 住宅金融支援機構

概要
地方公共団体から、宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよ
う勧告又は改善命令を受けた方に必要な資金を融資するものです。

期間

担当窓口 住宅金融支援機構

連絡先
0120-0860-35
(PHSなど利用できない場合)048-615-0420（通話料金がかかります）

URL http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/takuchi.html

関連制度 　
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1-2-9

1. 支援 （通常）

1-2-9

消費税が上がりましたが、住宅を取得した場合、利
用できる補助はありますか

1 事業No 1-2-18

制度名 すまい給付金

（事業主体） 国

概要
　消費税改正による負担増を軽減するため、住宅を取得したときに、給付金を給付す
るものです。なお「被災者向け」に、「住まいの復興給付金」という別制度を利用する
ことも可能です。

期間 平成29年12月31日まで

担当窓口 すまい給付金　事務局

連絡先 0570-064-186

URL http://sumai-kyufu.jp/

関連制度 1-1-4　住まいの復興給付金

質問Ｎｏ

質問
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1-2-10

1. 支援 （通常）

1-2-10

木造住宅を新築（改修）したときに、利用できる補
助はありますか

1 事業No 1-2-13

制度名 宮城県産材利用エコ住宅普及促進事業

（事業主体） 宮城県

概要
　宮城県産材の木材を一定量使用し、住宅を新築した場合に、補助を行うものです。
被災者は、補助額の拡充があります。

期間 平成26年4月7日（月曜日）から先着順（５００件まで）

担当窓口 宮城県農林水産部林業振興課

連絡先 022-211-2912

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/ekojyuutaku-top.html

関連制度 1-2-15　木材利用ポイント事業

2 事業No 1-2-15

制度名 木材利用ポイント事業

（事業主体） 国

概要
　地域材を使って住宅を新築・改修した場合に、地域の農林水産品などと交換ができ
る木材利用ポイントが付与されます。

期間 平成27年1月31日まで

担当窓口 木材利用ポイント事務局

連絡先 0570-666-799

URL https://mokuzai-points.jp/

関連制度 1-2-13　宮城県産材利用エコ住宅普及促進事業

質問Ｎｏ

質問
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1-2-10

1. 支援 （通常）

1-2-10

木造住宅を新築（改修）したときに、利用できる補
助はありますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 1-2-19

制度名 地域型住宅ブランド化事業（事業者向け）

（事業主体） 国

概要 　地元の住宅関連事業者によるグループの提案を、国が採択し補助するものです。

期間

担当窓口 地域型住宅ブランド化事業実施支援室

連絡先 0570-050-792

URL http://www.chiiki-brd.jp/home/tabid/57/index.php

関連制度 3-1-4　宮城県地域型復興住宅推進協議会
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1-2-11

1. 支援 （通常）

1-2-11

太陽光発電を設置したときに、利用できる補助はあ
りますか

1 事業No 1-2-14

制度名 宮城県住宅用太陽光発電普及促進事業

（事業主体） 宮城県

概要

　住宅に太陽光発電設備を設置する場合に、補助を実施するものです。なお、太陽
光補助は宮城県・市町村でそれぞれメニューがあります。宮城県土木部住宅課の
ホームページに、県・市町村の住宅に関する支援制度をまとめた一覧表を掲載して
いますので参考にしてください。
（URL：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/dokuzishien.html）

期間 平成27年2月27日まで

担当窓口 宮城県環境生活部再生可能エネルギー室

連絡先 022-211-2654

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/taiyoukougaiyou-h26.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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1-2-12

1. 支援 （通常）

1-2-12

住宅の耐震化について、利用できる補助はあります
か

1 事業No 1-2-16

制度名 みやぎ木造住宅耐震診断助成事業

（事業主体） 国、宮城県、市町村

概要
　木造住宅の耐震診断を実施したときに、その費用の一部を補助するものです。（上
限148、300円）

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/taishinjigyou.html

関連制度 1-2-17　みやぎ木造住宅耐震改修工事促進助成事業

2 事業No 1-2-17

制度名 みやぎ木造住宅耐震改修工事促進助成事業

（事業主体） 国、宮城県、市町村

概要
　木造住宅を耐震改修したときに、その費用の一部を補助するものです。（上限900、
000円）

期間

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/taishinjigyou.html

関連制度 1-2-16　みやぎ木造住宅耐震診断助成事業

質問Ｎｏ

質問
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２．相談
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2-1-1

2. 相談 （震災）

2-1-1

住宅再建について、相談できるところはありますか

1 事業No 2-1-1

制度名 住宅再建相談会

（事業主体） 住宅金融支援機構ほか

概要
　災害復興住宅融資・フラット３５に関する出張相談を実施しています。市町村による
補助制度の相談も可能です（相談会場によります）。相談会のスケジュールは下記
URLを参照して下さい。

担当窓口 住宅金融支援機構　お客様コールセンター　災害専用ダイヤル

連絡先
0120-086-353
(PHSなど利用できない場合)048-615-0429（通話料金がかかります）

URL http://www.jhf.go.jp/files/100520063.pdf

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問

30



2-1-2

2. 相談 （震災）

2-1-2

被災したが、生活支援全般の支援制度について知り
たい

1 事業No 2-1-2

制度名 被災者生活支援ガイドブック

（事業主体） 宮城県

概要
　被災者の生活支援に関する内容と問い合わせ先をまとめたものです。各市町村の
窓口に設置してあるほか、宮城県震災復興・企画部震災復興推進課HPでPDFデー
タを公開しています。（下記URL参照）

