
福岡市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助要領 

令和３年４月１日 

住計第 677 号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、福岡市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業制要綱（以下「要綱」という。）に

基づき、市が認定事業者に対して高齢者向け優良賃貸住宅の整備（既存の住宅等の改良（用途

の変更を伴うものを含む。以下同じ。）によるものを含む。）及び家賃の減額に要する費用の

一部を補助することに関し、細目を定めることにより、事業を推進し、高齢者の居住の安定に

資することを目的とする。 

   

（通則） 

第２条 補助金の交付に関しては、この要領及び関係法令によるほか市補助金交付規則の定める

ところによる。 

   

（用語の定義） 

第３条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、要綱において定めるものの他、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

  (1) 土地所有者等 

    土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を

有するもの（次号に規定する地方住宅供給公社等を除く。）をいう。 

  (2) 地方住宅供給公社等 

    福岡市住宅供給公社（以下「公社」という。）並びに市(その出資され､又は拠出された金

額の全部が市により出資され､又は拠出されている法人を含む｡)の出資又は拠出に係る法人

で賃貸住宅の整備及び管理を行うことを目的とするもので、市長が必要と認めるもの。 

  (3) 高齢者向け優良賃貸住宅等 

    第５号及び第６号に掲げる賃貸住宅をいう。 

  (4) 高齢者向け優良賃貸住宅 

    要綱第３条第３号に規定する賃貸住宅をいう。 

  (5) 高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型 

    高齢者向け優良賃貸住宅であって、土地所有者等が整備及び管理を行う賃貸住宅をいう。 

  (6) 高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型 

    高齢者向け優良賃貸住宅であって地方住宅供給公社等が整備及び管理を行う賃貸住宅並び

に地方住宅供給公社が要綱第１８条の規定による市の要請を受け整備及び管理を行う要綱第

１９条各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅をいう。 

  (7) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業 

    高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型若しくは高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型の整備を行う者又は入

居者の家賃の減額をする者に対し、それぞれ整備に係る工事（以下「整備工事」という。）に

要する費用又は家賃の減額に要する費用を市が本補助要領に基づいて補助を行い、高齢者向

け優良賃貸住宅の供給する事業をいう。 



  (8) 認定計画 

    要綱第５条第１項の規定に基づき市長の認定を受けた認定計画をいう。 

  (9) 管理期間 

    認定計画に記載された管理の期間をいう。 

  (10)共同住宅の共用部分等 

    要綱第１４条第２項第２号に定める共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必

要な施設をいう。 

  (11)加齢対応構造等 

    要綱第４条第２項第３号に規定する加齢対応構造等をいう。 

  (12)認定事業者等 

    要綱第６条に規定する認定計画事業者その他高齢者向け優良賃貸住宅等の整備及び管理を

行う者をいう。 

  (13)社会福祉施設等 

    次に掲げる施設をいう。 

   ア 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）、児童福

祉法（昭和 22 年法律第 164 号）、母子及び寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）、老人

福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）、身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）、知的

障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）、又は老

人保健法（昭和 57 年法律第 80 号）に定める施設又は同法に定める事業の用に供する施設 

   イ 学校教育法（昭和 26 年法律第 26 号）に定める専修学校又は各種学校で、社会福祉施設

に関係している施設 

   ウ 民間事業者による老後の保健又は福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律

（平成元年法律第 26 号）に定める特定民間施設 

   エ 医療法（昭和 26 年法律第 205 号）に定める医療提供施設で、ア、イ、又はウと一体的に

整備される施設 

 

 

（補助対象） 

第４条 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業の補助対象は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲

げる費用とする。 

  (1) 高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型の整備及び高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型の整備（既存の住宅

等の改良によるものに限る。） 

   ア 共同住宅の共用部分等整備費 

   イ 加齢対応構造等整備費 

   ウ 団地関連施設整備費 

   エ 土地整備費（高齢者向け優良賃貸住宅供給事業のうち市街地再開発事業（都市再開発法

（昭和 44 年法律第 38 号）による市街地再開発事業をいう。）、優良建築物等整備事業（優

良建築物等整備事業制度要綱（平成６年６月 23 日付け建設省住街発第 63 号建設省住宅局

長通知）に基づき行われる優良建築物等整備事業をいう。）又は地区再開発事業（地区再



開発事業制度要綱（平成 12 年３月 24 日付け建設省都再発第 19 号都市局長通知）に基づき

行われる地区再開発事業をいう。）の国庫補助採択基準に該当するもの（以下「再開発型

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業」という。）に限る。） 

  (2) 高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型の建設 

   ア 住宅の建設費（高齢者向け優良賃貸住宅以外にあっては管理期間が２０年以上のものに

限る。） 

   イ 団地関連施設整備費 

   ウ 土地整備費（再開発型高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に限る。） 

  (3) 高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型及び高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型の家賃の減額 

