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１．背景と目的  
これまで、阪神淡路大震災、東日本大震災等の大規模災害時での経験や教訓を踏

まえ、被災者への円滑な住まいの提供の在り方について、国を中心とした検討が進

められてきた。 

平成２４年には、国土交通省・株式会社価値総合研究所において「災害時におけ

る民間賃貸住宅の活用について（被災者に円滑に応急借上げ住宅を提供するための

手引き）」が作成され、それを受けて、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会

においても、「大規模災害時等における被災者への住まい確保方策に関する調査研

究」が平成２４年度、２５年度で行われ、取りまとめられている。 

上記した検討は、災害発生後の対応に重点を置かれているが、内閣府では、災害

が発生する前の事前準備が重要であるとし、昨年度にガイドラインの検討を行い、

本年度に公表する予定である。 

一方、広域的なネットワークを有する当協会においても、これら国のガイドライ

ンを受けて、事前の備えを行い、災害発生時には被災者の生活再建に貢献していく

ことが望まれる。 

よって、本検討では、これまでの大規模災害時での行政や不動産流通業界の具体

的対応や、国が示してきたガイドライン等の情報整理を行った上で、当協会の特性

を踏まえた事前準備を中心とした大規模災害対応指針の検討を行うものとする。 
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２．大規模災害発生時におけるこれまでの自治体及び不動産流通業界の対応  
大規模な災害が発生した場合において、住宅を失った被災者が住居を早急に確保

できるよう、災害救助法に基づき、「応急仮設住宅」が被災者に供与される。 

応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、

自らの資力では住家を得ることができないものに供与される住宅である。種類とし

ては、①建設し供与するもの（以下「建設型仮設住宅」という。）、②民間賃貸住宅

を借上げて供与するもの（以下「借上型仮設住宅」という。）、又は③その他適切な

方法により供与するもの、の３種類とされている。 

借上型仮設住宅については東日本大震災において本格的に運用され、平成 28 年

熊本地震や平成 30 年７月豪雨災害においても数多くの借上型仮設住宅が供与され

た。なお、被災者に対して借上型仮設住宅を供与する際には、各県の不動産流通団

体が賃貸借契約書の作成等に協力を行っている。 

本章では、「東日本大震災」、「平成 28 年熊本地震」、「平成 30 年７月豪雨災害」及

び「令和元年台風第 15 号及び第 19 号による被害」の４つの大規模災害について、

被災者に対して借上型仮設住宅を供与するまでの自治体及び不動産流通業界の対応

を整理する。 
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２－１．東日本大震災  
（１）借上型仮設住宅の供与実績  
①災害の概要 

平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分に、東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）が発

生した。地震により大津波が発生し、東北地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をも

たらした。また、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下などにより、各種ライフライ

ンも寸断された。さらに、東日本大震災に引き続く福島第一原子力発電所の事故に

より、特に福島県内には「全町避難」や役場機能の移転を余儀なくされた自治体が

あり、多くの住民も県内外の他自治体において避難生活を送ることとなった。 

 

②借上型仮設住宅の概要 

（ア）入居者の要件 

【岩手県】 

①災害により住家が全壊、全焼又は流出した者。また、半壊以上の被害であるが

取り壊しが必要であるなど、自らの住家に居住できない者。 

②長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより、長期にわたり自ら

の住家に居住できない者。 

※プレハブ建築による応急仮設住宅の入居対象者と同じであること。 

※他市町村からの避難者、他県からの避難者（主に宮城県・福島県）からの避難

者も対象となること。 

（出典）岩手県「民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅の設置に係る事務取扱」より 

 

【宮城県】 

①災害により住家が全壊、全焼又は流出するなど居住する住家がない者で、自ら

の資力をもってしては、住宅を確保することのできないなど、長期間にわたっ

て住家に戻ることが難しいと見込まれる者 

②長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより、長期にわたり自ら

の住家に居住できない者。 

※プレハブ建築による応急仮設住宅の入居対象者と同じであること。 

※市町村域を超えての避難者、他県からの避難者も対象となること。 

（出典）宮城県「民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅の設置に係る事務取扱」より 

 

【福島県】 

入居者は、「応急仮設住宅及び借り上げ住宅の入居条件」の対象世帯とする。 

また、下記世帯を優先的に入居させるよう努めるとともに、住宅と状況と世帯

人数、家族構成を勘案し、公平、適正に選定するものとする。 

なお、市町村の状況に応じ、適宜優先的入居に関する基準を定めることができ

る。 

ア ７５歳以上の者がいる世帯 

イ 重度の障がい等を有する者がいる世帯 
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ウ 妊婦、３歳未満の乳幼児がいる世帯 

エ ３歳以上１５歳未満の児童が３人以上いる世帯 

（出典）福島県「応急仮設住宅及び借上げ住宅の募集要項（H23.3.28）」より 

 

（イ）借上住宅の条件 

【岩手県】 

市町村が選定する民間賃貸住宅（アパート、貸家等）、空き家。 

※賃料の目安は、別添のとおりであること。 

住宅間取り 入居世帯員数 月額賃料 

１Ｋ １人（単身） ３２，０００円 

１ＤＫ １～２人 ４２，０００円 

２Ｋ ２人 ４５，０００円 

２ＤＫ ２～３人 ４８，０００円 

２ＬＤＫ ２～４人 ６８，０００円 

３ＤＫ ４人 ５７，０００円 

３ＬＤＫ ４人以上 ６９，０００円 

上記金額は目安であり、上限額として上記金額に２０，０００円

を加えた金額を上限額の目安とする。 

 

※「「災害時における民間賃貸住宅の媒介などに関する協定」に基づく民間賃貸

住宅の媒介等の情報提供について」（H23.3.28 付け建住第 1177 号）により各市

町村あて物件情報を送付しているので、参考とされたいこと。 

※市町村や被害者が不動産業者や物件所有者等から直接情報を入手した物件も

対象となること。 

（出典）岩手県「民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅の設置に係る事務取扱」より 

 

【宮城県】 

民間賃貸住宅（アパート、貸家 等）で、貸主が県を借主とする三者契約に同意

しているもの 

※賃料の目安は、別表のとおりであること。 

住宅間取り 入居世帯員数 月額賃料 

１Ｋ １人（単身） ３２，０００円 

１ＤＫ １～２人 ４２，０００円 

２Ｋ ２人 ４５，０００円 

２ＤＫ ２～３人 ４８，０００円 

２ＬＤＫ ２～４人 ６８，０００円 

３ＤＫ ４人 ５７，０００円 

３ＬＤＫ ４人以上 ６９，０００円 
 

（出典）宮城県「民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅の設置に係る事務取扱」より 
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【福島県】 

１ 室面積は、法に基づく応急仮設住宅の基準室面積（29.7 ㎡）を基準とし、入

居予定者の家族の状況に配慮した面積とする。 

２ 借上げる賃貸住宅の家賃は、県内の標準家賃を勘案し、原則６万円以下とす

る。 

３ 借上げ住宅の設置期間は、原則１年間する。ただし、入居者の生活再建の状

況により、さらに１年間延長することができる。 

※下線箇所はＨ23.4.20 に追加 

（出典）福島県「福島県借上げ住宅実施要項（H23.3.24）」より 

 

（ウ）契約方式 

【岩手県】 

岩手県では当初、被災者が「応急仮設住宅（民間賃貸住宅借り上げ）入居申込書」

を市町村に提出し、市町村が物件を管理する宅地建物取引業者等に照会するなどに

より、被災者の希望物件と空室物件とのマッチングを行い、物件を選定していた。 

５月以降、被災者自ら見つけた物件についても物件調査を行い、借主を県に切り

替えるための契約事務を行うようになった。 

 

【宮城県】 

宮城県も岩手県同様、被災者が市町村に対して民間賃貸住宅への入居の申込を行

い、市町村が入手した民間賃貸住宅の物件情報について、賃料名の目安などを参考

に、入居を希望する世帯の状況を照らし合わせてマッチングを行っていた。 

宮城県ではまず仙台市を他の自治体のモデルケースとすべく、４月 18 日からマ

ッチング作業を行ったが、マッチング作業が難航したため、４月 27 日から被災者が

自ら探した物件のうち、入居者の要件と借上住宅の条件を満たすものについては借

上住宅とするようになった。 

さらに、平成 23 年４月 30 日に厚生労働省から契約を県名義に置き換える「切替

契約」についても応急借上げ住宅制度の対象とするとの通知があったため、３月 11

日から４月 30 日までの期間に被災者地震が契約したもののうち、入居者の要件と

借上住宅の条件の両方を満たすものについては、５月１日付けで三者契約に切り替

える事務を行うようになった。 

 

【福島県】 

福島県では、不動産流通団体がリストアップした賃貸住宅の空き家について、①

借上げ住宅が今後起きるであろう余震等に対し安全であること、②応急仮設住宅に

比して過度に贅沢でないもの、の条件に合致するものを選定し、市町村にリストを

提供し、市町村が公募し選定することとしていた。 

なお、福島県では借上げ住宅として契約したものの、入居者が確定していない物

件については、６月末までの家賃を支払うことで解約できるという手続きを行った。 
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（エ）契約関係 

県名 契約者数 具体的な契約者 

岩手県 ３者 

甲：住宅所有者 

乙：岩手県知事 

丙：被災者（乙が丙に転貸） 

宮城県 ３者 

甲：住宅所有者 

乙：宮城県知事 

丙：被災者（乙が丙に使用承諾） 

福島県 ３者 

甲：住宅所有者 

乙：福島県知事（乙が被災者に転貸） 

丙：事務代行市町村 

（出典）各県の契約書を基に（株）価値総合研究所作成 

 

（オ）契約期間 

県名 対象 契約期間 契約方法 

岩手県 
新規 

契約締結日から２年間 普通建物賃貸借契約 
切替 

宮城県 

新規 契約締結日から２年間 

定期建物賃貸借契約 
切替 

Ｈ23.4.30 までに契約 

→Ｈ23.5.1 から２年間 

Ｈ23.5.1 以降の契約 

→契約締結日から２年間 

福島県 

新規 
契約締結日からＨ24.3.31 

定期建物賃貸借契約 
切替 

再契約 
新規：Ｈ24.4.1～Ｈ26.3.31 

切替：契約日～Ｈ26.3.31 

（出典）各県の契約書を基に（株）価値総合研究所作成 
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（カ）費用負担 

 

（出典）各県の資料より（株）価値総合研究所作成 

 

③借上型仮設住宅の供給実績 

東日本大震災の被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における借上型仮設住宅の

入居状況を見ると、平成 24 年３月に 大 54,760 戸が供与されており、令和元年 12

月末日時点において、今なお３県で 1,882 戸の借上型仮設住宅が供与されている。 

 

 

図表 2-1 借上型仮設住宅の入居状況の推移 

（出典）岩手県、宮城県、福島県 HP より（株）価値総合研究所作成 

岩手県 宮城県 福島県
賃料 ⾏政 ⾏政 ⾏政

共益費（管理費） ⾏政 ⾏政
当初は入居者、その後は、賃
料要件の範囲内分のみ⾏政負
担

退去時修繕負担⾦
（敷⾦）

⾏政（賃料2か⽉分） ⾏政（賃料2か⽉分） ⾏政（賃料2か⽉分）

礼⾦ なし なし なし

仲介⼿数料 なし
⾏政
（賃料0.525か⽉分限度）

⾏政
（賃料0.525か⽉分限度）

損害保険料 ⾏政 ⾏政 ⾏政
駐⾞場料⾦ 入居者 入居者 ⾏政（１台分）
自治会費 入居者 入居者 入居者
更新料 なし なし なし
公共料⾦ 入居者 入居者 入居者

その他

・給湯設備、ガスコンロ、照
明器具、カーテンの整備に係
る費用について10万円を上限
に供与する。

・カーテン，エアコン等の生
活必需品を取り付けた場合、
20万円を限度として⽀払う。
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（２）自治体及び不動産流通業界の対応  
①自治体 

【岩手県】 

岩手県では（一社）岩手県宅地建物取引業協会、及び、（公社）全日本不動産協会

岩手県本部との間に、平成 22 年３月に災害時の無料媒介等の協力について協定を

締結していた。協定には、「協定の発動は口頭で行うことができる」とされていたた

め、災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定書に基づく準備についての

依頼文を、３月 12 日に両団体の事務所に投函した。 

その後、12 日に（一社）岩手県宅地建物取引業協会会長と面談し、直ちに協定が

発動され、提供可能な民間賃貸住宅のリストアップ作業の依頼、並びに、民間賃貸

住宅の便乗値上げの防止について要請を行った。 

さらに 16 日には経済団体（商工会議所連合会・経済同友会）に対して社宅の空き

ストック等の提供協力依頼を、18 日には（公社）全国賃貸住宅経営協会岩手県支部

に対して提供可能な民間賃貸住宅のリストアップを依頼した。 

岩手県は 25 日に関係団体から提供された住戸リスト（2,909 件）を取りまとめ、

28 日に各市町村及び各振興局に送付した。 

当初、岩手県は民間賃貸住宅の借り上げ件数を 200 件程度と想定していたが、６

月２日時点で 1,029 件の申し込みがあり、８月４日には 3,696 件の申し込みとなっ

た。民間賃貸住宅の契約事務について、当初は生活再建課の職員６名（うち臨時職

員１名）で対応していたが、申込の件数が多いことに加え県に送付されてくる契約

書に誤りが多いことから、事務処理に大変時間が掛かったため、７月 11 日からは

14 名体制（担当課６名＋他部局職員４名＋東京都職員４名）、25 日からは 24 名体制

（担当課６名＋他部局職員 14 名＋東京都職員４名）、29 日からは 36 名体制（担当

課６名＋他部局職員 24 名＋東京都職員４名＋その他２名）で事務処理を行った。 

 