担当窓口 宮城県震災復興・企画部震災復興推進課

連絡先 022－211－2408

URL http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/244822.pdf

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-3

2. 相談 （通常）

2-2-3

新築に関する相談は、どこでできますか

1 事業No 2-2-3

制度名 住まいるダイヤル

（事業主体） 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

概要
　住宅の新築・リフォームに関する工事や契約などのトラブルや悩みを、住まいの専
門家が相談に応じます。

担当窓口 住まいるダイヤル

連絡先 0570-016-100

URL https://www.chord.or.jp/

関連制度 2-2-10　リフォーム相談

2 事業No 2-2-6

制度名 みやぎ建築・住宅相談所

（事業主体） 宮城県建築士事務所協会

概要
　住宅の新築やリフォームに関する相談や、耐震診断の申し込みなど、住宅全般の
悩みについて相談を受け付ています。

担当窓口 宮城県建築士事務所協会

連絡先 022-223-7330

URL http://www.miyajikyo.com/soudan.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-4

2. 相談 （通常）

2-2-4

改修に関する相談は、どこでできますか

1 事業No 2-2-3

制度名 住まいるダイヤル

（事業主体） 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

概要
　住宅の新築・リフォームに関する工事や契約などのトラブルや悩みを、住まいの専
門家が相談に応じます。

担当窓口 住まいるダイヤル

連絡先 0570-016-100

URL https://www.chord.or.jp/

関連制度 2-2-10　リフォーム相談

2 事業No 2-2-6

制度名 みやぎ建築・住宅相談所

（事業主体） 宮城県建築士事務所協会

概要
　住宅の新築やリフォームに関する相談や、耐震診断の申し込みなど、住宅全般の
悩みについて相談を受け付ています。

担当窓口 宮城県建築士事務所協会

連絡先 022-223-7330

URL http://www.miyajikyo.com/soudan.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-4

2. 相談 （通常）

2-2-4

改修に関する相談は、どこでできますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 2-2-8

制度名 増改築相談員

（事業主体） 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

概要
　住宅建築の実務を10年以上経験し、一定の講習を受けた相談員が、リフォームに
係る相談対応を実施しています。

担当窓口 住まいるダイヤル

連絡先 各登録相談員（下記ＵＲＬより検索できます）

URL http://www.refonet.jp/meibo/

関連制度 　

4 事業No 2-2-9

制度名 リフォーム見積相談

（事業主体） 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

概要
　リフォームの見積書を担当窓口（住まいるダイヤル）に送付することで、見積書の
チェックを行っています。

担当窓口 住まいるダイヤル

連絡先 0570-016-100

URL https://www.chord.or.jp/reform/consult.html#estimate_check

関連制度 2-2-3　住まいるダイヤル
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2-2-4

2. 相談 （通常）

2-2-4

改修に関する相談は、どこでできますか

質問Ｎｏ

質問

5 事業No 2-2-10

制度名 リフォーム相談

（事業主体） 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

概要 　リフォーム工事に関する相談窓口を設けています。（住まいるダイヤル）

担当窓口 住まいるダイヤル

連絡先 0570-016-100

URL https://www.chord.or.jp/reform/consult.html

関連制度 2-2-3　住まいるダイヤル
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2-2-5

2. 相談 （通常）

2-2-5

不動産の取引に関する相談は、どこでできますか

1 事業No 2-2-4

制度名 不動産無料相談所

（事業主体） 宮城県宅地建物取引業協会

概要 　不動産取引に関する様々な事柄について相談業務を行っています。

担当窓口 宮城県宅地建物取引業協会

連絡先 022-266-9807

URL http://www.miyataku.or.jp/

関連制度 2-2-5　不動産相談室

2 事業No 2-2-5

制度名 不動産相談室

（事業主体） 全日本不動産協会宮城県本部

概要
　不動産取引に関する様々な事柄についての相談業務を行っているほか、ホーム
ページで不動産取引のポイントを紹介しています。

担当窓口 全日本不動産協会宮城県本部

連絡先 022-266-3358

URL http://www.miyagi.zennichi.or.jp/index3.html

関連制度 2-2-4　不動産無料相談所

質問Ｎｏ

質問
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2-2-5

2. 相談 （通常）

2-2-5

不動産の取引に関する相談は、どこでできますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 2-2-12