   ア 家賃の減額に要する費用 

２ 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業の補助対象となる高齢者向け優良賃貸住宅は、要綱及び実

施要領に定めるほか、市長が別に定める整備基準に該当するものでなければならない。 

３ 高齢者向け優良賃貸住宅のうち既存住宅等の改良によるものにあっては、耐力、耐火性能、

耐用年数等を勘案して整備後概ね２０年間、使用が可能なものでなければならない。 

 

 

第２章 整備費補助 

（共同住宅の共用部分等整備に係る補助金の額） 

第５条 共同住宅の共用部分等整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良貸住宅Ａ型の整備及び

高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型の整備（既存の住宅等の改良によるものに限る。）にあっては、

次に掲げる額を合計した額（以下「住宅の共用部分等整備に係る費用」という。）の当該３分

の２に相当する額を限度とする。 

   なお、次の各区分に定める項目については、住宅局所管補助事業関連共同施設整備等補助要

領細目第２第３項に定めるところによるものとする。 

  (1) 共同施設整備に係る費用 

    次に掲げる費用を合計した額。 

   ア 公園整備費 

   イ 広場整備費 

   ウ 緑地整備費 

   エ 通路整備費 

   オ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費 

   カ 駐車施設整備費 

   キ 高齢者等生活支援施設整備費 

  (2) 住宅共用部分整備に係る費用 

    次に掲げる費用を合計した額。ただし、住宅共用部分整備に係る費用（コに掲げる費用を

除く。）について、本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、公表され

ている直近の年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について第２の規定により算

定される標準主体附帯工事費に、低層住宅（地上階数２以下のものをいう。以下次項におい

て同じ。）、中層住宅（地上階数３以上５以下のものをいう。以下次項において同じ。）及び



高層住宅（地上階数６以上のものをいう。以下次項において同じ。）の区分に応じ、それぞ

れ次の表に掲げる数値を乗じて得た額とヌに掲げる費用との合計額を住宅共用部分整備に係

る費用とすることができる。 

   

区分 数値 

低層住宅 100分の５ 

 

中層住宅 

 

100分の15 

（ただし、階段室型住棟のものにあっ

ては100分の10） 

高層住宅 100分の15 

 

    ア 共用通行部分整備費 

    イ 防災性能強化工事費 

    ウ 機械室（電気室を含む。）整備費 

    エ 集会所及び管理事務所整備費 

    オ 避難設備の設置費 

    カ 消火設備及び警報設備の設置費 

    キ 監視装置の整備設置費 

    ク 避雷設備設置費 

    ケ 電波障害防除設備設置費 

    コ 社会福祉施設等との一体的整備費 

２ 前項の規定による補助金額の算定については、前項第１号キ及び前項第２号コの費用以外の

共同施設等整備に係る費用（以下「高齢者生活支援施設を除く共同施設等整備に係る費用」と

いう。）が、公表されている直近の年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について

第２の規定により算定される標準主体附帯工事費に次の表に掲げる住宅の区分に応じてそれぞ

れ同表に定める数値を乗じて得た額（以下「高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事

費」という。）を超えるときは、高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費を高齢者

生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用とみなす。 

        

区分 数値 

低層住宅 100分の20 

 

中層住宅 

 

100分の30 

（ただし、階段室型住棟のものにあっ

ては100分の25） 

高層住宅 100分の30 

 

３ 高齢者生活支援施設のうち、次に掲げる用件を満たすもの（以下 「地域開放型高齢者生活支

援施設」という。）の整備に要する費用に係る補助については、高齢者向け優良賃貸住宅の戸

数に２を乗じて得られた数を当該高齢者向け優良賃貸住宅の戸数とみなし、第１項の規定を適



用することができる。 

  (1) 高齢者生活支援施設が地域開放（高齢者向け優良賃貸住宅と同時に整備される高齢者向け

優良賃貸住宅以外の住宅への開放を含む。）されるものであること。 

  (2) 高齢者生活支援施設を整備する団地における高齢者向け優良賃貸住宅の戸数が 20 戸以上

であり、かつ、団地内又は周辺地域において、高齢者生活支援施設の利用が想定される高齢

者の居住する住宅の戸数が当該高齢者向け優良賃貸住宅の戸数を上回ると見込まれるもので

あること。 

４ 前３項の規定によらず、第 10 条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の共同施設等整

備に係る費用は、当該承認年度において前項の規定により算定された費用以下とする。 

   