【宮城県】 

宮城県では建設型仮設住宅の整備を進めるとともに、その補完的な措置として借

上型仮設住宅の提供を行うこととし、３月 22 日から 24 日に沿岸市町を中心に説明

会を開催し、４月８日付けで取り扱いについて各市町村に通知を行った。 

宮城県は当初マッチング方式で借上型仮設住宅の提供を行っていたが、４月 30 日

付で当時災害救助法を所管していた厚生労働省から切替契約についても国庫負担の

対象とする旨の通知が出されたため、借上型仮設住宅制度に関する問い合わせが増

加し、事務フローを見直すこととなり、５月 13 日付けで市町村に改めて取り扱いに

ついての通知を行うこととなった。 

当初、宮城県は民間賃貸住宅の借り上げ件数を 2,000 件程度と想定していたが、

入居要件の緩和やエアコンなどの設備を国庫負担するなどの弾力的運用が行われた

こともあり、想定を大幅に上回る申込件数となった。 

そのため、４月当初は保健福祉部保健福祉総務課災害救助法対応チーム８名のう

ち民間賃貸住宅担当が２名、５月中旬からは同チームに６名増員され民間賃貸住宅

担当が６名になった。７月１日には 13 名で民間賃貸住宅の事務処理に当たったう
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えに、電話応対専門非常勤職員を５名採用した。加えて市町村に対しても県職員を

応援職員として派遣した（１日平均 14 名程度）。 

契約審査事務については、保健福祉部内職員 10 人に３週間協力してもらったが、

それでも人数が足りずに山形県職員５名が６週間、全庁から 30 名が９週間の応援

を受けて契約審査事務に対応した。 

重ねて、家賃や退去修繕負担金等の支払事務についても想定外の振込処理（例え

ば家賃と退去修繕負担金の振込先を別口座にするなどの処理）が多発したこと、そ

もそも宮城県の支払業務の体系やシステムが短期間に膨大な支払いを行うことを想

定していなかったこと、等の理由により支払事務に相当の時間を要することとなっ

た。 

その後、借上型仮設住宅の提供を円滑にするため、一連の業務のうち、「契約書の

審査」、「支払い」、「明細書の発行」等については９月以降、民間業者に業務委託を

行った。 

 

【仙台市】 

東日本大震災当時、災害救助法上、政令指定都市は一般市町村と同様の扱いであ

った。災害救助法により市町村への一部事務委任が可能であったため、仙台市は宮

城県から事務委任を受けたり、管理事務委託協定を結んだりすることで、応急仮設

住宅の提供を行った。 

 

図表 2-2 宮城県と仙台市の役割分担 

応急仮設住宅の種類 役割分担 

借上げ公営住宅等 Ｈ23.3.25 災害救助法に基づき宮城県から一部事務委任 

借上げ民間賃貸住宅 Ｈ23.3.25 宮城県と仙台市とで管理事務委託協定 

プレハブ仮設住宅 
Ｈ23.3.25 宮城県と仙台市とで管理事務委託協定 

Ｈ23.10.26 災害救助法に基づき宮城県から一部事務委任 

（出典）「災害時における民間賃貸住宅の活用について（資料編）」 

 

仙台市では応急仮設住宅（プレハブ住宅・借上げ公営住宅等・借上げ民間賃貸住

宅）の第１次募集開始のため、４月８日から 10 日にかけて、区役所等での募集要項

配布、ホームページ掲載、プレスリリース（新聞の生活関連情報として掲載、テレ

ビの生活関連情報としてテロップ放映）、応急仮設住宅コールセンターでの案内、被

災者支援情報ダイヤルでの案内を行い、11 日から 18 日にかけて募集を行った。 

借上げ民間賃貸住宅については、宮城県が事前に民間賃貸住宅約 400 物件を借り

上げ、不動産業界３団体から構成される民間賃貸支援室がマッチングする方式とし

たが、申込者 1,048 件に対して入居決定が 156 戸（うち事前借上げ物件は 129 戸）

にとどまった。マッチング方式は効率的・効果的な運用が難しいため、27 日から随

時募集を行うこととなった。随時募集の受付期間は６月 10 日までとされ、７月末で

新規受付は終了することとなった。新規契約件数は 4,782 件、切替契約件数は 3,583

件となった。 
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【福島県】 

東日本大震災の発災翌日である３月 12 日に福島県全域に災害救助法が適用され

たことを受け、福島県の地域防災計画に基づき、応急仮設住宅の建設を知事（福島

県）が実施することとなった。応急仮設住宅建設の担当部局は土木部であり、被災

直後より応急危険度判定士の派遣や応急仮設住宅のニーズの把握に努めたが、広範

かつ甚大な被害によりニーズの把握は難航した。加えて原発事故による避難指示等

が出されたこともあり、著しく避難者が増大したため、応急仮設住宅の建設と並行

した住宅確保の取り組みが必要となった。そのため、３月 13 日までに県内の公営住

宅の空き状況を把握し、随時更新するとともに、翌 14 日には県営住宅の一般募集の

停止を連絡するなど、被災者への県営住宅の住戸提供のための準備を行った。 

これら準備を踏まえ、３月 22 日に避難住民の住宅対策として「応急仮設住宅の供

給」、「民間住宅の借上げ」、「公営住宅等空家の提供」の３つの対策により、７月末

までに 20,000 戸とする住宅供給の目標を決定し、「被災者住宅相談窓口」を開設し

た。翌 23 日には、被災者住宅入居相談窓口専用ダイヤルを設置するなど、被災者か

らの相談に対応するための体制を整えた。また 24 日には「福島県借上げ住宅実施要

綱」等を策定して、県が民間住宅を借上げて避難者等へ供給する制度を創設すると

ともに、４月 22 日には、借上げ住宅の特例措置制度を創設し、発災直後から平成 23

年４月 30 日までの期間に、既に避難住民が自ら手続きして入居した県内の民間賃

貸住宅で、一定の要件を満たすものについては、県の借上げ住宅として取り扱うこ

ととするなど、被災者の負担軽減に取り組んだ。 

民間借上げ住宅を提供するために、福島県庁内の他部局及び他都道府県から派遣

された職員が「応援職員」として対応した。ピーク時は 83 名の応援職員が対応し、

５月 13 日までに 735 名が応援職員として対応した。 

民間借上げ住宅にかかる家賃等支払事務にも多くの人員が必要であり、70 名から

100 名体制で対応した。 
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②不動産流通業界 

【岩手県】 

○災害協定に関して 

（一社）岩手県宅地建物取引業協会（以下、「岩手宅建」とする。）は、東日本大

震災が発生する約１年前の平成 22 年３月 16 日に「災害時における民間賃貸住宅

の媒介等に関する協定 （以下、「災害協定」とする。） 」を、岩手県県土整備部（以

下、「県土整備部」とする。）との間で締結していた。災害協定は、岩手県内に災害

が発生した場合、岩手県地域防災計画に基づく民間協力の一環として、協定締結団

体（岩手宅建等）が、被災者が住むための民間賃貸住宅の情報提供及び媒介（無報

酬で実施）の協力を行うというものであった。 

 

○空き家物件情報の提供 

３月 12 日（土）に岩手宅建会長宅に県土整備部建築住宅課総務課長から「災害

時における民間賃貸住宅の媒介等の準備の依頼について」の通知文書が届けられ、 

13 日に岩手県庁を訪問、県土整備部建築住宅課の総務課長及び担当者から、災害協

定に基づき、「空家物件情報の提供」の依頼があった。 

14 日から約 600 社の会員に対してファックスを用いて空き家物件情報の提供を

依頼した。会員からファックスで送られた情報は岩手宅建職員が入力を行い、空き

家物件情報を地区ごとに整理し、25 日に県土整備部に対して 1,656 件の空き家物件

情報を提供した。 

 

○借上げ住宅の提供 

４月 21 日に岩手県保健福祉部地域福祉課より、平成 23 年東北地方太平洋沖地震

及び津波に係る災害救助法第 23 条第１項の規定に基づく応急仮設住宅として、民

間賃貸住宅を借り上げるとの連絡を受け、改めて空き家物件情報の提供依頼がなさ

れ、それ以降、応急借上げ住宅の提供に協力することとなった。 終的に保健福祉

部に対して、2,332 件の空き家物件情報を地区別に整理して提供した（５月 17 日）。 

なお、５月７日には一関支部の協力のもと一関市主催の「被災者向け民間賃貸住

宅空家情報提供会」が一関市役所で開催された。さらに 10 日には奥州支部で「民間

賃貸住宅借上げ応急仮設住宅説明会」が開催された。この説明会では岩手宅建が作

成した資料が使用された。 

災害協定に基づき、７月 20 日までの間に岩手宅建の会員により 631 件の仲介が

無償で行われた。 

 

【宮城県】 

○災害協定に関して 

（公社）宮城県宮城県宅建協会協会（以下、「宮城宅建」とする。）は、平成 19 年

２月 19 日に「災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定（以下、「災害協

定」とする。）」を、 宮城県土木部建築宅地課（以下、「県建築宅地課」とする。）と

の間で締結していた。 
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○空き家物件情報の提供 

３月 12 日に宮城宅建の玄関に県建築宅地課からの「災害復旧の応援（民間賃貸住

宅の借り上げ）」の協力依頼が貼られていたため宮城県庁を訪問したところ、災害協

定に基づき民間賃貸住宅の情報収集を依頼された。 

14 日に宮城宅建内に災害対策本部を設置し、災害協定に基づき被災者支援に協力

の可能な物件情報を会員より収集し、毎日県建築宅地課に報告することとした。宮

城宅建から全会員に対してファックスとメールにより空き物件情報の提供を依頼し、

会員から提供された情報は宮城宅建職員が入力し整理を行った。24 日までに、県建

築宅地課 に対して毎日メールで報告を行い、 終的には約５千件の空き物件情報

を提供した。 

 

○民間賃貸住宅支援室の設置 

会員から収集した空き家物件情報が有効に活用されていない実態が明らかとなっ

たため、災害救助法の担当部局である宮城県保健福祉総務課を訪問し、災害協定に

基づく被災者への情報提供の実行について要請した。また、これまでは各団体が行

政と個別に打合せを行ってきたが、（公社）全国賃貸住宅経営協会宮城県支部からの

提案で、（公社）全日本不動産協会宮城県本部を含む３団体合同で被災者支援に当た

ることとし、各行政からの不動産３団体の窓口としての役割を担うために宮城宅建

内に「民間賃貸住宅支援室」を設置した。 

 

○借上げ住宅の提供 

４月１日になり県福祉総務課と仙台市保険年金課と民間賃貸住宅支援室が一体と

なり、「借上げ条件、契約書、契約スキームの詳細」等について協議を行い、12 日

には仙台市内の規模の大きな避難所等で説明会を開催した。また、マッチング作業

を行うための判断材料を得る目的で、避難所にいる被災者約 1,100 世帯を対象に入

居希望のアンケート調査を実施した。 

宮城宅建の「女性の会」や「青年部」等から人的協力を得て、18 日から常時 68 名

体制で民間賃貸住宅支援室においてマッチング作業を開始した。高齢者や障がい者

を優先的にマッチングさせることとしたが、希望条件に適した物件が少なかったこ

ともあり、マッチング作業は難航し、契約に至るケースは少なかった。 

その後、県福祉総務課から「４月 27 日から随時募集を開始する」との連絡があ

り、被災者が自力で入居したい物件を探すことができるように資格証が発行された。

これによってマッチングが決まらない被災者の中には、自ら物件を探す方も出てき

たためマッチング作業がさらに難航することとなった。 

30 日には厚生労働省から「災害発生以降に被災者自ら契約した物件についても、

契約を県名義に切り替え借上げの対象とする」ことが通知された。そのため５月 18 

日に自治体担当者及び宅建業者を対象とした合同制度説明会を開催した。 

終的に 12 月 28 日をもって入居申込受付を終了する通知がなされ、それまでの

間に 26,000 件を超える申込みに対応した。 
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なお、宮城県では仲介を行った宅地建物取引業者に対して手数料（賃料 0.5 か月

分に消費税を合わせた額）が支払われた。 

 

【福島県】 

○災害協定に関して 

（公社）福島県宅地建物取引業協会（以下、「福島宅建」とする。）は、平成 19 年

12 月 14 日に「震災時等における民間賃貸住宅の紹介等に関する協定（以下、「災害

協定」とする。）」を 福島県との間で締結していた。災害協定では「被災者への民間

賃貸住宅の空き部屋等の情報を提供する」、「被災者への民間賃貸住宅の紹介を無報

酬で行い、賃貸住宅を提供する」というものであった。 

 