制度名 宅地建物取引業法に関する相談

（事業主体） 宮城県土木部建築宅地課

概要 　消費者の方からの「宅地建物取引業法」についての相談窓口を設けています。

担当窓口 宮城県土木部建築宅地課

連絡先 022-211-3242

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/soudan.html

関連制度 　

4 事業No 2-2-13

制度名 （参考）宮城県不動産鑑定士協会

（事業主体） 宮城県不動産鑑定士協会

概要 　不動産鑑定など不動産関係の無料相談会を開催しています。

担当窓口 宮城県不動産鑑定士協会

連絡先 022-265-7641

URL http://www.termnet.com/marea/info/fr.html

関連制度 　
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2-2-6

2. 相談 （通常）

2-2-6

公的賃貸住宅の入居相談は、どこでできますか

1 事業No 2-2-7

制度名 県営住宅の入居相談

（事業主体） 各住宅事業主（宮城県・UR・供給公社）

概要
　県営住宅の入居受付等を実施しているほか、UR賃貸住宅や供給公社住宅の入居
受付も実施しています。

担当窓口 宮城県住宅供給公社

連絡先 022-263-0322

URL http://www.miyagi-jk.or.jp/

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-7

2. 相談 （通常）

2-2-7

住宅トラブル（工事内容等）に関する相談は、どこ
でできますか

1 事業No 2-2-3

制度名 住まいるダイヤル

（事業主体） 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

概要
　住宅の新築・リフォームに関する工事や契約などのトラブルや悩みを、住まいの専
門家が相談に応じます。

担当窓口 住まいるダイヤル

連絡先 0570-016-100

URL https://www.chord.or.jp/

関連制度 2-2-10　リフォーム相談

2 事業No 2-2-6

制度名 みやぎ建築・住宅相談所

（事業主体） 宮城県建築士事務所協会

概要
　住宅の新築やリフォームに関する相談や、耐震診断の申し込みなど、住宅全般の
悩みについて相談を受け付ています。

担当窓口 宮城県建築士事務所協会

連絡先 022-223-7330

URL http://www.miyajikyo.com/soudan.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-7

2. 相談 （通常）

2-2-7

住宅トラブル（工事内容等）に関する相談は、どこ
でできますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 2-2-9

制度名 リフォーム見積相談

（事業主体） 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

概要
　リフォームの見積書を担当窓口（住まいるダイヤル）に送付することで、見積書の
チェックを行っています。

担当窓口 住まいるダイヤル

連絡先 0570-016-100

URL https://www.chord.or.jp/reform/consult.html#estimate_check

関連制度 2-2-3　住まいるダイヤル

4 事業No 2-2-11

制度名 建設請負工事契約上の紛争相談（事業者向け）

（事業主体） 建設工事紛争審査会

概要
　建設工事の請負契約に関する紛争を、専門家が解決を図ることを目的として、国土
交通省に中央建設工事紛争審査会及び各都道府県に都道府県建設工事紛争審査
会を設置しています。

担当窓口 建設工事紛争審査会事務局（宮城県土木部事業管理課）

連絡先 022-211-3116

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/funsousinsa.html

関連制度 　
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2-2-7

2. 相談 （通常）

2-2-7

住宅トラブル（工事内容等）に関する相談は、どこ
でできますか

質問Ｎｏ

質問

5 事業No 2-2-18

制度名 宮城県消費生活センター

（事業主体） 宮城県

概要
　商品、サービス、契約など、消費生活に関する消費者からの相談を受け付けてい
ます。

担当窓口 消費生活センター

連絡先 022-261-5161

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/syohiseikatsu-center-index.html

関連制度 　
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2-2-8 

2. 相談 （通常）

2-2-8

高齢者向けの賃貸住宅には、どのようなものがあり
ますか

1 事業No 2-2-14

制度名 高齢者向け住まいを選ぶ前に消費者向けガイドブック

（事業主体） 国

概要
　有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者の住まいの選択に
参考となるガイドブックです。（下記URLから電子版をダウンロードできます。）

担当窓口
社団法人全国有料老人ホーム協会　03‑3548‑1077
一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会　03‑5645‑3573

連絡先
社団法人全国有料老人ホーム協会　03‑3548‑1077
一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会　03‑5645‑3573

URL http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/other/dl/other-03.pdf

関連制度 　

2 事業No 2-2-22

制度名 高齢者の住まい・住み替えに関する相談・情報提供マニュアル

（事業主体） 国

概要
　高齢者が抱える悩みに対して、その解決策などをとりまとめたものです。（下記URL
から電子版をダウンロードできます。）

担当窓口 国土交通省住宅局安心居住推進課

連絡先 03-5253-8111

URL https://www.satsuki-jutaku.jp/doc/manual_sumai_sumikae.pdf

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-8 

2. 相談 （通常）

2-2-8

高齢者向けの賃貸住宅には、どのようなものがあり
ますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 3-2-10

制度名 高齢者の居住の安定確保に関する法律（サービス付き高齢者向け住宅）

（事業主体） 国

概要

　バリアフリー等のハード基準と、安否確認・生活相談サービス等のソフト基準を満た
す、高齢者が入居するための民間の住宅について、申請に応じ登録する制度です。
なお、登録された住宅は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から検
索できます。（下記URL参照）

担当窓口
宮城県土木部住宅課
仙台市都市整備局住環境整備課

連絡先
（宮城県）　022－211－3256
（仙台市）　022－214－8330

URL http://www.satsuki-jutaku.jp/

関連制度 　
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2-2-9

2. 相談 （通常）

2-2-9

住宅リフォームとはどのようなものですか（また
は、補助がありますか）

1 事業No 2-2-15

制度名 住宅リフォームガイドブック

（事業主体） リフォーム推進協議会

概要
　住宅リフォームに関する、事例や工事の流れ、減税制度などを取りまとめたガイド
ブックです。ホームページ上で冊子の申し込みができるほか、電子版のダウンロード
も可能です。（下記URL参照）