 

（加齢対応構造等に係る補助金の額） 

第６条 加齢対応構造等に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型の整備及び高齢者向

け優良賃貸住宅Ｂ型の整備（既存の住宅等の改良によるものに限る。）にあっては、次に掲げ

る費用を合計した額（以下「加齢対応構造等に係る費用」という。）の当該３分の２に相当す

る額を限度とする。 

   ただし、第 10 条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の第２号に係る費用の適用は当

該承認年度において算出した費用以下とする。 

   なお、次の各区分に定める項目(第３号を除く。)については、住宅局所管補助事業関係共同

施設整備等補助要領細目第３第３項に定めるところによるものとする。 

  (1) 高齢者等生活支援施設整備費（警報装置の整備に要する費用） 

  (2) 高齢者等生活支援施設整備費（高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設

備の設置に要する費用） 

  (3) 共用通行部分整備費 

    エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール（ただし、個別の住宅に専用的又は閉

鎖的に使用されるものを除く。）の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工

事費。 

    工事費算定式 

         Ｓ３ 

    Ｑ＝Ｃ×   ＋Ｅ 

         Ｓ２ 

Ｑ ：エレベーターの設置に要する費用 

Ｃ ：住宅を含む建築物全体の建築主体工事費（全体の建築工事費から屋内設備工事費

及び屋外附帯工事費を除いた額） 

Ｓ２：住宅を含む建築物全体の延べ面積 

Ｓ３：補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計 

Ｅ ：エレベーター設備工事費 

２ 次の第１号に掲げる要件を満たす全面的な改善を行う場合の高齢者向け優良賃貸住宅の整備

（既存の住宅等の改良によるものに限る。）に係る前項第１号及び第２号の費用は、前項の規



定に関わらず、次の第２号により算出される費用の合計額とする。 

  (1) 全面的な改善の要件 

   ア 適改善手法評価（住宅の 適な改善手法を判定するために、別に定めるところに従い

公的機関等により行われる評価（躯体の耐震性及びコンクリート品質の診断を含む。）を

いう。）により全面的な改善が適切な手法であるものと事前に判定されたものであること。 

   イ 次に掲げる改善を全て行うものであること。ただし、住宅の存する住棟について安全性

が確保されている場合には（イ）を除く。 

(ｱ) 躯体以外の内装、設備等住戸内部全体又は大部分にわたって行う住戸部分（バルコニ

ー部分を含む。）の改善で、居住性向上を目的とした設備等の改善及び高齢者の利用に

供するための設備等の改善を行うもの。 

(ｲ) 安全性を確保するための改善（耐震改修、外壁の防災安全性改修を含む。） 

   ウ 原則として、住棟の共用部分及び当該住棟周囲の屋外・外構部分について高齢者等の利

用に供するための改善（地上階３階以上にある住宅について全面的な改善を行う場合で、

当該住宅の存する住棟にエレベーターが設置されていない場合にあっては、エレベーター

の設置を含む。）を併せて行うものであること 

   エ 第２号ア及びイに掲げる住宅にあっては、住棟単位又は団地単位で改善（当該住宅の存

する住棟又は団地内の他の住宅の住戸部分については、管理期間に応じた適切な居住水準

とするために必要な改善）を行うものであること（おおむね 10 年以内の期間で、段階的に

実施されるものを含む。） 

(2) 全面的な改善に係る費用 

    一の高齢者向け優良賃貸住宅に係る改善工事（バルコニー部分の工事を含む。）に要する

費用の総額から一戸当たり 500 千円（従前居住者からの退去時の徴収額が一戸あたり 500 千

円を上回る場合は、当該額）を除いた額。ただし、次に掲げる区分に従い、それぞれに掲げ

る式により算出される額を限度とする。 

   ア 高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型 

      Ａ＝3、000 

         Ａ：戸当たり工事費単価（単位：千円／戸）（以下、同じ。） 

   イ 高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型（公営住宅等関連事業推進事業制度要綱（平成６年６月 23

日付け建設省住建発第 55 号）第３第２項の規定により策定された公共賃貸住宅ストック総

合活用計画に基づいて行われるもので、改良後の住宅について概ね 30 年以上引き続き管理

されるものに限る。） 

      Ａ＝3、000+1、000×Ｍ／40 

      Ｍ：高齢者向け優良賃貸住宅の平均住戸専用面積（単位：㎡） 

 