○空き家物件情報の提供 

３月 14 日 10 時から、福島宅建にて正副会長会議を開催し、福島県との災害協定 

に基づく協議内容について検討を行った。その後、福島県との協議を行ったところ、

福島県は当初「（建設型）仮設住宅」での対応を検討しており、民間賃貸住宅の活用

は検討していないとのことであったが、会長が民間賃貸住宅の活用を強く打診し、 

15 日に検討を行うこととなった。 

15 日に会員に対して「東日本大震災被災者への住宅支援に関する民間賃貸住宅の

物件情報提供依頼について」をファックスで送信した。この時は詳細については決

まっていなかったため、会員に対しては「被災者からの仲介手数料・敷金・礼金は

無料とする」、「賃料の一部負担については国土交通省と交渉中」という情報だけを

提供した。県内の民間賃貸住宅の空き部屋数をハトマークサイトで確認したところ、

約３千件を集めることができたので、その情報を福島県に提供した。 

16 日になると福島県から「災害協定に基づく協力要請（依頼）」があったため、

空き部屋情報を収集するとともに、物件の被災状況確認を各会員に要請したが、移

動手段を失っていたりガソリンが入手できないため、物件の確認作業は非常に困難

であった。それでも確認をせずに物件を提供することはできないとの考えから、物

件の被災状況確認を行うことを会員に求めることとし、22 日には会員に対して「災

害協定による民間賃貸住宅の提供について（第２回）」をファックスで送信し、約５

千件の物件情報収集を依頼した。 

 

○借上げ住宅の提供 

福島宅建が積極的にアプローチしたこともあり、福島県と福宅建が協力しながら

応急借上げ住宅制度の準備を行ってきた。 

23 日に県借上げ住宅に関する事項について、福島県とともに「実施要綱」「事務

処理要綱」「賃貸契約書」「特例措置」等の検討を行った。 

25 日には福島県から「福島県借上げ住宅実施要綱等について（通知）」が送信さ

れ、実施要領（案）や事務処理要領（案）、賃貸借契約書（案）の提示があった。こ

れを受け、福島宅建から会員に対して「県借上げ住宅の動向（３月 25 日現在）をフ

ァックスで送信して情報を共有した。 
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４月７日に福島県から「応急仮設住宅に代えて供給する借上げ住宅の確保につい

て（依頼）」の通知があり、福島市内やいわき市内等合計８市で総数約４千戸の要請

がなされた。この４千戸は、福島第一原発付近の市町村からの被災者に提供するた

めの物件が中心であった。 

13 日になって「福島県借上げ住宅の実施に係る事務処理等の協力について（依頼）」

の通知があり、契約及び支払いに関する事務処理で県が行う事務は建設事務所が行

うことが明確化された。 

５月 14 日になって福島県から応急借上げ住宅の家賃限度額が緩和されたことに

関する通知があり、併せてＱ＆Ａ集も配布されたため、会員に対して情報提供を行

った。 

８月３日に福島県内の全ての避難所が 10 月末までに閉鎖されることが決まった

ことを受け、①通常型の入居受付期限を８月 31 日まで、②特例措置の受付期限を

10 月 31 日までとする通知が福島県からあり、10 月 31 日で借り上げ住宅の提供を

終了した。 

なお、災害協定では「仲介は無報酬で行う」となっていたが、福島県と不動産関

係団体が協議した結果、仲介を行った宅地建物取引業者に対して手数料（賃料 0.5

か月分に消費税を合わせた額）が支払われた。 
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２－２．平成 28 年熊本地震  
（１）借上型仮設住宅の供与実績  
①災害の概要 

平成 28 年４月 14 日（木）21 時 26 分、熊本県熊本地方においてマグニチュード

6.5 の地震（前震）が発生し熊本県益城町で震度 7 を観測、また 16 日（土）１時 25

分にはマグニチュード 7.3 の地震（本震）が発生し益城町及び西原村で震度 7 を、

熊本県を中心にその他九州地方の各県でも強い揺れを観測した。 

その後も熊本県から大分県にかけて地震活動が活発な状態が続き、震度６弱以上

の地震が７回、余震は 3,000 回以上に及んだ。 

人的被害は死者 270 人と重軽傷者 2,737 人、住家被害は全壊が 8,658 棟、半壊・

一部損壊が約 19 万棟にのぼった。被災した県民の数は約 148 万人で県人口の約 83％

を占め、避難所に避難した 大避難者数は約 18 万人という災害であった。 

 

②借上型仮設住宅の概要 

（ア）入居者の要件 

①平成 28 年熊本地震における災害（以下「当該災害」という。）時点（平成 28 年

4 月 14 日）において、熊本県（熊本市を除く）に住所を有する方 

②次の要件のいずれかを満たす方（※H28.5.30 更新）  

・当該災害による住居の全壊又は大規模半壊により居住する住居がない方 

・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電

気、ガス、道路等）が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けて

いるなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町村長が認める方 

・「半壊」であっても、住み続けることが危険な程度の傷みや、生活環境保全

上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去

に伴い、自らの住居に居住できない方 

③自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方 

④災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない方 

（出典）熊本県 HP より 

 

（イ）借上住宅の条件 

①応急仮設住宅としての使用について貸主から同意を得ているもの 

②管理会社等により賃貸可能と確認されたもの 

③家賃１ヶ月当たり原則６万円以下（対象世帯が５名以上（乳幼児を除く）の場

合は 9 万円以下）。ただし、特別の事情がある場合においてはこの限りではない。 

（出典）熊本県 HP より 

 

なお、みなし応急仮設住宅の申込みは原則１世帯につき１住居としていたが、単

身向けのワンルームタイプ（1R、1K、1DK、1LDK）が多くファミリー向けタイプ（間

取りが 2DK 以上）の空き物件が少なかったため、被災者が世帯に見合った広さの物

件を見つけられない場合には、ワンルームタイプの物件で、かつ、「世帯分離による
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みなし応急仮設住宅への入居に係る基準」を満たせば、世帯を分離して複数の住宅

を申し込むことを可能とした（平成 28 年９月 13 日から施行）。 

 

（ウ）契約方式 

熊本県・熊本市ともに、被災者自らが物件を探し申請する「自ら探す方式」が採

用された。 

 

（エ）契約関係 

民間賃貸住宅の所有者を貸主、熊本県知事又は熊本市長を借主、被災者を入居者

とする、３者間の定期建物賃貸借契約が締結された。 

 

（オ）契約期間 

契約期間は２年間とされた。なお定期建物賃貸借契約の場合、契約期間内に退去

する場合は違約金などが発生する場合があるが、災害救助法に基づき民間賃貸住宅

を応急仮設住宅として借り上げる制度であるため、契約期間内に被災者の都合によ

り退去する場合であっても、違約金は発生しないこととしている。 

 

（カ）費用負担 

 

（出典）熊本県 HP より（株）価値総合研究所作成 

 

③借上型仮設住宅の供給実績 

熊本県と熊本市における県内の借上型仮設住宅の入居状況を見ると、平成 29 年

５月に 大 14,923 戸が供与されており、令和元年 12 月末日時点において、今なお

1,287 戸の借上型仮設住宅が供与されている。 

 

費用負担者
賃料 ⾏政
共益費（管理費） 入居者
退去時修繕負担⾦（敷⾦） ⾏政（賃料2か⽉分）
礼⾦ ⾏政(賃料1か⽉分限度)
仲介⼿数料 ⾏政（賃料0.54か⽉分限度）
損害保険料 ⾏政
入居時負担⾦（鍵交換費用） 入居者
駐⾞場料⾦ 入居者
自治会費 入居者
更新料 ⾏政
公共料⾦ 入居者

その他
・補修費（入居時修繕負担⾦）の⽀援を⾏う。
（１⼾あたり５７万６千円を限度）
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図表 2-3 県内の借上型仮設住宅の入居状況の推移 

（出典）熊本県 HP より（株）価値総合研究所作成 
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（２）自治体及び不動産流通業界の対応  
①自治体 

熊本県では４月 26 日に借上型仮設住宅制度など市町村担当者説明会を開催し、

28 日から各市町村において借上型仮設住宅への申込受付を開始した。熊本県におけ

る、災害発生直後の借上型仮設住宅関係事務の流れは以下のとおりである。 

 

 

図表 2-4 災害発生後の借上型仮設住宅関係事務の流れ 

（出典）熊本県すまい対策室資料より 

 

なお、熊本市に対しては事務委任を行ったため、熊本市で被災した被災者は熊本

市で受付・契約・支払を行うこととした。 

 

 

図表 2-5 熊本県と市町村との役割分担 

（出典）熊本県すまい対策室資料より 
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借上型仮設住宅の事務に対応するため、６月 20 日に県福祉政策課内に「すまい対

策室」を設置した。また、７月 25 日には民間賃貸住宅借上事業事務処理嘱託員とし

て 12 名を配置した。そして県健康福祉部内及び全庁からの応援職員を含む総勢 27

名体勢で借上型仮設住宅申込書・契約書審査を行った。 

なお熊本地震では初めて、地震により損害を受けた民間賃貸住宅を民間賃貸住宅

の所有者が補修し「みなし応急仮設住宅（補修型みなし応急仮設住宅）」として提供

する場合、民間賃貸住宅の補修費を支援する仕組みを取り入れたため、不動産関係

団体を対象とした「補修費支援等に係る説明会（５月 17 日・18 日）」を開催した。 

 

○借上型仮設住宅の申込に係る事務 

 熊本県における借上型仮設住宅の申込に係る事務フローは以下のとおりである。 

 

 
図表 2-6 借上型仮設住宅の申込に係る事務フロー 

（出典）熊本県すまい対策室資料より 

 

被災者は被災時に住んでいた市町村（熊本市を除く）の申込受付窓口に申込書等

の書類を提出し、申込書等の審査で適当と認められた場合は県から通知が行われる。

通知を受け取った被災者は仲介業者等の協力のもと「熊本県借上げ住宅賃貸借契約

書」等の書類を作成し、持参又は郵便書留により担当まで提出する。提出された契

約書等を審査し問題がなければ契約が締結され、その後、県が家賃等の支払いを行

う。 
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なお、熊本県では応援職員や非常勤職員を任用して事務処理を行う「直営方式」

を採用したが、熊本市では不動産関係団体に業務委託を行う「委託方式」が採択さ

れた。熊本県と熊本市の事務処理について整理すると以下のとおりである。 

 

図表 2-7 借上型仮設住宅申込に係る事務処理の違い 

 熊本県 熊本市 

方式 直営方式 

・応援職員動員の要請 

・非常勤職員の任用 

委託方式 

・不動産関係団体に業務委託 

業務内容 ・申込審査 

・データ入力 

・通知、発送 

・契約書審査 

・支払い、支払明細発送 

・電話、窓口相談対応 

・申込審査 

・データ入力 

・通知 

・契約書審査 

・電話、窓口相談対応 

メリット ・事務処理の進捗状況に応じた弾

力的な人員配置が可能 

・人手不足の解消 

・業務に関する経験や専門的知識

のある要員を確保 

（出典）熊本県すまい対策室資料より 

 

 

○家賃等の支払い 

熊本県の総合財務会計システムでは、当該年度の支出額を契約１件ごとに起票し

（支出負担行為）、毎月の家賃等支払時に起票（支出命令書）、その後支払いが行わ

れるシステムであった。 

しかし借上型仮設住宅の貸主や管理会社の多くが「熊本県の債権者」として登録

されていなかったため、財務会計システムに債権者として入力する必要があり、こ

の作業に時間が掛かった。また、毎月家賃を支払う必要があるため、物件ごとに支

出命令書を毎月起票する必要もあった。さらに、貸主の中には契約月と翌月以降で

異なる支払口座への支払いを指定する者もいたため、その対応にも人員を割く必要

があった。 

そのため、熊本県では個別システムによる総合振込方式を採用し、支出負担行為

を省略することとした。 
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図表 2-8 借上型仮設住宅家賃など支払い（移行前） 

（出典）熊本県すまい対策室資料より 

 

 

図表 2-9 借上型仮設住宅家賃など支払い（移行後） 

（出典）熊本県すまい対策室資料より 
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②不動産流通業界 

○相談窓口の開設 

熊本県では借上型仮設住宅を確保するために、「災害時における民間賃貸住宅の

提供に関する協定書」を３つの不動産団体（（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会、

（一社）熊本県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会熊本県本部）と締結

していた。 

災害発生後、各団体と連携し平成 28 年４月 25 日に「民間賃貸住宅の情報提供に

関する無料相談窓口」を開設した。 

 

○借上型仮設住宅の要件決定 

借上型仮設住宅の要件を決めるにあたり、熊本県は（公社）全国賃貸住宅経営者

協会連合会に協力を要請し、借上型仮設住宅の条件や行政が費用負担する項目及び

その額について意見交換を行った。 

 

○借上型仮設住宅の申込 

被災者は自らが借りる物件を探す際に、不動産団体相談窓口を訪問することとし、

物件情報は不動産団体相談窓口に集約された。不動産業者とともに物件を確認した

後、被災者は市町村に対して申込書等の提出を行った。 

 

図表 2-10 民間賃貸住宅借上げ事業の流れ 

（出典）熊本県すまい対策室資料より 

 