担当窓口 リフォーム推進協議会

連絡先 03-3556-5430

URL http://www.j-reform.com/publish/book_guidebook.html

関連制度 　

2 事業No 2-2-16

制度名 住宅リフォーム支援制度検索サイト

（事業主体） リフォーム推進協議会

概要
　各自治体で行っているリフォーム支援制度について、一括して検索できるサイトで
す。（下記URL参照）

担当窓口 リフォーム推進協議会

連絡先 03-3556-5430

URL http://www.j-reform.com/reform-support/

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-9

2. 相談 （通常）

2-2-9

住宅リフォームとはどのようなものですか（また
は、補助がありますか）

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 2-2-17

制度名 住宅リフォーム税制の手引き（事業者向け）

（事業主体） リフォーム推進協議会

概要
　住宅リフォームの減税について、手続き等を解説した手引きです。（下記URLから
電子版をダウンロードできます。）

担当窓口 リフォーム推進協議会

連絡先 03-3556-5430

URL http://www.j-reform.com/zeisei/

関連制度 　
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2-2-10

2. 相談 （通常）

2-2-10

賃貸住宅のトラブルを解決するには、どうしたらよ
いですか

1 事業No 2-2-19

制度名 民間賃貸住宅の原状回復トラブルとガイドライン

（事業主体） 国

概要
　賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、原状回
復の費用負担のあり方について、一般的な基準をガイドラインとして取りまとめたも
のです。（下記URLから電子版をダウンロードできます。）

担当窓口 国土交通省住宅局住宅総合整備課

連絡先 03－5253-8111

URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-11

2. 相談 （通常）

2-2-11

マンション管理に関する相談は、どこでできますか

1 事業No 2-2-20

制度名 宮城県マンション管理士会（事業者向け）

（事業主体） 宮城県マンション管理士会

概要
　管理組合員、区分所有者からの相談に応じています。また、毎月第１第３日曜日に
無料相談会を実施しています。（要：事前予約）

担当窓口 宮城県マンション管理士会

連絡先 022-224-3630

URL http://www.miyagimk.com/

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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2-2-12

2. 相談 （通常）

2-2-12

シックハウス問題についての相談は、どこでできますか

1 事業No 2-2-21

制度名 シックハウス相談回答マニュアル（2005年）

（事業主体） 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

概要
　シックハウスに関するよくある質問などを取りまとめています。（下記URLから電子
版をダウンロードできます。）

担当窓口 住まいるダイヤル

連絡先 0570-016-100

URL https://www.chord.or.jp/tokei/pdf/sickmanual1.pdf

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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３．制度
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3-1-1

3. 制度 （震災）

3-1-1

被災者向けに入居できる賃貸住宅はありますか

1 事業No 3-1-1

制度名 災害公営住宅

（事業主体） 市町村

概要
　自力再建が困難な被災者向けの公営住宅です。入居については入居を希望する
市町に問い合わせてください。（災害公営住宅の整備状況については、下記ＵＲＬを
参照ください。）

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/seibijoukyoul.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-1-2

3. 制度 （震災）

3-1-2

応急仮設住宅に入居（退去）したいのですが、相談
はどこでできますか

1 事業No 3-1-3

制度名 応急仮設住宅

（事業主体） 宮城県

概要

　住宅を失った被災者に対して提供する災害救助法上の一時的に提供する住宅で
す。「プレハブ仮設」と「民間賃貸住宅（みなし仮設）」の２タイプがあり、入居者の入退
去やトラブル等の窓口は、各市町村となっています。宮城県の担当課は震災援護室
となっています（０２２－２１１－３２５７）。

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/nyukyo-jokyo.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-1-3

3. 制度 （震災）

3-1-3

住宅を再建するのに、参考となる事例（物件）はあ
りますか

1 事業No 3-1-4

制度名 宮城県地域型復興住宅推進協議会

（事業主体） 宮城県地域型復興住宅推進協議会

概要
　地元の住宅関連事業者がグループを作り、良質で被災者の方が取得可能な価格
の住宅である「地域型復興住宅」を供給しています。

担当窓口 宮城県建築士事務所協会

連絡先 022-223-7330

URL http://www.hukkoujutaku.com/

関連制度 1-2-19　地域型住宅ブランド化事業（事業者向け）

質問Ｎｏ

質問
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3-1-4

3. 制度 （震災）

3-1-4

被災し、移転したいが、補助はありますか

1 事業No 3-1-5

制度名 がけ地近接等危険住宅移転事業

（事業主体） 市町村

概要
　災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土
地から住宅の移転を支援する事業です。なお、災害危険区域にある住宅も対象とな
ります。

担当窓口 市町村

連絡先 各市町村担当窓口（巻末「付録２」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/6-1-1-gakekin.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-5

3. 制度 （通常）

3-2-5

高性能住宅の制度には、どのようなものがあります
か

1 事業No 3-2-6

制度名 長期優良住宅

（事業主体） 国

概要
　法律に基づき、長く持ち一定の性能を確保した住宅を、申請に応じて計画段階で認
定する制度です。減税措置等のメリットがあります。

担当窓口 宮城県、各所管行政庁

連絡先 各担当窓口（巻末「付録３」参照）

URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html

関連制度 　

2 事業No 3-2-11

制度名 みやぎ版住宅

（事業主体） 宮城県

概要
　宮城県の木材を利用し、一定の性能を確保した住宅を、「登録みやぎ版住宅特性
評価機関」で認定する制度です。

担当窓口 宮城県土木部住宅課

連絡先 022-211-3256

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/m-index.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-5

3. 制度 （通常）

3-2-5

高性能住宅の制度には、どのようなものがあります
か

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 3-2-19

制度名 住宅・建築物の省エネルギー基準

（事業主体） 国

概要
　床面積が３００㎡を越える場合は、住宅・建築物を問わず、省エネ法によるの届出
が必要となります。

担当窓口 宮城県、各所管行政庁

連絡先 各担当窓口（巻末「付録３」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/e-saving.html