（団地関連施設整備に係る補助金の額） 

第７条 団地関連施設整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型及び高齢者向け優

良賃貸住宅Ｂ型にあっては、団地関連施設工事に要する費用として、次に掲げる費用を合計し

た額（ただし、１戸当たり 2、668 千円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」と

いう。）の当該３分の１に相当する額を限度とする。 



   ただし、第 10 条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の団地関連施設整備に係る費用

の適用は当該承認年度において算出した費用以下とする。 

  (1) 給水施設の整備に要する費用（用地取得造成費を含む。） 

  (2) 排水処施設の整備に要する費用（用地取得造成費を含む。） 

  (3) 道路の整備に要する費用（用地取得造成費を含む。） 

  (4) 公園の整備に要する費用（用地取得造成費を含む。） 

   

（土地整備に係る補助金の額） 

第８条 土地整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型及び高齢者向け優良賃貸住

宅Ｂ型の建設にあっては、次に掲げる費用を合計した額（以下「土地整備に係る費用」という。）

のうち当該３分の２に相当する額を限度とする。 

   なお、次の各区分に定める項目については、住宅局所管補助事業関係共同施設整備等補助要

領細目第２第３項に定めるところによるものとする。 

  (1) 建築物除去等費 

  (2) 仮設店舗等設置費 

   

（住宅の建設に係る補助金の額） 

第９条 住宅の建設に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型の建設にあっては、次に

掲げる費用を合計した額（以下「住宅の建設に係る費用」という。）の当該３分の１に相当す

る額を限度とする。 

   なお、第３号に定める項目(キを除く。)については、住宅局所管補助事業関係共同施設整備

等補助要領細目第２第３項に定めるところによるものとする。 

  (1) 主体工事費 

   ア 建築主体工事費 

   イ 屋内設備工事費 

   ウ 店舗等を併存させる高齢者向け優良賃貸住宅（以下「併存型住宅」という。）の建築主

体工事及び屋内設備工事に係る負担金 

  (2) 屋外附帯工事費 

   ア 整地工事費 

   イ 道路工事費 

   ウ 給排水工事費 

   エ 電気ガス工事費 

   オ 境界垣、植樹及び緑地整備工事費 

   カ 物干場設備及びじんあい処理設備工事費 

   キ 併存型住宅の屋外附帯工事に係る負担金 

  (3) 共同施設工事費 

   ア 公園整備費 

   イ 広場整備費 

   ウ 緑地整備費 



   エ 通路整備費 

   オ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費 

   カ 駐車場施設整備費 

   キ 高齢者生活支援施設整備費で次に掲げる施設の整備に要する費用を合計した額（高齢者

向け優良賃貸住宅１戸につき 1、436 千円を限度とする。） 

    (ｱ) 総合生活サービス窓口 

    (ｲ) 情報提供施設 

    (ｳ) 生活相談サービス施設 

    (ｴ) 食事サービス施設 

    (ｵ) 交流施設 

    (ｶ) 健康維持施設 

    (ｷ) 介護関連施設 

    (ｸ) 前各号に掲げる施設に付随する収納施設等 

２ 高齢者生活支援施設のうち、地域開放型高齢者生活支援施設の整備に要する費用に係る補助

については、高齢者向け優良賃貸住宅の戸数に２を乗じて得られた数を当該高齢者向け優良賃

貸住宅の戸数とみなし、前項の規定を適用することができる。 

３ 併存型住宅の補助対象となる工事費は、次に掲げる額を合計した額とする。 

  (1) 住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できる工事費のうち、住宅の部分の工事費 

  (2) 住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できない工事（共用通行部分、共同施設、特殊基

礎等がある場合はそれを含む。）のうち次の算式により算出した工事費 

         Ｄ 

   Tb＝Ｔ×     

        Ｄ＋Ｓ 

    Tb：住宅の部分の工事費。 

Ｔ：住宅の部分と住宅の部分の水平投影下の併存部分の工事費のうち、両部分に明らかに

区分できない工事費 

    Ｄ：住宅の部分の延べ面積 

    Ｓ：住宅の部分の水平投影下の併存部分の延べ面積 

４ 前３項の規定による補助金の額の算定については、住宅の建設に係る費用が別に定める標準

主体附帯工事費及び共同施設工事費を合計することにより算出する標準工事費を超えるとき

は、標準工事費を住宅の建設に係る費用とみなす。 

   

（補助金の額に係る端数計算） 

第１０条 高齢者向け優良賃貸住宅の整備工事に係る補助金の額の算定については、建設費補助

基本額に相当する市費が、それぞれ千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとす

る。 

   

 

（全体設計の承認） 



第１１条 認定事業者は、整備費補助事業の実施が複数年度にわたるものに係る初年度の整備費

補助金の交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、年度毎の事業費の額及び事業完了の予

定時期等について、全体設計承認申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

   なお、当該事業に係る事業費の総額及び年度毎の事業費を変更する場合も同様とする。 

２ 市長は、前項の承認申請を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場

合は、当該全体設計を承認し、認定事業者に通知するものとする。 

   