○業務委託 

熊本県では応急借上げ住宅に係る事務を市町村に事務委任した（熊本市について

は大部分の事務を事務委任）。事務委任を受けた熊本市は、契約、入居受付、被災者

に対する情報提供について、不動産関係団体に業務委託を行った。 
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図表 2-11 熊本県・熊本市・関係団体の役割分担 

（出典）内閣府「大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会」 

 

熊本県では（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会熊本県支部に対して、「補修型

みなし応急仮設住宅の候補物件の審査・選定業務」と「災害協定に基づく民間賃貸

住宅の情報提供等業務」について業務委託を行った。業務委託先に対しては、業務

が完了した平成 28 年９月に業務委託費の支払いを行った。 
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２－３．平成 30 年７月豪雨災害  
（１）借上型仮設住宅の供与実績  
①災害の概要 

６月 29 日に発生した台風７号は、７月５日から８日にかけて梅雨前線が西日本

付近に停滞し、西日本から東海にかけて大雨が続いた。７月６日には長崎県、福岡

県、佐賀県、広島県、岡山県、鳥取県、京都府、兵庫県の１府７県に大雨特別警報

が発表され、翌７日には岐阜県、翌８日には高知県、愛媛県にも大雨特別警報が発

表された。特に西日本を中心に多くの地域で河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発生

し、死者数が 200 人を超える甚大な災害となった。 

 

②借上型仮設住宅の概要 

（ア）入居者の要件 

【岡山県】 

災害救助法適用時において、岡山県(災害救助法の適用を受けた市町村)に居住

する方で、原則として次のいずれにも該当する方 

（1）当該災害により住家が全壊、全焼、流失又は半壊(大規模半壊を含む。以下

同じ。)し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、

住居を確保することができない方。ただし、半壊については、流入した土砂

や流木等により住宅としての再利用ができない方となります。 

※別途提出書類が必要です。下記『申込に必要な書類』の項目をご確認くだ

さい。 

（2）災害救助法に基づく、被災した住宅の応急修理及び災害によって住居又は

周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているも

のの除去（いわゆる、障害物の除去）の救助制度を利用していない方 

（出典）岡山県 HP より 

 

【広島県】 

（１）平成 30 年７月豪雨災害において，呉市，三原市，尾道市，福山市， 東広

島市，江田島市，府中町，海田町，熊野町，坂町に住所を有する方 

（２）住家が全壊，半壊，一部損壊，床上浸水等し，居住する住家がない方 であ

って，自らの資力では住家を得ることができない方  

※ 本制度を利用して応急仮設住宅に入居した場合，災害救助法に基づく 応急修

理の制度は利用できません。 

（出典）広島県 HP より 

 

【愛媛県】 

1.災害時において、災害救助法の適用を受けた市町（今治市、宇和島市、八幡浜

市、大洲市、西予市、松野町、鬼北町）に居住する方 

2.次の要件のいずれかの要件を満たす方 

（1）住居の全壊、全焼又は流出により居住する住宅がない方 
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（2）二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電

気、ガス、道路等）が途絶している、地すべり等により避難指示を受けてい

るなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方 

（3）半壊（大規模半壊含む）であっても、水害により流入した土砂や流木等によ

り住宅として再利用できず、自らの住居に居住できない方 

3.自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方 

4.災害救助法に基づく、被災した住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利

用していない方 

※既に民間賃貸住宅を借りられた方についても、遡及適用が可能となる場合があ

ります。詳しくは、各市町の相談窓口にお問い合わせください 

（出典）愛媛県 HP より 

 

（イ）借上住宅の条件 

【岡山県】 

次の（1）、（2）のいずれにも該当する県内の住宅となります。 

（1）耐震性が確保された住宅 

  ・昭和 56 年 6 月 1 日以降に建築された住宅 

  ・上記以外で耐震診断や耐震補強の結果、耐震性を有する住宅 

ただし、発災以降、本制度開始前に既に入居している場合や、耐震性を有

する物件でニーズに合うものが市場にない場合など、やむを得ない事情が

ある場合は除きます。 

 （2）家賃・・・２人以下の世帯は月額６万円以下 

         ３～４人の世帯は月額８万円以下 

         ５人以上の世帯は月額９万円以下 

（出典）岡山県 HP より 

 

【広島県】 

（１）県と協定を締結した不動産関係団体（（公社）広島県宅地建物取引業協会，

（公社）全日本不動産協会広島県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会

連合会）等が斡旋した住宅等 

（２）家賃が，下記の区分における世帯人員ごとに定める金額の範囲内である住

宅 

世帯人員 家賃（円） 

１人 50,000 円 

２人 65,000 円 

３～４人 70,000 円 

５人以上 90,000 円 

※家賃額には，共益費， 管理費及び駐車場使用料 を含みません。 

（出典）広島県 HP より 
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【愛媛県】 

次の条件のいずれにも該当する県内の住宅となります。 

1.貸主から同意を得ているもの 

2.管理会社等により賃貸可能と確認されたもの 

3.家賃（管理費及び共益費を含む。） 

単身世帯は月額５万円以内 

２人世帯は月額６万円以内 

３人～４人の世帯は月額７万円以内 

５人以上の世帯は月額９万円以内 

（出典）愛媛県 HP より 

（ウ）契約方式 

岡山県・広島県・愛媛県とも、被災者自らが物件を探し申請する「自ら探す方式」

が採用された。 

 

（エ）契約関係 

県名 契約者数 具体的な契約者 

岡山県 ３者 甲：貸主 

乙：岡山県知事 

丙：被災者 

広島県 ２者 甲：貸主 

乙：広島県知事 

広島県知事と被災者は使用貸借契約 

愛媛県 ３者 甲：貸主 

乙：愛媛県知事 

丙：被災者 

（出典）各県の契約書を基に（株）価値総合研究所作成 

 

（オ）契約期間 

県名 契約期間 契約方法 

岡山県 ２年間 定期建物賃貸借契約 

広島県 ６カ月間（災害救助の事情に応

じ、当初契約日から 長２年間を

限度） 

定期建物賃貸借契約 

被災者向け借上げ住宅使用貸借

契約 

愛媛県 ２年間 定期建物賃貸借契約 

 

（カ）費用負担 

共益費と入居時負担金（鍵交換費用）について、岡山県と愛媛県は行政負担とな

っているが、広島県は入居者負担となっている。また、退去時修繕負担金（敷金の

代替）について、岡山県と愛媛県は賃料２か月分としているが、広島県は賃料１か

月分となっている。 
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（出典）各県 HP より（株）価値総合研究所作成 

 

③借上型仮設住宅の供給実績 

岡山県では７月 17 日から、広島県では 20 日から、愛媛県では 23 日から借上型

仮設住宅の入居申込が開始され、岡山県では 24 日の週に入居決定がなされた。なお

現在の供給戸数についてはホームページ等で確認することができなかった。 

 

 

図表 2-12 借上型仮設住宅の入居状況の推移 

（出典）岡山県、広島県、愛媛県 HP より（株）価値総合研究所作成 

 

  

賃料

共益費（管理費）

退去時修繕負担⾦
（敷⾦）

礼⾦

仲介⼿数料

損害保険料

入居時負担⾦
（鍵交換費用）

駐⾞場料⾦

自治会費

更新料

公共料⾦ 入居者 入居者 入居者

- - -

入居者 入居者 入居者

入居者 入居者 入居者

⾏政 入居者 ⾏政

⾏政 ⾏政 ⾏政

⾏政（賃料0.54か⽉分限度） ⾏政（賃料0.54か⽉分限度） ⾏政（賃料0.54か⽉分限度）

⾏政(賃料1か⽉分限度) ⾏政(賃料1か⽉分限度) ⾏政(賃料1か⽉分限度)

⾏政（賃料2か⽉分） ⾏政（賃料１か⽉分） ⾏政（賃料2か⽉分）

⾏政 入居者 ⾏政

⾏政 ⾏政 ⾏政

対象費用（⾏政・入居者
どちらの負担か、対象と
するのか）

愛媛県

〇契約内容

岡山県 広島県
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（２）自治体及び不動産流通業界の対応  
ここでは岡山県を例に、自治体と不動産流通業界の動きを整理する。 

 

①自治体 

○被災市区町村応援職員確保システムについて 

総務省では、有識者や地方３団体（全国知事会、全国市長会、全国町村会）、指定

都市市長会等を構成員として開催した「大規模災害からの被災住民の生活再建を支

援するための応援職員の派遣の在り方に関する研究会」の提言を踏まえ、平成 30 年

３月、大規模災害発生時に被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員派

遣の仕組みとして「被災市区町村応援職員確保システム」を構築していた。 

 

 

図表 2-13 被災市区町村応援職員確保システムの概念図 

（出典）内総務省「平成 30 年７月豪雨における被災市町村への応援職員の派遣について」 

 

総務省は７月７日に被災市区町村応援職員確保システムに基づき、関係団体と連

絡を取り合い、応援職員の派遣に関する情報の収集及び共有を開始し、翌８日に応

援職員の要否等に係る詳細な情報収集・調整のため、総務省公務員部職員を特に大

きな被害が想定された岡山県、広島県及び愛媛県に派遣した。 

 

○借上型仮設住宅の提供に向けた政府の支援 

７月７日に情報先遣チームが派遣され、借上型仮設住宅を提供するための調整が

始まった。また発災後速やかに、国土交通省から全都道府県・政令市及びＵＲ都市

機構に対し空室提供の協力が依頼された。併せて賃貸・不動産関係団体（（公社）全

国賃貸住宅経営者協会連合会、（公財）日本賃貸住宅管理協会、（公社）全国宅地建
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物取引業協会連合会、（公社）全日本不動産協会）に対し、活用可能な民間賃貸住宅

の情報提供や被災自治体への技術的支援の開始が依頼された。 

その後、国土交通省及びＵＲ都市機構の職員が被災自治体にリエゾンとして派遣

され、情報収集、関係府省との連絡調整、自治体への情報提供や技術的支援を行い、

さらに、賃貸・不動産関係団体及び住宅生産関係団体が現地入りし、被災自治体に

対して、応急仮設住宅の提供（借上、建設）に関する情報提供や技術的支援が実施

された。特に応急仮設住宅建設等の災害対応の経験やノウハウの豊富な自治体（岩

手県、宮城県、福島県、熊本県、熊本市等）からの応援職員が、被災自治体に対し、

応急仮設住宅の業務の進め方等に関する具体的な助言等を行ったほか、精力的に応

援業務に従事したことにより、ノウハウの不足する被災自治体の体制が強化され、

応急仮設住宅の供給が迅速化した。 

13 日に「岡山県による民間賃貸住宅の借り上げ事業」が実施されることが決定し、

賃貸・不動産関係団体に対して 初の周知が行われた。その後、被災者が速やかに

応急仮設住宅に移ることができるよう、内閣府は 17 日付けで事務連絡を発出し、半

壊であっても水害により住宅として再利用ができない場合等についても応急仮設住

宅への入居が可能であること、借上型仮設住宅を提供する場合の対象経費として「家

賃、共益費、敷金、仲介手数料、火災保険のほか、管理費及び入居時鍵など交換費

用も対象になること」を通達した。これにより 17 日には借上型仮設住宅への入居申

込が開始されることとなった。 

 

○民間賃貸住宅提供に係る手続きの流れ 

岡山県における民間賃貸住宅提供に係る手続きの流れは下図のとおりである。 

 

 

図表 2-14 民間賃貸住宅提供に係る手続きの流れ 

（出典）岡山県 HP より 
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岡山県は熊本市及び熊本県から応援職員を派遣されため、基本的には熊本地震で

採用された手続きの流れを踏襲している。 

岡山県は自治体から提出された申込書類の書類審査を行った。書類を審査するの

にかかる時間は１週間程度であった。しかしながら損害保険の内容が決まっていな

かったため、被災者が入居できたのは８月１日以降になった。 

 

○家賃等の支払い 

家賃などの支払いについて、岡山県は賃貸・不動産関係団体には委託せず、全て

内部で行った。 
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②不動産流通業界 

ここでは(一社)岡山県宅地建物取引業協会（以下、「岡山宅建」とする。）の動き

について整理する。 

 

○借上型仮設住宅の確保 

災害発生後、岡山宅建は岡山県から連絡を受けて借上型仮設住宅の要件について

アドバイスを行った。その後、13 日に「岡山県による民間賃貸住宅の借り上げ事業」

が実施されるとの連絡を受け、岡山宅建会員向けに「平成 30 年７月豪雨被災者への

住宅支援について（緊急のお願い）」を作成し、ファックスとメールを用いて連絡を

行った。その際、岡山宅建と(一社)岡山県不動産協会が合同で運営する不動産サイ

ト「住まいる岡山」への物件登録を会員に対して要請した。 

なお、「住まいる岡山」については、熊本地震の際に借上型仮設住宅を提供したこ

とを受け、民間賃貸住宅の所有者に対し、災害が発生した際に被災者に対して民間

賃貸住宅を提供する意思があるかを確認し、合意を得られた物件については「被災

者支援住宅」の情報を加えるシステム改良を行っていた。そのため、岡山県から借

上げ事業実施の連絡を受けた時点で、住まいる岡山の「被災者支援住宅特集」の物

件登録システムの運用を開始することができた。 

 