関連制度 　

4 事業No 3-2-20

制度名 低炭素建築物

（事業主体） 国

概要
　市街化区域等内において、低炭素化のための措置が行われる新築の建築物は、
その計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。また、認定を受けた
新築の住宅は税制優遇措置の対象となります。

担当窓口 宮城県、各所管行政庁

連絡先 各担当窓口（巻末「付録３」参照）

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/teitansoninntei.html

関連制度 　
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3-2-6

3. 制度 （通常）

3-2-6

住宅の性能が分かる制度や、基準となる法律はあり
ますか

1 事業No 3-2-7

制度名 住宅品質確保促進法

（事業主体） 国

概要
　住宅性能に関する表示基準・制度を設け、紛争の処理体制を整備し、瑕疵担保責
任について特別の定めをする法律です。

担当窓口 宮城県土木部住宅課

連絡先 022－211－3256

URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm

関連制度 3-2-9　住宅瑕疵担保履行法

2 事業No 3-2-8

制度名 住宅性能表示制度

（事業主体） 国

概要 　様々な住宅の性能をわかりやすく表示する制度です。

担当窓口 宮城県土木部住宅課

連絡先 022－211－3256

URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html

関連制度 3-2-7　住宅品質確保促進法

質問Ｎｏ

質問
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3-2-6

3. 制度 （通常）

3-2-6

住宅の性能が分かる制度や、基準となる法律はあり
ますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 3-2-23

制度名 住宅履歴情報

（事業主体） 一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会

概要
　住宅履歴情報とは、住宅の設計、施工、維持管理、権利及び資産等に関する情報
のことです。これらの情報を記録し、蓄積していくことで、住宅の長寿命化等に活用し
ています。

担当窓口 一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会

連絡先 03-5211-8623

URL http://www.iekarute.or.jp/

関連制度 　
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3-2-7

3. 制度 （通常）

3-2-7

賃貸住宅の認定制度はありますか

1 事業No 3-2-10

制度名 高齢者の居住の安定確保に関する法律（サービス付き高齢者向け住宅）

（事業主体） 国

概要

　バリアフリー等のハード基準と、安否確認・生活相談サービス等のソフト基準を満た
す、高齢者が入居するための民間の住宅について、申請に応じ登録する制度です。
なお、登録された住宅は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から検
索できます。（下記URL参照）

担当窓口
宮城県土木部住宅課
仙台市都市整備局住環境整備課

連絡先
（宮城県）　022－211－3256
（仙台市）　022－214－8330

URL http://www.satsuki-jutaku.jp/

関連制度 　

2 事業No 3-2-15

制度名 地域優良賃貸住宅

（事業主体） 国

概要
　高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等、各地域における居住の安定に特に配慮
が必要な世帯に、居住環境の良好な賃貸住宅の供給を促進するため、賃貸住宅の
整備等の費用の助成や家賃の減額に対する助成を行う制度です。

担当窓口
宮城県土木部住宅課
仙台市都市整備局住環境整備課

連絡先
（宮城県）　022－211－3256
（仙台市）　022－214－8330

URL http://www.koujuuzai.or.jp/html/page07_02_02.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-8

3. 制度 （通常）

3-2-8

賃貸住宅への入居支援制度はありますか

1 事業No 1-2-22

制度名 民間賃貸住宅セーフティネット整備推進事業

（事業主体） 国

概要
　空き家のある賃貸住宅を、高齢者や障害者など（住宅確保要配慮者）が入居でき
るように改修する場合に、その改修工事費の一部を補助するものです。改修工事
後、最初に入居される方は、住宅確保用配慮者とする必要があります。

担当窓口 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室

連絡先 03-6214-5690

URL http://www.minkan-safety-net.jp/index.html

関連制度 　

2 事業No 3-2-12

制度名 家賃債務保証

（事業主体） 高齢者住宅財団

概要
　高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯等の方が賃貸住宅に入居す
る際の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことで、賃貸住宅への入居を
支援する制度。

担当窓口 高齢者住宅財団

連絡先 0120-602-708

URL http://www.koujuuzai.or.jp/html/page02_02.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-8

3. 制度 （通常）

3-2-8

賃貸住宅への入居支援制度はありますか

質問Ｎｏ

質問

3 事業No 3-2-17

制度名 仙台市民間賃貸住宅入居支援制度

（事業主体） 仙台市

概要

　仙台市内の民賃の入居希望者で、支払能力があるものの保証人がいないことが
理由で、入居ができない方が対象。家賃等債務保証による入居が可能な物件を紹
介できる不動産業者と、家賃等債務保証を取り扱っている民間保証会社に関する情
報提供を行う事業。

担当窓口 仙台市住環境整備課

連絡先 022-211-1918

URL http://www.city.sendai.jp/sumiyoi/sumai/joho/0517.html

関連制度 　
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3-2-9

3. 制度 （通常）

3-2-9

高齢者向けのリフォーム融資の優遇はありますか

1 事業No 3-2-13

制度名 高齢者向け返済特例制度

（事業主体） 高齢者住宅財団

概要
　住宅金融支援機構による、収入が年金のみの方でも利用しやすい特別なリフォー
ム融資です。毎月の返済は利息のみとなっています。元金は将来死亡した時に一括
で返済する制度となっています。また、連帯保証人は高齢者住宅財団となります。