（整備費補助金交付の申請及び決定） 

第１２条 認定事業者は、整備費補助を受けようとするときは、高齢者向け優良賃貸住宅の整備

の当該年度に係る部分について指定した期日までに整備費補助金交付申請書（様式第２号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたとき

は、補助金の交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定に基づく補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるとき

は、当該交付の決定について必要な条件を付すことができる。 

   

（整備費補助事業の内容の変更） 

第１３条 認定事業者は、整備費補助事業の内容を変更しようとする場合、各号に定めるところ

により市長に申請を行わなければならない。 

  (1) 次に掲げる整備費等補助事業の内容を変更しようとするときで、決定された補助金の額に

変更を生じない場合は、認定事業者は、事業内容変更申請書（様式第３号）により、市長の

承認を得なければならない。 

   ア 高齢者向け優良賃貸住宅の敷地の位置又は面積の変更 

   イ 住宅の用に供される部分の面積の変更 

   ウ 高齢者向け優良賃貸住宅の配置又は間取りに関する重要な変更もしくは構造又は階数の

変更 

  (2) 整備費等補助事業の内容を変更しようとするときで、決定された補助金の額に変更を生じ

る場合、認定事業者は補助金交付変更申請書（様式第４号）を市長に提出し、市長の承認を

得なければならない。 

   市長は、整備費等補助金交付変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認

めたときは、整備費等補助事業の内容を変更することについて承認するとともに第７条第２

項の規定を準用し、整備費等補助金の変更交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するも

のとする。 

   

（整備費等補助事業の中止又は廃止） 

第１４条 認定事業者は、整備補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業

中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を提出し、市長の承認を受けなければならない。 

   

（整備費補助事業の遂行） 



第１５条 認定事業者は、要綱の規定及び整備費等補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件、その他法令の規定に従い、善良な管理者の注意をもって整備補助事業を行わなければな

らない。 

   

（状況報告） 

第１６条 認定事業者は、整備費補助事業の遂行状況に関し、次の各号に掲げる書類を当該各号

に定めるところにより市長に提出しなければならない。 

(1) 着工届（様式第６号） 

    高齢者向け優良賃貸住宅の整備工事着手後 10 日以内 

(2) 事業遂行状況報告書（様式第７号） 

    毎会計年度四半期（第４四半期を除く。）毎に四半期経過後 10 日以内 

   

（遂行等の命令） 

第１７条 市長は、前条の各号に掲げる書類により、認定事業者が整備費補助金の交付の決定の

内容又はこれに付した条件に従って整備費補助事業を遂行していないと認めるときは、当該認

定事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じることができる。 

２ 市長は、認定事業者が前項の命令に違反したときは、当該認定事業者に対し、整備費補助事

業の遂行の一時中止を命じることができる。 

   

（補助事業完了期日の変更） 

第１８条 認定事業者は、整備費補助金交付決定通知書に記された事業完了の期日までに当該補

助事業が完了しない場合は、速やかに事業の未完了報告書（様式第８号）により市長の承認を

受けなければならない。 

２ 前項の承認に基づく完了期日の変更により、当該年度に係る整備費補助金の額に変更を生じ

る場合は、当該補助事業の整備費補助金の交付の決定があった会計年度の 12 月 28 日までに、

第 12 条第２号の規定の例により補助金交付変更手続を行わなければならない。 

   

（実績報告等） 

第１９条 認定事業者は、整備費補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書（様式第

９号）にその他参考となる書類を添え、市長に提出しなければならない。 

２ 認定事業者は、整備補助事業が複数年度にわたるものにおいては、初年度の末日までに、年

度終了実績報告書（様式第 10 号）にその他参考となる書類を添え、市長に提出しなければなら

ない。 

   

（整備費補助金の額の確定） 

第２０条 市長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、報告書等の内容の審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、完了した整備補助事業の成果が整備費補助金の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたと整備費補助金

の交付決定額を確定し、当該認定事業者に通知するものとする。 



   

（補助金の請求及び交付） 

第２１条 認定事業者は、整備補助事業が完了したときは、速やかに補助金交付請求書（様式第

11 号）により補助金の交付を市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、請求

書を受理した日から 30 日以内に、認定事業者に補助金を交付するものとする。 

   

（是正のための措置） 

第２２条 市長は、第 19 条第１項の完了実績報告書を受理した場合において、当該事業の成果が

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるた

めの措置をとるよう認定事業者に命じることができる。 

   