○会員に対する民間賃貸住宅の借り上げ事業の周知 

前述のとおり、岡山宅建は会員に対して 13 日に「平成 30 年７月豪雨被災者への

住宅支援について（緊急のお願い）」を周知した。 

その後、17 日になって岡山県が借上型仮設住宅の要件として「耐震性を確認する

こと」が追加したため、「平成 30 年７月豪雨被災者への住宅支援について（緊急の

お願い）」を改正し、17 日に会員に対して周知を行った。 

さらに、18 日になって「耐震性を確認すること」が削除され、「管理費・共益費」

の経費負担者が入居者から県に、「鍵の交換費用」が県の経費負担項目として追加さ

れたため、再度「平成 30 年７月豪雨被災者への住宅支援について（緊急のお願い）」

を改正し、18 日に会員に対して周知を行った。併せて会員向けに「岡山県借上住宅 

契約書・重要事項説明書等（案）」、「平成 30 年７月豪雨によるみなし仮設住宅の入

居相談に関する Q&A」、「借り上げ契約における保険契約の流れ」を作成し、会員に

対して周知した。 

なお、岡山宅建では会員向けに借上住宅の制度説明会を２回開催している（18 日

10 時から倉敷市、18 日 15 時から岡山市）。 

 

○民間賃貸住宅提供に係る手続きの流れ 

不動産事業者は被災者の物件探し及び申込書等の作成に協力した。 

その後、不動産事業者は岡山県から入居決定通知書を受け取った被災者のために、

賃貸借契約書（３部）や重要事項説明書（１部）、定期賃貸借契約についての説明書

（１部）等を作成し、書類一式を所属する団体に提出する（岡山宅建の会員は岡山

宅建に提出する）。 
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会員から書類一式を受け取った岡山宅建は書類に不足がないかを確認し、問題が

ない場合は岡山県に書類一式を提出した。なお、岡山宅建では記載内容についての

不備確認を行っていないが、明らかに不備があると気が付いた場合は会員に対して

書類一式を差し戻し再作成させた。 

岡山県は契約書に捺印し、岡山宅建に契約書を２部送付する。契約書を受け取っ

た岡山宅建は会員ごとに契約書を分けて契約書を送付した。そしてそれを受取った

会員が貸主と被災者に契約書を各１部渡した。なお、岡山宅建が会員に契約書を送

付する費用については岡山宅建が負担した。 
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（３）岡山県で使用された書式一覧  
借上型仮設住宅の申込時及び契約時に使用した書式一覧を掲載する。 

なお書類の中には様式などが修正されたものもあるため、令和２年１月時点で岡

山県のホームページからダウンロードすることができたものを掲載することとした。 

 

①申込時 

申込時に必要となった書類は以下のとおりである。 

 

・岡山県被災者向け民間賃貸住宅借上げ申込書（様式第１号） 

・申込時提出書類チェックリスト 

・誓約書（様式第２号） 

・同意書（様式第３号） 

※新規契約の場合で同意書が準備できない場合は下記の確約書を添付 

  ・後日同意書を送付する旨を約束する確約書 

  ・世帯全員の住民票の写し 

  ・り災証明書 

  ・物件情報書類（任意書式） 

  ・その他（※補足資料等が必要な場合に添付） 

・被災した住宅に関する申告書 

※住宅の被害が「大規模半壊」又は「半壊」の方が、みなし仮設住宅の入居申

込みを行う際に添付  

・長期にわたり自らの住居に居住できない者である確認書 

※地すべり等により避難指示等を受けている等、長期にわたり自らの住居に

居住できない場合に添付 

・従前契約の清算に関する誓約書 

※既に契約している方で、みなし仮設契約に切替える場合に添付 

 

【参考資料】 

・申込書記入の注意事項 

 

（注）下線が引かれている書類は、岡山県のホームページに掲載されていない

ため、本報告書にも掲載していない。 
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(様式第１号）

岡山県被災者向け民間賃貸住宅借上げ申込書

以下により、借上げ住宅を申し込みます。

【申込者】

【携帯番号】

※昼間に連絡がつく電話番号をご記入ください。

【入居希望期間等】

人

【借上げ住宅の状況】

部屋番号

□あり

□その他

※駐車場料金、自治会費その他経費は入居者負担です。
※退去修繕負担金の上限を超える部分は、入居者の負担となります。

【貸主及び仲介業者】
（当該賃貸住宅について、避難者用岡山県借上げ住宅としての提供）

耐震性の有無

仲介業者連絡先

仲介業者が所属
する団体名

【所在地】〒

【電話番号】　　　　　　　　　　　　　　　　　【ＦＡＸ番号】

□　全国賃貸住宅経営者協会連合会
□　岡山県不動産協会

□　岡山県宅地建物取引業協会
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

仲介業者

貸主
　　　　　　　【電話番号】

円

県負担　（上限は、２人以下が６万円、

県負担（通常徴収している額）

その他（　　　　　）

賃料 月額　　　　　　　　　　円
3～4人が８万円、5人以上が9万円）

保険料 県が加入

礼金

（　　）・　ＬＤＫ　・　ＤＫ　・　Ｋ　　　・　ワンルーム

管理費

退去修繕負担金

仲介手数料

円

円 県負担（賃料2ヶ月分を上限）

□昭和56年6月以降に建築
□昭和56年5月以前に建築で、耐震診断・耐震改修の結果耐震性有

共益費 円 県負担（通常徴収している額）

円 県負担（賃料１ヶ月分を上限）

県負担（賃料0.54ヶ月分を上限）

入居者及び貸主により賃貸借可能と確認されたもの（耐震性を有したニーズ
に合う物件が市場にない場合など、やむを得ない事情がある場合に限る。）

住宅の間取り

費用

申し込み番号
（岡山県記入欄）

入居希望期間 平成　　年　　月　　日　から　平成　　年　　月　　日　　まで　　　　※期間は 長2年間です。

住宅の名称等

住宅の所在地

避難前の住所

電話番号

入居人数

「平成30年7月豪雨災害」

フリガナ

氏　　名

住所

現在の居住地について、下記のいずれかに〇をしてください。
・民間賃貸住宅　　・公営住宅　　・職員住宅　　・社宅、寮　　・旅館　　・親戚宅
・避難所（　　　　　　　　　　　　　　）　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現在の居住地
（避難施設等）

□新規　□切替
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【入居予定者】
ﾌﾘｶﾞﾅ 備考
氏名 （高齢者、障がい者、要介護等の特記事項があれば記入）

Ｔ・Ｓ・Ｈ
　　年　　月　　日

Ｔ・Ｓ・Ｈ
　　年　　月　　日

Ｔ・Ｓ・Ｈ
　　年　　月　　日

Ｔ・Ｓ・Ｈ
　　年　　月　　日

Ｔ・Ｓ・Ｈ
　　年　　月　　日

Ｔ・Ｓ・Ｈ
　　年　　月　　日

Ｔ・Ｓ・Ｈ
　　年　　月　　日

【確認事項】 該当する項目に を付けてください。

① 被災した住宅の状況 □　全壊
□　大規模半壊
□　半壊
□　二次被害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、
　　ガス、道路等）が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けている
　　など、長期にわたり自らの住居に居住できない。
□　その他上記に準ずる特別の事情があるもの

② 契約状況 □　新規契約 ：これから新規に契約する
□　切替契約 ：災害発生時以降で既に契約しており、みなし仮設契約に切替える

③ 以下の事項には該当しません。（該当する場合は、岡山県借り上げ住宅に入居できません。）
　　□　はい　　　　　　　　□　いいえ
・同居家族を含め、既に応急仮設住宅の提供を受けている。
・自らの資力をもって住宅を確保することができる。

・災害救助法による被災した住宅の応急修理又は障害物の除去を申請している、又は今後申請する。
・申込者および入居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７８号）に規定する
　暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団構成員、元暴力団準構成員及び暴力団構成員等（以下「暴力団員等」
　という。）と取引のある者である。

④ 必要書類の添付確認
　□　岡山県被災者向け民間賃貸住宅借上げ申込書（様式第１号）
　□　申込時提出書類チェックリスト
　□　誓約書（様式第２号）
　□　同意書（様式第３号）(又は、後日同意書を送付する旨を約束する確約書）
　□　世帯全員の住民票の写し
　□　り災証明書　（又は、り災証明書に代わる書類）
　□　物件情報書類（任意書式）
　□　被災した住宅に関する申告書 　 ※大規模半壊・半壊等の場合に添付
　□　長期にわたり自らの住居に居住できない者である確認書　　※長期にわたり居住できない場合に添付
　□　従前契約の清算に関する誓約書　　※切替契約の場合に添付
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　※　補足資料等が必要な場合に添付

この申込書に記載の内容について事実に相違ありません。
平成　　　　年　　　　月　　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（注１）「借上げ住宅」とは、民間の賃貸アパートなどを岡山県が借り上げ、提供する住宅です。
（注２）賃料、共益費、管理費は無料ですが、駐車場料金、自治会費、光熱水費等は入居者負担となります。
（注３）借上げ住宅に入居した場合、他の応急仮設住宅に入居はできません。

・災害時において岡山県に居住していなかった。

入
居
す
る
親
族
等

本人

性別 続柄 年齢 生年月日
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※　申込書（様式第1号）が添付されていますか？ □ □ □

※　申請者の、昼間に連絡の取れる電話番号が記載されていますか？ □ □ □

※　申請者による記入（フリガナ含む）、押印がされていますか？ □ □ □

※　家賃は入居人数に対応したものとなっていますか？ □ □ □

※　耐震性の有無の欄にチェックがありますか？ □ □ □

※　記載漏れや誤字・脱字等はありませんか？ □ □ □

※　チェックリスト（本票）が添付されていますか？ □ □ □

※　誓約書（様式第2号）が添付されていますか？ □ □ □

※　申請者による記入、押印がされていますか？ □ □ □

※　同意書（様式第3号）(新規契約の場合、後日同意書を送付する旨を約
束する確約書でも可）が添付されていますか？

□ □ □

※　同意書には貸主による記名、押印がされていますか？ □ □ □

※　世帯全員分が記載された住民票が添付されていますか？ □ □ □

※　災害時に岡山県に居住していたことがわかりますか？ □ □ □

※　り災証明書（又は、り災証明書に代わる書類）が添付されていますか？ □ □ □

※物件情報書類（任意様式）が添付されていますか？ □ □ □

※所在地・名称等や家賃が申込書と整合しているものですか？ □ □ □

※　既に契約している方で、みなし仮設契約に切替える場合、従前契約の
清算に関する誓約書が添付されていますか？

□ □ □

※　大規模半壊・半壊等の場合、被災した住宅に関する申告書が添付され
ていますか？

□ □ □

※　長期にわたり居住できない場合、長期にわたり自らの住居に居住できな
い者である確認書が添付されていますか？

□ □ □

チェック欄

申込時提出書類チェックリスト(H30.8.1以降適用版）

～提出書類に関し、不足等がないかご確認ください～

申請者
仲介
業者

チェック項目 市町村

備考

必要
書類

①　申込書（様式第1号）

②　申込時提出書類チェックリスト

③　誓約書（様式第2号）

④　同意書（様式第3号）

⑨　その他の添付書類

⑤　世帯全員の住民票の写しの添付

⑥　り災証明書

⑦　物件情報書類（任意様式）

⑧　切替契約の場合の添付書類
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（様式第２号） 
 

誓 約 書 
 
岡山県知事  伊原木 隆太  様 
 

岡山県被災者向け民間賃貸住宅借上げ住宅の入居につきまして、下記事項について

誓約します。 
 
１．入居条件の遵守 

私が、このたび入居します、岡山県被災者向け民間賃貸住宅借上げ住宅につきまし

ては、入居条件を遵守して使用し、定められた期限までに必ず退去いたします。 
また、入居後、申請内容の不実及び入居条件違反等が判明した場合、原状回復し、

直ちに退去いたします。 
 
２．暴力団員等に関する事項 

私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

に規定する暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団構成員、元暴力団準構成員及び暴力

団構成員等（以下「暴力団員等」という。）と取引のある者ではないことを誓約しま

す。 
また、私が暴力団員等であるか否かを県警本部に照会されることに同意します。 

 
３．個人情報の取扱い 
 記載された個人情報について、被災者支援上他の行政機関等に提供されることに同

意します。 
 
４．その他 

申請内容が事実と相違することがあった場合や、照会の結果、同居するものが暴力

団員等であった場合には、入居が無効となることを了知しています。また、入居や契

約が無効となっても一切異議申し立ては致しません。 
 
平成  年  月  日 

 
（入居者）住所                         
 

氏名                     印   
 
生年月日  大正・昭和・平成   年  月  日 
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（様式第３号） 
 
岡山県知事  伊原木 隆太  様 
 

同 意 書 
 
 
 下記の賃貸住宅が「平成３０年７月豪雨災害における岡山県被災者向け民間賃貸住

宅借上げ事業」に基づく応急仮設住宅として使用されることについて同意します。 
 
 
（１）住宅の所在地                           
 
（２）住宅の名称等              （部屋番号     ）  
 

 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

（貸 主） 住所                         
 

氏名                     印   
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確 約 書 
 
 