担当窓口 高齢者住宅財団

連絡先 0120-602-708

URL http://www.koujuuzai.or.jp/html/page02_03.html

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-10

3. 制度 （通常）

3-2-10

住宅リフォームはどのような業者が行っているのですか

1 事業No 3-2-18

制度名 リフォーム瑕疵保険

（事業主体） リフォーム瑕疵保険会社

概要
　リフォーム瑕疵保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。
住宅専門の保険会社（住宅瑕疵担保責任保険法人）が保険を引き受けます。また、
本制度を利用している事業者について、インターネット上で検索することができます。

担当窓口 住宅瑕疵担保責任保険協会

連絡先 下記URL参照

URL http://kashihoken.or.jp/insurance/reform/

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-11

3. 制度 （通常）

3-2-11

住宅リフォームに関して保険はありますか

1 事業No 3-2-18

制度名 リフォーム瑕疵保険

（事業主体） リフォーム瑕疵保険会社

概要
　リフォーム瑕疵保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。
住宅専門の保険会社（住宅瑕疵担保責任保険法人）が保険を引き受けます。また、
本制度を利用している事業者について、インターネット上で検索することができます。

担当窓口 住宅瑕疵担保責任保険協会

連絡先 下記URL参照

URL http://kashihoken.or.jp/insurance/reform/

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-12

3. 制度 （通常）

3-2-12

賃貸住宅のトラブルを、裁判以外で解決できませんか

1 事業No 3-2-14

制度名 民間賃貸住宅分野の裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ）

（事業主体） 国

概要
　国土交通省では、民間賃貸住宅においてトラブルをかかえている場合に、裁判以
外で紛争を解決する方法として、「民間賃貸住宅分野の裁判外紛争解決手続（ＡＤ
Ｒ）」の活用等による電話相談や面接相談体制の整備等を支援しています。

担当窓口 宮城県司法書士会調停センター

連絡先 022-263-6755

URL http://www.miyashikai.jp/ChouteiChirashi.pdf

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-13

3. 制度 （通常）

3-2-13

持家を転貸するときに、利用できる制度はありますか

1 事業No 3-2-16

制度名 住みかえ支援機構マイホーム借り上げ制度

（事業主体） 移住・住みかえ支援機構

概要

　シニア世代（50歳以上）のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安
定した賃料収入を保証するもの制度です。
自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することが可能となりま
す。

担当窓口 移住・住みかえ支援機構

連絡先 03-5211-0757

URL https://www.jt-i.jp/lease/

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-14

3. 制度 （通常）

3-2-14

空き家に関する対策や制度はありますか

1 事業No 3-2-24

制度名 空家住宅情報

（事業主体） 国

概要
　空き家管理の問題や、リフォームや片づけを検討されている方などへ、相談窓口検
索サイト（下記URL参照）では、 地方公共団体等が実施している相談窓口の情報を
検索できます。

担当窓口 すまいづくりまちづくりセンター連合会

連絡先 下記URL参照

URL http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/akiya/

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-15

3. 制度 （通常）

3-2-15

空き家に関する情報はありますか

1 事業No 3-2-16

制度名 住みかえ支援機構マイホーム借り上げ制度

（事業主体） 移住・住みかえ支援機構

概要

　シニア世代（50歳以上）のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安
定した賃料収入を保証するもの制度です。
自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することが可能となりま
す。

担当窓口 移住・住みかえ支援機構

連絡先 03-5211-0757

URL https://www.jt-i.jp/lease/

関連制度 　

2 事業No 3-2-24

制度名 空家住宅情報

（事業主体） 国

概要
　空き家管理の問題や、リフォームや片づけを検討されている方などへ、相談窓口検
索サイト（下記URL参照）では、 地方公共団体等が実施している相談窓口の情報を
検索できます。

担当窓口 すまいづくりまちづくりセンター連合会

連絡先 下記URL参照

URL http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/akiya/

関連制度 　

質問Ｎｏ

質問
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3-2-16

3. 制度 （通常）

3-2-16

住宅の不具合に関する決まりはありますか

1 事業No 3-2-7

制度名 住宅品質確保促進法

（事業主体） 国

概要
　住宅性能に関する表示基準・制度を設け、紛争の処理体制を整備し、瑕疵担保責
任について特別の定めをする法律です。

担当窓口 宮城県土木部住宅課

連絡先 022－211－3256

URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm

関連制度 3-2-9　住宅瑕疵担保履行法

2 事業No 3-2-9

制度名 住宅瑕疵担保履行法

（事業主体） 国

概要

　住宅品質確保促進法に基づき「１０年間の瑕疵担保責任」について、買主が不利
益を被らないよう、事業者に資力の担保等を責任付けた法律です。なお、事業者の
報告先は、宅建業者の売買については「建築宅地課」、建設業者の請負契約につい
ては「事業管理課」となっています。（宮城県の場合）

担当窓口 （届出先）【建設業者】宮城県事業管理課、【宅建業者】建築宅地課

連絡先 各担当窓口

URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/

関連制度 3-2-7　住宅品質確保促進法

質問Ｎｏ

質問
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3-2-17

3. 制度 （通常）

3-2-17

瑕疵担保保険とはどのような制度ですか

1 事業No 3-2-9

制度名 住宅瑕疵担保履行法

（事業主体） 国

概要

　住宅品質確保促進法に基づき「１０年間の瑕疵担保責任」について、買主が不利
益を被らないよう、事業者に資力の担保等を責任付けた法律です。なお、事業者の
報告先は、宅建業者の売買については「建築宅地課」、建設業者の請負契約につい
ては「事業管理課」となっています。（宮城県の場合）