（交付決定の取り消し） 

第２３条 市長は、認定事業者が次の各号の一に該当した場合は、整備費補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

  (1) 整備費補助金の交付の決定後、天災地変その他事情変更により、工事の全部又は一部を継

続する必要がなくなったとき 

  (2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき 

  (3) 工事を中止し、又は廃止したとき 

  (4) 整備費補助金を他の用途に使用したとき 

  (5) 工事を予定期間に着手せず、又は完了しないとき 

  (6) 整備費補助対象工事費の清算額が補助対象経費に達しないとき 

  (7) 整備費補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、又は関係法令に違反したと

き 

  (8) 工事内容及び工事費並びに事情の変更等により、補助対象額が減額となったとき 

２ 前項の規定は、整備費補助事業の交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用す

るものとする。 

                                                              

（補助金の返還命令） 

第２４条 市長は、前条の整備費補助金の交付を取り消した場合においては、工事の当該取り消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるこ

とができる。 

２ 前項の規定よる整備費補助金の返還の期限は、補助金の交付決定の取り消しの通知の日又は

補助金の額の確定の日から 30 日以内とする。 

 

 

 

第３章 家賃減額補助 

（高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助の額） 



第２５条 一の高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸

住宅Ａ型及び高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型にあっては家賃から入居者負担額を控除した額に当

該高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じた額とし、入居者負担額が家賃の額を超える場合

は、補助金の額は０円とする。 

ただし、平成 22 年４月 1 日以降に供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅につい

て、家賃から入居者負担額を控除した額が４万円を超える場合は、４万円に当該高齢者向け優

良賃貸住宅の管理月数を乗じた額を家賃の減額に係る補助金の限度額とする。 

２ 平成 19 年９月４日以降に供給計画の認定を受け、かつ、平成 21 年４月１日以降に管理開始

した高齢者向け優良賃貸住宅について、前項に定める入居者負担額の算定の方法は、当該高齢

者向け優良賃貸住宅の家賃に次の表に定める入居者の所得に応じた入居者負担率を乗じた額を

当該高齢者向け優良賃貸住宅における床面積が 小の住戸の入居者負担額とし、その他の床面

積の住戸の入居者負担額は、床面積が 小の住戸の入居者負担額に 小の床面積に対する各戸

の床面積の比率を乗じた額とする。 

  ただし、床面積には入居者が共同して利用する居間、食堂、台所、浴室等共同利用部分の面

積を含むものとし、また、算定した入居者負担額は百円未満を切り上げた百円単位の額とする。 

 

入居者の所得 
入居者負担率 

（床面積が 小の住

戸） 

 104、000 円以下  ６５％ 

 104、000 円を超え 123、000 円以下  ７０％ 

 123、000 円を超え 139、000 円以下  ７５％ 

 139、000 円を超え 158、000 円以下  ８０％ 

 158、000 円を超え 186、000 円以下  ８８％ 

 186、000 円を超え 214、000 円以下  ９７％ 

 214、000 円を超え 487、000 円以下 １００％ 

 

３ 高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型及び高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型において、所得が要綱第 16 条

の規定に基づき市長が定める額を超える入居者については、家賃の減額に係る補助は行わない

ものとする。 

   ただし、当該入居者であっても、家賃の減額に係る補助打ち切りまでの経過措置として、所

得が要綱第１６条の規定に基づき市長が定める額を超えてから１年間に限り、市は認定事業者

等に対し補助する額のうち、家賃と従前の所得に応じて前項の規定により算出した入居者負担

額の差額の２分の１を限度として補助することができるものとする。 

４ 家賃及び入居者負担額については、毎年度 10 月１日（10 月２日以降に新たに管理を開始す

る場合にあっては入居可能日、９月 30 日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。

以下「基準日」という。）現在の数値を用いるものとする。 

５ 高齢者向け優良賃貸住宅Ａ型にあっては、前項の管理月数の算定において、次の各号のいず

れかの住宅に該当することとなる期間を管理月数から控除するものとする。ただし、入居者の



所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行う。 

  (1) 空家住宅 

(2) 所得が要綱第１６条の規定に基づき市長が定める額を超える者が入居している高齢者向け

優良賃貸住宅（当該入居者の所得が、基準日の属する年の１月１日から９月 30 日までに同居

親族の増加等により当該額以下となる場合及び第４項の規定による経過措置を適用する場合

を除く。） 

  (3) 入居者が高齢者ではない住宅 

６ 高齢者向け優良賃貸住宅Ｂ型にあっては基準日において前項の各号のいずれかの住宅に該当

するものについて、家賃の減額に係る補助は行わないものとする。ただし、入居者の所得の算

定については、前項のただし書き規定を準用する。 

７ 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅（前項

に規定する補助対象外の高齢者向け優良賃貸住宅を除く。）について、第１項及び第２項の規

定により算出される一の高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助金の額を合計した額

（以下「家賃減額補助金額」という。）とする。 

８ 家賃減額補助金額の算定に当たっては、千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるも

のとする。 

   