岡山県知事 伊原木 隆太 様 
 
 
 岡山県被災者向け民間賃貸住宅借上げ住宅の入居申し込みにつきまして、 
下記事項について確約します。 
 

記 
 
１．申込者 
 
２．借上げ住宅 
   物 件 所 在 地： 
   名称・部屋番号： 
   貸  主  名： 
   貸 主 所 在 地： 
 
３．確約事項 

上記物件については、貸主の所在地が遠方であり、早期に同意書への押印が

できないため、契約時に提出することを確約いたします。 
  なお、貸主については、口頭にて事前に同意を得ております。 
 

（仲介業者等） 
法 人 名  

 

代表者氏名               印 
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被災した住宅に関する申告書 
 
 岡山県知事 殿 
               ＜申告者＞ 
                住所 
                                    
 
                氏名（自署）              
                ※みなし仮設住宅の入居申込者と同じ方にしてください。 
 
 平成３０年７月豪雨の災害時に私が住んでいた住宅については、当該災害に

より下記のとおり被害を受け、住宅としての再利用ができません。 
 

記 
 

① 住宅の所在地
 
 

② 住宅の被害の

状況 

いずれかに を入れてください。 

□大規模半壊 
□半壊 
□その他上記に準ずる特別の事情があるもの 

③ 住宅としての

再利用ができ

ない理由注） 

 
 
 
 
 
 
 

 
注）「大規模半壊」又は「半壊」した方については、流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができず、自

らの住居に居住できない理由を詳しく記載してください。また、「その他上記に準ずる特別の事情がある」場合は、
再利用できないことがわかるり災状況、例えば１階部分が全壊したアパートの取り壊しに伴い、家主から立ち退き
を求められている等、詳しく記載してください。 

 
（重要事項） 
  平成３０年７月豪雨により住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した方に

ついては、流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができず、

自らの住居に居住できないことが、岡山県が提供する、みなし仮設住宅

（応急仮設住宅：民間賃貸住宅借上げ）への入居条件となります。 

 申告内容と異なる事実が判明した場合は、入居契約を解除し、県が負担

した家賃等を返還していただきます。 
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確 認 書 

 

 

 

１ 申 込 者 氏 名：                     

 

 

２ 被災時の住所：                     

 

  

 ３ 長期にわたり自らの住居に居住できない理由 

（該当する項目にチエック） 

   □ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある。 

   □ ライフライン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶している。 

   □ 地すべり等により避難指示等を受けている。 

   □ その他 

                             

 

 

 

 

（確認者） 

平成  年  月  日  

 

被災地市町村名：                    

所属名    ：                    

役職・氏名  ：                   ○印   

※係長級以上の方の確認をお願いします。 
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従前契約の清算に関する誓約書 

 

岡山県知事  伊原木 隆太  様 

 

 

岡山県被災者向け民間賃貸住宅借上げ住宅の入居につきまして、下記事項につ

いて誓約します。 

 

 

１．誓約事項 

下記物件について、貸主（又は貸主代理）と入居者は、入居日に遡った岡山県と

借上げ住宅賃貸借契約の締結にあたり、貸主（又は貸主代理）と入居者の間で既に

締結している賃貸借契約（従前契約）に基づき支払われた賃料及び一時金等の精算

方法について合意しました。 

今後、この件に関して疑義が生じた場合は、貸主（又は貸主代理）と入居者で協

議の上、解決するとともに、岡山県に対し一切の異議申し立ては行いません。 

 

２．物件概要 

所  在  地 ： 

名称・部屋番号 ： 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

貸主(又は貸主代理) 住 所                    

氏 名                 印  

 

入居者 住 所                     

      氏 名                 印  
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②契約時 

契約時に使われた書類は以下のとおりである。 

 

・岡山県借上住宅賃貸借契約書（３部） 

※岡山県借上住宅賃貸借契約書の様式は、変更・追記不可  

・重要事項説明書（１部） 

・支払先申出書（様式第４号）（１部） 

※鍵交換費の記載を追記 

・定期賃貸住宅契約についての説明書（１部） 

・委任状（１部） 

※必要な場合のみ（貸主が不動産業者等に管理を委託する場合等） 

・入居決定通知書（本通知書）の写し（１部） 

 

【参考資料】 

・契約書類作成にあたっての注意事項 

・県が包括契約で加入する損害保険の内容 

 

（注）下線が引かれている書類は、岡山県のホームページに掲載されていない

ため、本報告書にも掲載していない。 
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号室

㎡

から まで

月額 円

月額 円

月額 円

負担者

 住所

 住所

 氏名
 電話番号

 ＦＡＸ

 住所

（以下「乙」という。）

　岡山市北区内山下２－４－６

 

 

 

電話番号 086-226-7527

 

　　　（　　）第　　　　　号

登録番号 知事　第　　　　　号

業務に従事する事務所名
事務所所在地
電話番号

１　頭書（２）の入居期間の途中で丙が本物件を退去する場合、乙は甲及び丙のいずれに対しても違約金の請求をしない。
２　頭書（２）の入居期間が満了した場合、本契約は終了し、甲と乙とは原則として再契約をしない。この場合において、丙が
　引き続き頭書（１）の目的物件に居住を希望する場合は、乙及び丙で協議する。
３　２の協議の結果、合意が得られた場合は乙と丙との間で新たな契約を締結し、合意が得られない場合は丙は直ちに当該物件
　を乙に明渡し、退去するものとする。

電話番号

頭書（５）丙を除く入居者

 入居者の氏名

電話番号

免許証番号

 (貸主代理の場合)

 氏名

 住所

 氏名

氏名

頭書（７）特約事項

本契約の締結を証するため、本契約書を３通作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自１通を保有する。

　　平成　　年　　月　　日

 住所

 乙・貸主

 氏名

頭書（６）管理者（乙から事務代行及び管理の委託を受けた不動産業者）

 管理者

 丙・入居者

電話番号

 その他
 （       ）

円

円

仲
介
業
者

 賃貸借契約の媒介報酬として

主たる事務所

 仲介手数料 甲
仲介業者が
指定する先

所在地

宅地建物取引業者

契約成立日の
翌月末日まで

免許年月日 年　　　月　　　日

金額支払時期

円

 管理費  甲  乙が指定する口座  同上

 共益費

 駐車場使用料  丙  乙が指定する口座  乙と丙の協議による

 甲  乙が指定する口座  同上

及び入居者（以下「丙」という。）は、不動産に関し、別記のとおり定期賃貸借契約を締結する。

項目

（※捨印は、書類に訂正があった場合の手続を迅速に行うためのものです。
　主旨に同意される場合は押印をお願いします。）

岡山県借上住宅賃貸借契約書（定期建物賃貸借契約）

捨印 乙　　　　　　捨印 丙

乙が指定す
る先

契約成立日の
翌月末日まで

円

使途 支払先 支払時期 金額

 住所

 氏名
 所有者

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

頭書（３）賃料等

頭書（２）入居期間　※入居期間は２年以内とすること。

　借主岡山県（以下「甲」という。）、貸主

　トイレ

 保険料
 火災保険等の損害保険の加入
 費用として

甲
損害保険
代理店

別途
損害保険加入費用実費（１年当
たり１万円を限度とする。）

 

 退去修繕負担金
 原状回復（通常損耗及び経年劣
 化の修繕を含む。）に要する費
 用として

甲

 礼金  礼金として 甲
乙が指定す
る先

契約成立日の
翌月末日まで

円

頭書（４）一時金等

項目

商号又は名称

代表者の氏名

宅地建物取引士

　冷暖房設備

　ガス

　有　・　無

　有　・　無

　有　・　無

　有　・　無

 甲・借主

 氏名 　岡山県知事　伊原木　隆太

 支払時期については次のとおりとする。た
だし、特別の事情がある場合は、甲と乙は協
議により支払時期を定めるものとする。
（初回支払分）契約成立日の翌月末日まで
（第２回支払分）当月分を当月末日まで
（第３回以降支払分）当月分を前月末日まで
（４月分については、当月末日まで）

※ただし、１か月に満たない期間に係る賃料、共益費及び管理費の額は、別記契約条項第4条第2項及び第3項の規定による
　ものとする。

 電話番号

 賃料  甲  乙が指定する口座 月額

負担者 支払先

 部屋

 駐車場  有　（　　）台　　・　無

 種類 マンション・アパート・戸建・（　　　　） 　新築年月 　　年　　月

 間取り （　　）ＬＤＫ・ＤＫ・Ｋ・ワンルーム 　床面積

※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。

　上水道

　シャワー

　下水道

　有　・　無

　有　・　無

　有（　）台　・　無

　プロパンガス・都市ガス

　浴室

　給湯設備
 設備等

住
戸
部
分

頭書（１）目的物件の表示

建
物

 名称

 所在地

 構造
 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造
 ・その他（　　　　　　　）／瓦葺・スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺・セメント瓦葺
 ・陸屋根・その他（　　　　　）／（　）階建　／全（　　）戸
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（契約の締結）
第１条　甲、乙及び丙は、頭書（１）に記載する目的物件（以下「本物件」という。）について、居住を目的とする借地借
　家法（平成３年法律第９０号）第３８条の規定による定期建物賃貸借契約（以下「本契約」という。）を以下に定める条
　項により締結する。
（契約の目的）
第２条　甲は、平成３０年７月豪雨により被災した丙の居住を目的とする住宅を確保するため、乙から本物件を賃借する。
２　乙は、丙が本物件を使用することを承諾するものとする。ただし、以下に定める条項において、丙が行うべき義務は、
　甲が責任をもって丙に行わせるものとする。
（入居期間）
第３条　本契約に係る入居期間（以下「入居期間」という。）は、頭書（２）に記載するとおりとする。
（賃料等）
第４条　甲は、頭書（３）の記載に従い、賃料、共益費及び管理費を乙が指定する口座に支払うものとする。
２　１か月に満たない期間に係る賃料、共益費及び管理費は、実日数で日割計算した額とする。
３　前項の規定により計算した額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
（駐車場使用料）
第５条　丙は、頭書（３）の記載に従い、駐車場使用料を乙が指定する口座に支払うものとする。
２　１か月に満たない期間に係る駐車場使用料の算定方法は、乙及び丙が協議して定めるものとする。
（礼金）
第６条　甲は、頭書（４）の記載に従い、礼金を乙が指定する口座に支払うものとする。
（退去修繕負担金）
第７条　甲は、頭書（４）の記載に従い、本物件の明渡し時における原状回復（通常損耗及び経年劣化に係るものを含
　む。）に要する費用に充てるための退去修繕負担金を乙が指定する口座に支払うものとする。
（損害保険）
第８条　甲は、本契約の締結後、損害保険代理店が取り扱う火災保険等の損害保険に加入するものとする。
（負担の帰属）
第９条　本物件の所有者は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
２　丙は、電気、ガス、水道その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
３　甲は、前条の損害保険に係る保険料を負担するものとする。
（禁止又は制限される行為）
第10条　丙は、乙の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内
　における工作物の設置を行ってはならない。
２　丙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
（１）鉄砲、刀剣類又は爆発性若しくは発火性を有する危険な物品等を製造し、又は保管すること。
（２）大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
（３）排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
（４）大音量でのテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作又はピアノ等の演奏を行うこと。
（５）猛獣、毒蛇、鳴き声が大きい動物、異臭のする動物等明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
（６）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力
　　団員をいう。以下同じ。）を本物件に同居させ、又は暴力団員に本物件を使用させること。
（７）乙の書面による承諾を得ることなく、頭書（５）に記載する者以外の者を本物件に同居させ、若しくは当該者に本物
　　件を使用させ、又は丙を変更すること。
３　丙は、本物件の使用に当たり、乙の書面による承諾を得ることなく、次に掲げる行為を行ってはならない。
（１）犬、猫その他の小動物等ペットの飼育
（２）階段、廊下等共用部分への物品の設置及び看板、ポスター等の広告物の掲示
（丙の善管注意義務等）
第11条　丙は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用する義務を負う。
２　丙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
３　丙は、乙が定める管理規約、使用細則等を遵守するものとする。また、乙が本物件の管理上必要な事項を丙に通知した
　場合は、その事項を遵守しなければならない。
４　丙は、乙から渡された鍵を善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、使用しなければならない。丙は万一当該鍵を紛
　失し、又は破損したときは、直ちに乙に連絡の上、乙が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。この場合におい
　て、新たな鍵の設置に要する費用は、丙の負担とする。
５　丙は、鍵の追加設置及び交換を乙の承諾なく行ってはならない。
（入居期間中の修繕）
第12条　乙は、丙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、丙の故意又は過失に
　より必要となった修繕に要する費用は、丙が負担しなければならない。
２　前項の規定により乙が修繕を行う場合は、乙は、あらかじめ、その旨を丙に通知しなければならない。この場合におい
　て、丙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
３　本物件内に破損箇所が生じた場合は、丙は、乙に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて乙に損害が
　生じたときは、丙は、これを賠償する。