担当窓口 （届出先）【建設業者】宮城県事業管理課、【宅建業者】建築宅地課

連絡先 各担当窓口

URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/

関連制度 3-2-7　住宅品質確保促進法

質問Ｎｏ

質問
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制度名 窓口

あ 3-2-24 制度 空家住宅情報 すまいづくりまちづくりセンター連合会

3-1-3 制度 応急仮設住宅 市町村

か 1-2-21 支援 介護保険における住宅改修制度 市町村

1-1-3 支援 各市町村による独自支援事業（震災） 市町村

1-2-12 支援 各市町村による独自支援事業（通常） 市町村

3-1-5 制度 がけ地近接等危険住宅移転事業 市町村

2-2-7 相談 県営住宅の入居相談 宮城県住宅供給公社

2-2-11 相談 建設請負工事契約上の紛争相談（事業者向け）
建設工事紛争審査会事務局
（宮城県土木部事業管理課）

3-2-10 制度
高齢者の居住の安定確保に関する法律（サービス付
き高齢者向け住宅）

宮城県土木部住宅課
仙台市都市整備局住環境整備課

2-2-22 相談
高齢者の住まい・住み替えに関する相談・情報提供マ
ニュアル

国土交通省住宅局安心居住推進課

2-2-14 相談 高齢者向け住まいを選ぶ前に消費者向けガイドブック
社団法人全国有料老人ホーム協会

一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会

3-2-13 制度 高齢者向け返済特例制度 高齢者住宅財団

1-1-10 支援 個人債務者の私的整理に関するガイドライン 私的整理ガイドラインコールセンター

さ 1-2-8 支援 災害援護資金貸付 市町村

3-1-1 制度 災害公営住宅 市町村

1-1-5 支援 災害復興住宅融資（建設購入）
住宅金融支援機構　お客様コールセン

ター　災害専用ダイヤル

1-1-6 支援 災害復興住宅融資（補修）
住宅金融支援機構　お客様コールセン

ター　災害専用ダイヤル

1-1-7 支援 災害復興宅地融資
住宅金融支援機構　お客様コールセン

ター　災害専用ダイヤル

2-2-21 相談 シックハウス相談回答マニュアル（2005年） 住まいるダイヤル

1-2-24 支援 住宅金融支援機構（フラット３５） 住宅金融支援機構

付録１．住宅相談業務Q&A　事業一覧

50
音

事業
No

項目
事業概要
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制度名 窓口

付録１．住宅相談業務Q&A　事業一覧

50
音

事業
No

項目
事業概要

さ 3-2-9 制度 住宅瑕疵担保履行法
（届出先）【建設業者】宮城県事業管理課、【宅
建業者】建築宅地課

3-2-19 制度 住宅・建築物の省エネルギー基準 宮城県、各所管行政庁

2-1-1 相談 住宅再建相談会
住宅金融支援機構　お客様コールセン

ター　災害専用ダイヤル

3-2-8 制度 住宅性能表示制度 宮城県土木部住宅課

3-2-7 制度 住宅品質確保促進法 宮城県土木部住宅課

2-2-15 相談 住宅リフォームガイドブック リフォーム推進協議会

2-2-16 相談 住宅リフォーム支援制度検索サイト リフォーム推進協議会

2-2-17 相談 住宅リフォーム税制の手引き（事業者向け） リフォーム推進協議会

3-2-23 制度 住宅履歴情報
一般社団法人

住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会

3-2-21 制度 住宅ローン減税 各税務署

1-1-4 支援 住まいの復興給付金
住まいの復興給付金事務局コールセン

ター

1-2-18 支援 すまい給付金 すまい給付金　事務局

2-2-3 相談 住まいるダイヤル 住まいるダイヤル

3-2-16 制度 住みかえ支援機構マイホーム借り上げ制度 移住・住みかえ支援機構

1-2-9 支援 （参考）生活復興支援資金貸付（生活福祉資金貸付） 社会福祉協議会

3-2-17 制度 仙台市民間賃貸住宅入居支援制度 仙台市住環境整備課

2-2-8 相談 増改築相談員 住まいるダイヤル

た 2-2-12 相談 宅地建物取引業法に関する相談 宮城県土木部建築宅地課

1-2-26 支援 宅地防災工事資金融資 住宅金融支援機構

1-2-19 支援 地域型住宅ブランド化事業（事業者向け） 地域型住宅ブランド化事業実施支援室
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制度名 窓口