（前払家賃を受領する場合の家賃の減額に係る補助金の額） 

第２６条 法第 52 条の認可を受けて賃借人の終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を

前払金として一括して受領する場合の前条の入居者負担額は、規則第 22 条に規定する前払い家

賃の算定の基礎となる家賃の月額（以下「前払い家賃算定基礎額」という。）と高齢者向け優

良賃貸住宅の入居者が毎月毎に支払う家賃とを合計した額とする。 

   

（家賃の減額に係る補助金の交付の期間） 

第２７条 家賃の減額に係る補助金の交付の期間は、高齢者向け優良賃貸住宅の管理開始後 10 年

間とする。 

 

（入居者負担額の決定） 

第２８条  認定事業者は、毎年度家賃減額補助を受けようとするときは７月末日までに、新たに

家賃減額を受けて入居しようとする者がある場合においては入居に係る契約締結時に、各々必

要な書類を添付して、市長に入居者負担額の決定申請（様式第 12 号）をしなければならない。 

２ 市長は、前項の決定申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、各

入居者毎に入居者負担額を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。 

３ 入居者負担額の決定は各入居者毎に期間を定めて行うものとし、毎年度  家賃減額補助を

受けようとする場合にあっては、当該年度の 10 月１日から翌年度の９月 30 日までの期間、新

たに家賃減額を受けて入居しようとする者がある場合においては入居日から９月 30 日までの

期間とする。 

４ 認定事業者は、入居者が第１項に規定する書類を市長に提出しない場合は、その入居者につ

いて家賃の減額を行わないものとする。 



 

（家賃減額補助金交付の申請及び決定）  

第２９条 認定事業者は、毎年度家賃減額補助を受けようとするときは、家賃減額補助金交付申

請書（様式第１３号）に、必要な書類を添付し、当該年度の３月１日までに市長に提出しなけ

ればならない。 

２  市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金

の交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定に基づき家賃減額補助金の交付を決定する場合において必要があると認

めるときは、当該交付の決定について必要な条件を付すことができる。 

４ 家賃減額補助金交付の申請額は、各住戸毎に当該年度における補助金の額を算定し、これを

加えた額とし各住戸の補助金の額は、各住戸の１箇月の契約家賃の額と入居者負担額との差額

に当該年度の４月１日から３月 31 日までの間における入居者の入居する月数を乗じて算定す

るものとする。 

    ただし、入居者の入居日数が１箇月に満たない月があるときは、その月に係る補助金の額は

１箇月を 30 日とした日割り計算により算定するものとし、家賃減額補助交付申請時点で申請日

以降に入居予定の者又は退去予定の入居者がある場合の補助の期間については、入居予定日又

は退去予定日を始期又は終期として算定するものとする。 

５ 次に該当する者は、家賃減額補助金交付決定をすることができない。 

(1)本市の市税を滞納している者 

(2)福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。以下「暴排条例」 

という。）第２条第２号に規定する暴力団員 

(3)法人でその役員のうち前号に該当する者のあるもの。 

(4)暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

６ 市長は、家賃減額補助金交付の申請について、前項に関する照会確認を行うときは、誓約書

兼同意書（様式第 26 号）と申請者（法人であるときは、その役員）の氏名（フリガナを付した

もの）、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。 

 

（家賃減額補助金の変更） 

第３０条 認定事業者は家賃減額補助金の交付決定後において、当該補助金の額に変更が生 

 じたときは、家賃減額補助金交付変更申請書を、３月末日までに、市長に提出しなければなら 

 ない。 

  但し、当該補助金の額が減ずる場合については、この限りではない。 

２ 市長は、前項の交付変更申請書を受理したときは、補助金の交付変更を決定し、認定事業者

に通知するものとする。 

 

（実績報告等） 

第３１条 認定事業者は、当該年度における補助事業の実施状況について、家賃減額補助事業実

績報告書（様式第 15 号）に、補助金清算調書及び補助事業の成果を添付して、毎年度３月末日

までに市長に報告しなければならない。 

   



（家賃減額補助金の額の確定） 

第３２条 市長は、認定事業者から事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助

金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付決定額を確定し、認定事業者に

通知するものとする。 

２ 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、又はこの補助金の交

付の決定の内容若しくはこれに付した条件、又は関係法令に違反したときは、補助金の額の確

定、未確定にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

３ 前項により交付決定を取り消した場合、市長は、原則として補助金の新たな支給を停止する

とともに、事情により、取り消し事由の発生した時点に遡って補助金を返還させることができ

る。 

 