（契約の解除）
第13条　乙は、丙が自らの故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠った場合において、乙が
　相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務を履行しないときは、本
　契約を解除することができる。
２　乙は、丙が次に掲げる行為をしたことにより本契約を継続することが困難であると認めるときは、丙及び甲に
　催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
（１）本物件を居住の用以外の用に使用したとき。
（２）第１０条各項に規定する義務に違反をしたとき。
（３）その他本契約に関し看過できない重大な違反をしたとき。
３　丙が次のいずれかに該当する場合は、前項に規定する本契約を継続することが困難であると認めるときに該当
　する場合とみなす。
（１）丙が暴力団員であることが判明したとき。
（２）丙が本物件の共用部分に反復継続して暴力団員を出入りさせたとき。
（丙からの解約）
第14条　丙は、入居期間の途中で本物件を退去しようとする場合、当該退去日の４０日前までに、甲に対して、解
　約の申出を行わなければならない。
（甲からの解約）
第15条　甲は、乙に対して１か月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
２　前項の規定にかかわらず、甲は、１か月分の賃料又は賃料相当額を乙に支払うことにより、解約の申入れの日
　から起算して１か月を経過する日までの間、随時本契約を終了させることができる。
３　本契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の歳出予算について減額又は削除があっ
　たとき、甲は、本契約を変更し、又は解除することができるものとする。
（明渡し及び明渡し時の修繕）
第16条　前２条の規定により甲又は丙が、本契約を終了させる場合には、明渡しの日の１か月前までに乙に通知し
　なければならない。
２　甲及び丙は、第１３条の規定により本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を乙に明け渡さなけれ
　ばならない。
３　甲及び丙は、明渡しの際、引渡しを受けた本物件の鍵（複製したものを含む。）を、乙に返還するものとす
　る。
４　本契約終了時に本物件等に残置された丙の所有物について、本物件を維持管理するために当該丙の所有物を緊
　急に処分しなければならないやむを得ない事情がある場合は、丙がその時点で当該丙の所有物に係る所有権を放
　棄したものとみなし、乙は、これを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を丙に請求することがで
　きる。
５　本物件の明渡し時における原状回復は、乙が行うものとする。
６　乙は、本物件の明渡しの際、甲及び丙の故意又は過失による本物件の損壊に対する修繕に要する費用を除き、
　甲及び丙に対し、退去修繕負担金以外の原状回復に要する費用の請求を行わない。
７　乙は、丙の故意又は過失による本物件の損壊に対する修繕に要する費用について、退去修繕負担金を超える金
　額については、丙に請求することができる。
（立入り）
第17条　乙は、本物件の防火、構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があると認めるときは、あらかじめ丙
　の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
２　丙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による乙の立入りを拒否することができない。
３　入居期間中本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の
　確認をするときは、乙及び物件の確認をする者は、あらかじめ丙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができ
　る。
４　乙は、火災による延焼を防止する必要ある場合その他の緊急の必要があると認められる場合においては、あら
　かじめ丙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、乙は、丙の承諾を得ず
　に立ち入ったときは、その旨を丙に通知しなければならない。
（仲介業者の報酬）
第18条　甲は、この取引の代理又は媒介をする宅地建物取引業者（以下「仲介業者」という。）に、頭書（４）に
　記載する仲介手数料を原則として契約成立日の翌月末日までに、仲介業者が指定する口座に支払うものとする。
（免責）
第19条　地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故又は甲、乙若しくは丙の責によら
　ない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲、乙又は丙の損害について、甲、乙又は丙は、互いに
　その責を負わないものとする。
（協議）
第20条　甲、乙及び丙は、本契約に定めがない事項及び本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法
　（明治29年法律第89号）その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
（合意管轄裁判所）
第21条　本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、岡山地方裁判所又は岡山簡易裁判
　所を第一審管轄裁判所とする。
（特約事項）
第22条　本契約に係る特約事項については、頭書（７）に記載するとおりとする。

契 約 条 項

別記
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借主 岡山県知事     転借人（入居者）　　　　　　　　　　　　　様　　　　

　下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同35条の２の規定に基づき、次の通り説明します。この内容は重要ですから、

十分理解されるようお願いします。ただし、 印のない□欄、又は線で抹消した説明等は、関係のないことを示します。

  

  

建物及び貸主等の表示

階 号

階建

□ マンション □ アパート □ 戸建 □

氏名（商号又は名称）

住所（主たる事務所の所在地）

｢マンションの管理の適正化の推進に関する法律｣による登録を受けている場合はその番号

１　建物登記簿に記載された事項等( 現在）

□ 差押登記 □ 仮処分 □ ( ）
□ 仮差押 □ 所有権移転仮登記

□ 無 ・ □ 有 □ 抵当権 □ 根抵当権 □ 賃借権 □ ( ）

登記名義人と貸主が □ 同じ □ 異なる→ 理由：
※抵当権に対抗することができない賃借権については、抵当権の実行による競売がなされた場合、賃借人は競落人の
買受の日から６か月に限り、当該不動産の明渡しを拒むことができます。なお、敷金は競落人に引き継がれません。

２　建物賃貸借契約の種類・期間・更新等
定期借家契約

まで （ 間）

定期借家契約は更新のない借家契約です。

３　用途その他の利用の制限

住宅専用

□ ペット不可 □ ピアノ不可 □

４　法令に基づく制限の概要

□ 新住宅市街地開発法 □ 新都市基盤整備法 □ 流通業務市街地整備法 □ 農地法
□ その他（法令名：　　　　　　　　　　　制限の内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

土砂災害防止対策推進法による土砂災害警戒区域： □ 外 □ 内
宅地造成等規制法に規定する造成宅地防災区域　： □ 外 □ 内
津波災害防止対策推進法による津波災害警戒区域： なし

５　工事完了時における形状・構造等（未完成物件の場合）
本物件は未完成物件に □ 該当します。 □ 該当しません。

免許年月日

TEL

氏　　　名

登 録 番 号

重要事項説明書（建物賃貸借用）

宅
地
建
物
取
引
業
者

代表者の氏名

氏　　　名

登 録 番 号

業務に従事する
事 務 所 名

免許証番号

事務所所在地

業務に従事する
事 務 所 名

構　造

説
明
を
す
る
宅
地

建
物
取
引
士

取引
態様

供
託
所
等
に
関
す
る
説
明

代表者の氏名

主たる事務所
所在地 TEL

免許証番号

免許年月日

Ａ Ｂ

主たる事務所
所在地 TEL

商号又は名称商号又は名称

管理の

委託先

事務所所在地
TEL

床面積

新築年月

間取り

名義人の住所氏名

・

乙区

貸主の住所・氏名

名　称 所在地

TEL

甲区 所有権にかかる
権利に関する事項

種　類

□ 有

平成　 年　月　日

□ 無

用 途 制 限

利用の制限

種　類

期　間

所有権以外の
権利に関する事項

法令名

更　新

から
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６　定期賃貸借に伴い授受される金銭

駐車場使用料(税込 円 家賃 円

共益費 円

管理費 円

円 円

別途

７　契約解除に関する事項

岡山県借上住宅賃貸借契約書第１３条から第１６条による。

８　損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
定め有り（岡山県借上住宅賃貸借契約書 頭書（７）特約事項記載）

９　施設・設備の状況（完成物件の場合）
①電　　気 [ﾒｰﾀｰ] □専・□子・□割当・□

②ガ  　ス □都市・□プロパン(□集中・□個別）　・□無 [ﾒｰﾀｰ] □専・□子・□割当・□

③水　　道 □公営・□私設・□井戸 [ﾒｰﾀｰ] □専・□子・□割当・□

④排　　水 □公共下水・□浄化槽・□側溝

□有（使用可）　　台

□無（□設置可・□不可） □無・□有（　　　　　　　　）

⑥浴　　室 ⑪ 台　　所 □専用・□共用 備考

⑦シャワー ⑫ コ ン ロ

⑧洗 面 所 ⑬ 電話設置

⑨給　　湯 ⑭ 照明器具 □ 有 □ 無

10　建物についての石綿使用調査結果の記録に関する事項※有の場合は補足資料にも記載
□ 無 □ 不明 □ 有

【照会先】□ 所有者 □ 管理業者（ ）

□ 管理組合（区分所有建物の場合）□ 施工会社（ ）

11　建物の耐震診断に関する事項 ※有の場合は補足資料にも記載
□ 該当しません。 □ 該当します。（ □ 無 □ 有 ）

【照会先】□ 所有者 □ 管理業者（ ）

□ 管理組合（区分所有建物の場合）

12　建物状況調査の結果の概要（既存の住宅のとき）
□ 無 □ 有（別添「建物状況調査の結果の概要参照」）

【照会先】□ 所有者 □ 管理業者（ ）

□ 管理組合（区分所有建物の場合）
※既存住宅状況調査技術者が実施した建物状況調査で、１年以内に実施したものがある場合に説明

13　金銭の貸借のあっせん 無 □ 有 ）

あっせんの内容

14　支払金又は預り金の保全措置の概要
講じません□ 講じます（保全措置を行う機関 ）

15　添付書類
1. 2. 3.

4. 5. 6.

16　備考

平成 年 月 日

転借人（入居者） （住所）

（氏名）  

（借　主） （住所）岡山市北区内山下二丁目４番６号

平成　　　年　　　　月　　　日 （氏名）岡山県知事　伊原木　隆太  

保全措置を講ずるかどうか

宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受け十分理解
しました。

金銭貸借が成立
しないときの措置

建物状況調査の
実施の有無※

サービス設置品
冷暖房

耐震診断の有無

□有・□無

□有・□無

石綿使用調査結
果の記録の有無

□有・□無

□有(使用可）・□無

□有（使用可）・□無

月額以外の費用
岡山県の負担

その他（　　　）

ト イ レ

□中国電力・□その他（　　　　　）

□可(　ヶ所)・□不可

入居者負担部分

合　計　月　額

岡山県借上住宅賃貸借契約書 頭書
（３）賃料等の記載内容に準じる

円

円
損害保険料
（年1万円以内）

・共用／□水洗・□汲取

月　　　　　　　　　額

⑩

仲介手数料
(家賃の0.54ヶ月分)
退去修繕負担金
(家賃の２月分以内)

□専用（浴室と□別・□一緒）

支払い時期･方法

円
礼金
（家賃の１月分以内） 円

岡山県確認欄

岡山県負担部分

合　計　月　額

⑤

- P.49 -



【補足資料】

建物についての石綿使用調査結果の記録に関する事項

【石綿使用調査結果の内容は以下の通りです】

・石綿使用調査結果の記録（調査年月日 ）

・調査の実施機関 

・調査の範囲

・石綿使用の有無 □ 有 □ 無

（石綿の使用がある場合）

・石綿が使用されている箇所

建物の耐震診断に関する事項

【建物の耐震診断の結果について以下の書類を別添します】

□ 地方税法・租税特別措置法に定める「耐震基準適合証明書」の写し

□ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する「住宅性
能評価書」の写し（平成13年国土交通省告示第1346号別表２－１の
１－１耐震等級に係る評価を受けたものを含みます。）

□ 指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体が作
成した耐震診断結果の写し

※当該建物の建築確認通知書（確認済証）または検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日
　が昭和５６年５月３１日以前である場合に説明します。

建築確認通知書（確認済証）または検査済証がない場合には以下の通りとなります。
・居住の用に供される建物（区分所有建物を除く）の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日ま
　たは家屋課税（補充）台帳記載の建築年月日が昭和56年12月31日以前である場合に説明します。
・事業の用に供する建物の場合若しくは区分所有建物の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日
　または家屋課税（補充）台帳記載の建築年月日が昭和58年５月31日以前である場合に説明します。

備　　　　考

耐震診断の内容

石綿使用調査の内容

備　　　　考
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様式第４号

　岡山県借上げ住宅賃貸借契約書（定期建物賃貸借契約）中、頭書（３）及び頭書（４）に記載の各費用の
指定する支払先について、下記のとおり申し出ます。

名称 部屋 号室

所在地

項　目

支店

支店

支店
※ 賃料、礼金、退去修繕負担金等については、該当する項目に○を付けてください。
　（項目によって振込先が異なる場合は、「乙が指定する先 ②」にも記入してください。） 

住所

氏名 印

仲介業者 住所

氏名 印

※　貸主と仲介業者が別様での提出も可です。

※　支払先が貸主・貸主代理以外の場合、別途委任状を提出してください。

銀行
信用金庫
信用組合

農協

・仲介手数料

　仲介業者が指定する先

口座名義 金融機関名 本支店名 口座番号

（漢字）

銀行
信用金庫
信用組合

農協

（種別）

　　普通　   　当座

（カナ）

物件名

岡山県借上住宅賃貸借契約書における支払先申出書

口座番号

（漢字） （種別）

　　普通　   　当座

　支　払　先

口座名義

（漢字）

（カナ）

・賃料

・共益費

・管理費

・礼金

・退去修繕負担金

・鍵交換費

　乙が指定する先 ①

口座番号

・賃料

・共益費

・管理費

・礼金

・退去修繕負担金

・鍵交換費

乙
（貸主又は
貸主代理）

申込番号

（カナ）

　乙が指定する先 ②

口座名義 金融機関名 本支店名

（種別）

　　普通　   　当座
銀行

信用金庫
信用組合

農協

金融機関名 本支店名
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平成  年  月  日 

 

定期賃貸住宅契約についての説明書 

 

                         貸 主（乙）住所                

                                氏名              印 

 

                          代理人      住所                

                                  氏名              印 

 

  甲及び乙並びに丙が、下記住宅について定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、借

地借家法第３８条第２項に基づき、次のとおり説明します。 

 

記 

 

 

 

 

 

(1)住    宅 

 