付録１．住宅相談業務Q&A　事業一覧

50
音

事業
No

項目
事業概要

た 3-2-15 制度 地域優良賃貸住宅
宮城県土木部住宅課

仙台市都市整備局住環境整備課

1-2-25 支援 地すべり等関連住宅融資 住宅金融支援機構

1-2-20 支援 長期優良住宅リフォーム推進事業（事業者向け）
建築研究所

長期優良住宅化リフォーム評価室

3-2-6 制度 長期優良住宅 宮城県、各所管行政庁

3-2-20 制度 低炭素建築物 宮城県、各所管行政庁

は 1-1-11 支援 東日本大震災に伴う不動産取得税の特例措置 宮城県総務部税務課

1-1-1 支援 被災者生活再建支援金 市町村

2-1-2 相談 被災者生活支援ガイドブック 宮城県震災復興・企画部震災復興推進課

2-2-5 相談 不動産相談室 全日本不動産協会宮城県本部

2-2-4 相談 不動産無料相談所 宮城県宅地建物取引業協会

3-1-2 制度 （参考）防災集団移転 市町村

1-2-23 支援 （参考）母子・寡婦福祉資金 宮城県、仙台市

ま 1-1-2 支援 宮城県住宅再建支援（二重ローン対策） 宮城県土木部住宅課

1-2-13 支援 宮城県産材利用エコ住宅普及促進事業 宮城県農林水産部林業振興課

1-2-14 支援 宮城県住宅用太陽光発電普及促進事業 宮城県環境生活部再生可能エネルギー室

1-2-16 支援 みやぎ木造住宅耐震診断助成事業 市町村

1-2-17 支援 みやぎ木造住宅耐震改修工事促進助成事業 市町村

2-2-6 相談 みやぎ建築・住宅相談所 宮城県建築士事務所協会

2-2-13 相談 （参考）宮城県不動産鑑定士協会 宮城県不動産鑑定士協会

2-2-18 相談 宮城県消費生活センター 消費生活センター
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制度名 窓口

付録１．住宅相談業務Q&A　事業一覧

50
音

事業
No

項目
事業概要

ま 2-2-20 相談 宮城県マンション管理士会（事業者向け） 宮城県マンション管理士会

3-1-4 制度 宮城県地域型復興住宅推進協議会 宮城県建築士事務所協会

3-2-11 制度 みやぎ版住宅 宮城県土木部住宅課

1-2-22 支援 民間賃貸住宅セーフティネット整備推進事業
民間住宅活用型住宅セーフティネット整備

推進事業実施支援室

2-2-19 相談 民間賃貸住宅の原状回復トラブルとガイドライン 国土交通省住宅局住宅総合整備課

3-2-14 制度 民間賃貸住宅分野の裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ） 宮城県司法書士会調停センター

1-2-15 支援 木材利用ポイント事業 木材利用ポイント事務局

や 3-2-12 制度 家賃債務保証 高齢者住宅財団

ら 2-2-9 相談 リフォーム見積相談 住まいるダイヤル

2-2-10 相談 リフォーム相談 住まいるダイヤル

3-2-18 制度 リフォーム瑕疵保険 住宅瑕疵担保責任保険協会

3-2-22 制度 リフォーム減税 各税務署
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市町村名 電話番号 市町村名 電話番号

仙台市 022-261-1111 蔵王町 0224-33-2211

（青葉区） 022-225-7211 七ヶ宿町 0224-37-2111

（宮城野区） 022-291-2111 大河原町 0224-53-2111

（若林区） 022-282-1111 村田町 0224-83-2111

（太白区） 022-247-1111 柴田町 0224-55-2111

（泉区） 022-372-3111 川崎町 0224-84-2111

石巻市 0225-95-1111 丸森町 0224-72-2111

塩竈市 022-364-1111 亘理町 0223-34-1111

気仙沼市 0226-22-6600 山元町 0223-37-1111

白石市 0224-22-1331 松島町 022-354-5701

名取市 022-384-2111 七ヶ浜町 022-357-2111

角田市 0224-63-2111 利府町 022-767-2111

多賀城市 022-368-1141 大和町 022-345-1111

岩沼市 0223-22-1111 大郷町 022-359-3111

登米市 0220-22-2111 富谷町 022-358-3111

栗原市 0228-22-1122 大衡村 022-345-5111

東松島市 0225-82-1111 色麻町 0229-65-2111

大崎市 0229-23-2111 涌谷町 0229-43-2111

加美町 0229-63-3111

美里町 0229-33-2111

女川町 0225-54-3131

南三陸町 0226-46-2600

付録２．市町村窓口一覧

※代表の番号となっています
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建築地（管轄範囲） 特定行政庁名 問い合わせ先 連絡先

白石市，角田市，刈田郡（蔵王
町，七ヶ宿町），柴田郡（大河原
町，村田町，柴田町，川崎町），
伊具郡（丸森町）

大河原土木事務所
建築班

0224-53-3918（直通）

名取市，岩沼市，多賀城市，亘理
郡（亘理町，山元町），黒川郡（大
和町，大郷町，富谷町，大衡
村），宮城郡（松島町，七ヶ浜町，
利府町）

仙台土木事務所建築班 022-297-4347（直通）

加美郡（色麻町，加美町），遠田
郡（涌谷町，美里町）

北部土木事務所建築班 0229-91-0737（直通）

栗原市
北部土木事務所栗原地域
事務所建築担当

0228-22-2168（直通）

東松島市，牡鹿郡（女川町） 東部土木事務所建築班 0225-94-8691（直通）

登米市
東部土木事務所
登米地域事務所建築担当

0220-22-2775（直通）

気仙沼市，本吉郡（南三陸町）
気仙沼土木事務所
建築班

0226-24-2538（直通）

仙台市内 仙台市
都市整備局住環境部
建築指導課

022-261-1111（代表）

塩竈市内 塩竈市 建設部建築課 022-364-1111（代表）

石巻市内 石巻市
建設部
建築指導課

0225-95-1111（代表）

大崎市内 大崎市 建設部建築住宅課 0229-23-8057（直通）

建築宅地課 022-211-3241

住宅課 022-211-3256

宮城県

宮城県 土木部

付録３．各特定行政庁・所管行政庁窓口一覧
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