 （家賃減額補助金の請求） 

第３３条  第３２条の規定による補助金の額の確定通知を受けた認定事業者は、速やかに市長に

請求しなければならない。 

２ 市長は、第１項により請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたと

きは、請求書を受理した日から 30 日以内に、認定事業者に補助金を交付する。 

 

（家賃減額補助金の請求等の代行） 

第３４条  管理者は、認定事業者の委任を受けて補助金の請求及び受領に関する業務を認定事業

者に代わって行うことができる。 

  

第４章 その他 

 

  （補助金の経理及び取扱い） 

第３５条 認定事業者は補助金について、事業主体の歳入歳出予算等における科目別計上金額を

明らかにする調書を作成しておかなければならない。 

   

（指導監督） 

第３６条 市長は高齢者向け優良賃貸住宅供給事業に係る補助事業の円滑な進捗を図るため、認

定事業者に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査することができる。 

   

（処分等） 

第３７条 この要領に基づく補助を受けた高齢者向け優良賃貸住宅の全部又は一部について、３

ヶ月以上要綱第５条第７号に規定する資格を有する入居者が確保できないときは、要綱第９条

の規定に基づき、市長の承認を受けて、当該全部又は一部を当該資格を有する者以外の者に賃

貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。 

２ この補助要領に定めるところにより補助を受けた高齢者向け優良賃貸住宅等（高齢者向け優

良賃貸住宅を除く。）で管理開始後 20 年以内のものに係る用途廃止については、次の第１号か

ら第４号のいずれかに該当するものとして地方整備局長等の承認を受けた場合に限り用途の廃



止をすることができるものとする。 

  (1) 災害、老朽化等により高齢者向け優良賃貸住宅として引き続き管理することが不適当なと

き 

  (2) 建替えを行うため必要があるとき 

  (3) 都市計画事業等を施行するため必要があるとき 

  (4) その他やむを得ない事情があるとき 

３ この補助要領に定めるところにより補助を受けた高齢者向け優良賃貸住宅等Ｂ型（高齢者向

け優良賃貸住宅を除く。）で、管理開始後 20 年以内のものに係る譲渡については、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）その他法令の規定によるほか、次の各号に該当するものとして地方

整備局長等の承認を受けた場合に限り譲渡できるものとする。 

  (1) 当該地域の実情から、高齢者向け優良賃貸住宅として引き続き管理する必要がなく、かつ、

その敷地を将来の都市施設用地等の公有地として保有する必要がないこと 

  (2) 譲渡の対価が適正であること 

  (3) 譲渡後も住宅その他環境の維持保全が適正に行われると認められること 

 

（運営） 

第３８条 補助金の交付等に関しては、法、令、規則及び次の各号に定めるところにより行わな

ければならない。 

  (1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号） 

  (2) 国土交通省所管補助金等交付規則（平成 12 年内閣府・建設省令第９号） 

  (3) 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領細目（平成 12 年３月 24 日付け建設省住備発

第 42 号、住街発第 29 号、住整発第 27 号、住防発第 19 号、住市発第 12 号建設省住宅局長

通知） 

  (4) 公営住宅等建設費統合補助等実施要領（平成 13 年国住備発第 号） 

  (5) 補助金等の交付に関する事務の委任について（昭和 38 年５月 13 日付け建設省会発第 285

号各都道府県土木建築主観部長あて建設省会計課長通知） 

  (6) 補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年３月 12 日付け建設省会発第 74

号建設事務次官通知） 

  (7) 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年４月 15 日付け建設省 

住発第 120 号住宅局長通知） 

  (8)住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について（平成７年 11 月 20 日付け建設省住

総発第 172 号住宅局長通知） 

  (9)建設省所管補助事業における食糧費の支出について（平成７年 11 月 20 日付け建設省会発第

641 号建設事務次官通知） 

  (10)その他関連通知等に定めるもの 

  

附 則 

この要領は、平成１４年３月１４日から適用する。 

 



附 則 

この要領は、平成１７年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２５年３月１３日から適用する。 

２ 前項の施行の日までに管理開始した高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例によ

る。 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この要領は、平成２９年３月３１日をもって廃止する。なお、周期到来後の継続については、

その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この要領は、令和３年３月３１日をもって廃止する。なお、周期到来後の継続については、

その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。 

 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年９月３０日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要領は、令和７年３月３１日をもって廃止する。なお、周期到来後の継続については、

その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。 

 

 

 