所 在 地                        

名 称・部屋番号  

(2)入居期間 始期  平成   年     月     日から
   年  月間 

終期  平成  年    月   日まで

この住宅の賃貸借契約は、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了しますの 

で、特段の事情のない限り、期間の満了の日までに、上記住宅を明け渡さなければな

りません。 

 

   

上記住宅につきまして、借地借家法第３８条第２項に基づく説明を受けました。 

 

                  平成  年  月  日 

                       借 主（甲）住所 岡山市北区内山下二丁目4番6号 

                            氏名  岡山県知事 伊原木 隆太 印 

                    入居者（丙）住所  

                            氏名               印 
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委任状 
 

 

平成  年  月  日 

 

  岡山県知事 伊原木 隆太 殿 

 

 

委任者住所                       

 

委任者氏名                   印 

 

 

受任者住所                       

 

受任者氏名                   印 

                      

 

 私は、民間賃貸住宅の借り上げに係る定期賃貸借契約に関し、上記の者を代理人と定

め、下記の権限を委任いたします。 

  

記 

１  委任事項 

（１） 契約の締結及び履行に関する一切の権限 

（２） 契約代金の請求及び受領に関する一切の権限 

 

 

２  委任期間  

        新たな受任者が決定するまでの期間とする。 
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２－４．令和元年台風第 15 号及び第 19 号による被害  
（１）借上型仮設住宅の供与実績  
①災害の概要 

台風第 15 号は９月９日３時前に三浦半島付近から東京湾を通過して５時前に千

葉市付近に上陸、その後茨木県沖に抜けた。台風第 15 号により伊豆諸島や関東地方

南部を中心に猛烈な雨・風となり、７万棟を超える住家被害が発生した。 

その一ヵ月後の 10 月 12 日から 13 日にかけて台風第 19 号が再度関東地方等を通

過し、多くの地域で記録的な大雨を観測した。台風第 19 号により、死者・行方不明

者が 100 名を超えたほか、９万棟を超える住家被害が発生した。 

この二つの台風により、以下の都県及び市において住宅被害を受けた世帯に対し

て、災害救助法に基づき応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事

業（賃貸型応急住宅の供与）が実施された。 

 

図表 2-15 賃貸型応急住宅の供与が実施された都県市 

・岩手県：令和元年台風第 19 号災害に係る民間賃貸住宅借上げによる応

急仮設住宅 

・宮城県：台風 19 号被災者に向けた応急仮設住宅の相談受付の開始につ

いて 

・仙台市（救助実施市）：台風第 19 号被災者に向けた応急仮設住宅の相談

受付の開始について 

・福島県：応急仮設住宅としての民間借上げ住宅の供与について 

・茨城県：令和元年台風第 19 号の被災者に対する応急仮設住宅（賃貸型応

急住宅）の供与について 

・栃木県：台風第 19 号に係る応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の供与につ

いて 

・群馬県：被災者のための住宅支援について 

・埼玉県：令和元年台風 19 号における賃貸型応急住宅の提供の開始 

・千葉県：令和元年台風第 15 号の被災者に対する賃貸型応急住宅の募集

開始について 

・東京都：賃貸型応急住宅の供与に向けた受付開始について 

・相模原市（救助実施市）：令和元年台風第 19 号に係る賃貸型応急住宅（み

なし仮設）のご案内 

・長野県：令和元年台風第 19 号による被災者の方を対象に民間賃貸住宅

を提供します 

（出典）国土交通省 HP より 

 

②借上型仮設住宅の概要 

ここでは東京都の事例について紹介する。 
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（ア）入居者の要件 

（１）被災時において、災害救助法の適用を受けた７区 17 市４町１村のいずれか

に住所を有していた方 

（２）次のいずれかを満たす方 

①住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受け、現在、避難所にいる方はもとよ

り、ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用している方や、親族宅等

に身を寄せている方 

②「半壊」（「大規模半壊」を含む）であっても、水害により流入した土砂や流

木等により住宅としての利用ができず、自らの住宅に居住できない方 

③二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電

気、ガス、道路等）が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けて

いるなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方 

（３）自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方 

（４）災害救助法に基づく住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用して

いない方 

（５）現在、緊急一時避難施設としての都営住宅等に入居している方については、

次の特別 な事情がある方 

①通学、②通院、③介護等、④ペットとの同居、⑤発災時に居住していた区市

町村に戻る場合、⑥その他住宅の再建に向けて必要と認められる場合 

（６）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴

力団員でない方 

 

【７区 17 市４町１村】 

７区：墨田区、大田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区 

17 市：八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、

日野市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村

市、あきる野市 

４町：瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町 

１村：檜原村 

（出典）東京都 HP より 

 

（イ）借上住宅の条件 

(1)応急仮設住宅として都が借り上げることについて、貸主の同意が得られていること。 

(2)家賃が１か月当たり次に定める額以下であること。 

地域 居住人数 家賃 

区部 

２人以下の世帯 95,000 円 

３～４人の世帯 125,000 円 

５人以上の世帯 150,000 円 

市町村部 

２人以下の世帯 75,000 円 

３～４人の世帯 90,000 円 

５人以上の世帯 105,000 円 
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(3)原則として、昭和 56 年６月１日以降に建築された住宅又は耐震診断、耐震改

修等 により耐震性を確認できる住宅 

（出典）東京都 HP より 

 

（ウ）契約方式 

被災者が提出した「希望申込票」の情報に基づき、東京都が協定を締結している

不動産業団体から物件情報の提供を受け、区市町村を通じて被災者に物件情報を提

供する。 

被災者は提供された物件情報を確認し、担当の不動産業者に連絡して希望する物

件を内見する。物件を決めた後、担当の不動産業者に連絡し貸主の承諾を得た上で

申請書を区市町村の窓口に提出する。 

 

（エ）契約関係 

貸主と東京都との間で普通建物賃貸借契約を締結、被災者（入居予定者）と東京

都との間で「一時使用貸借契約」を締結した。 

 

（オ）契約期間 

契約期間は１年以内とされた（東京都と貸主の承諾がある場合、１年以内の更新

が可能）。 

 

（カ）費用負担 

 
（出典）東京都 HP より（株）価値総合研究所作成 

 

③借上型仮設住宅の供給実績 

東京都に対してヒアリングを実施したところ、被災者から提出された「希望申込

票」が少なかったこともあり、供給数自体は少ないとのことであった。 

費用負担者
賃料 東京都
共益費（管理費） 東京都（通常徴収している額）
退去時修繕負担⾦（敷⾦） 東京都（家賃の１ヵ⽉分）
礼⾦ 東京都（家賃の１ヵ⽉分）
仲介⼿数料 東京都（家賃の0.5ヵ⽉分+税⾦）
損害保険料 東京都（年間15,000円を上限）
駐⾞場料⾦ 入居者
自治会費 入居者
公共料⾦（光熱⽔費） 入居者

その他

専用設備に係る使用料、入居者の故意⼜は過失による損害に対する修繕費等
は入居者負担。
原則として、エアコン、ガスコンロが設置されている住宅を提供。
照明器具、布団等の備品はこれまでに提供されているものと重複しない範囲
で用意。
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（２）自治体及び不動産流通業界の対応  
 

①  自治体 

東京都に対してヒアリングを実施した。以下に主な内容を記す。 

 

○提供可能物件をリストアップして、その中から被災者が物件を選択する方法とした理由 

災害発生後、区市町村に対して「ニーズ調査」を実施したところ、要望件数が少

なかったこと、また、被災者が住家近隣の物件を探していることから、不動産関係

団体に対して、物件情報の提供を依頼した。 

 

○賃料設定の考え方 

人数毎（１～２人／３～４人／５人以上）に必要な床面積を設定し、それぞれの

値に「住宅土地統計調査」のデータを活用して推計した１平方メートル当たりの賃

料等を掛けるなどして設定した。 

 

○業務委託の有無（特に不動産関係団体に対して） 

不動産関係団体に対しては業務委託を行っていない。 

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター（以下「まちセン」とする。）に対

して、契約書の確認や入居者に対する見守りサービスの実施（年に２回賃貸型応急

住宅を訪問）、退去時の確認業務等を業務委託している。なお、東日本大震災時にも

まちセンに業務委託を行っており、今回も東日本大震災と同様の内容で業務委託を

行っている。 

 

 

図表 2-16 賃貸型応急住宅供与に係る事務処理フロー 

（出典）東京都 HP より 
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３．国を中心としたガイドライン等の作成状況  
３－１．災害救助法  

（１）災害救助法の概要  
災害救助に係る法律としては、明治 32 年制定の「罹災救助基金法」があったが、

同法は①基金に関する法律で、救助活動全般にわたる規定が設けられていなかった

こと、②支給基準が地方ごとで異なり地域格差があったことに加え終戦後の物価高

騰で基金のみでは財源が不足すること、等の問題があり、昭和 21 年の南海地震を契

機に、これに代わるものとして昭和 22 年に「災害救助法（以下「法」という。）」が

制定された。 

法の目的は、災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び

国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全

を図ることである。 

昭和 28 年及び 34 年の法令改正で救助項目の追加が行われ、昭和 34 年の伊勢湾

台風等を契機として災害対策の総合性・計画性を確保するとともに、広域的な大規

模災害に対応する体制を整備するために、昭和 36 年に「災害対策基本法」が制定さ

れ、法の一部が災害対策基本法に移管された。 

なお、平成 23 年の東日本大震災を受けて、「災害対策基本法」をベースに防災、

発災後の応急期対策、復旧・復興を一元的にカバーする内閣府へ法を移管すること

で発災後のより迅速な対応を行うため、平成 25 年 10 月に同法は厚生労働省から内

閣府に移管された。 

さらに、平成 23 年の東日本大震災・平成 28 年熊本地震を教訓に、内閣総理大臣

の指定する救助実施市の長による救助の実施が可能となる法改正が行われた。 

 

 
図表 3-1 災害救助の実施概念図 

（出典）内閣府「災害救助法の概要（令和元年度版）」 
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救助の種類としては「避難所の設置」や「応急仮設住宅の供与」、「住宅の応急修

理」等の 12 種類となっている。また、法の基本原則として以下の５つが挙げられ

る。 

 

図表 3-2 法の基本原則 

平等の原則 ・現に救助を要する被災者に対しては、事情の如何を問わず、また

経済的な要件を問わずに、等しく救助の手を差しのべなければな

らない。 

必要即応の原則 ・応急救助は被災者への見舞制度ではないので、画一的、機械的

な救助を行うのではなく、個々の被災者ごとに、どのような救助が

どの程度必要なのかを判断して救助を行い、必要を超えて救助を

行う必要はない。 

現物給付の原則 ・災害時は物資が欠乏し、調達も困難となり、金銭がほとんど用をな

さない場合も多いことから、法による救助は現物をもって行うこと

を原則としている。 

現在地救助の原則 ・発災後の緊急時に円滑かつ迅速に救助を行う必要があることか

ら、被災者の現在地において実施することを原則としている。 

・住民はもとより、旅行者、訪問客、土地の通過者等を含め、その現

在地を所管する都道府県知事が救助を行う。 

職権救助の原則 ・応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県

知事がその職権によって救助を実施する。 

（出典）内閣府「災害救助法の概要（令和元年度版）」 

 

法に基づく救助は都道府県知事が現に救助を必要とする者に行う（法定受託事務）

こととされているが、必要に応じて、救助の実施に関する事務の一部を市町村長へ

委任できる。法が適用された場合の都道府県と市町村の役割を整理すると以下のと

おりである。 

 

図表 3-3 災害救助法の適用について 

 都道府県 市町村（基礎自治体） 

救助法を 

適用しない場合 

救助の後方支援、総合調整（基本

法４条） 

救助の実施主体（基本法５条） 

救助法 

を適用 

した場 

合 

救助の 

実施 

救助の実施主体（法２条） 

（救助実施の区域を除く（法２条の２） 

都道府県の補助（法 13 条２項） 

事務 

委任 

救 助 事 務 の一 部 を市 町 村 に委 任

可（法 13 条１項） 

事務委任を受けた救助の実施主体

（法 13 条１項） 

費用 

負担 

掛かった費用の 大 100 分の 50

（残りは国が負担）（法 21 条） 

費用負担なし（法 21 条） 

（出典）内閣府「災害救助法の概要（令和元年度版）」 
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（２）災害発生後の住まいについて  
災害発生後、従前の自宅に住むことができない場合は避難所で生活し、その後、

従前の自宅に戻れる場合は従前の自宅に、従前の自宅に戻れない場合は応急仮設住

宅に生活の場を移すこととなる。応急仮設住宅については供与期間が定められてお

り、応急仮設住宅の供与期間終了後は再建した自宅や災害公営住宅等に生活の場を

移すこととなる。 

 

 

図表 3-4 住まいの視点から見た法の救助（赤枠部分が法の範囲） 

（出典）内閣府「災害救助法の概要（令和元年度版）」 

 

①  避難所 

都道府県は災害発生の日から７日以内に避難所を設置することとされている。原

則として、学校や公民館、福祉センター等の公共施設等を避難所に指定することと

されているが、あらかじめ指定した避難所でなくても、被災者が避難して実質的に

避難所としての機能を果たした場合は避難所となる。また、避難の長期化が見込ま

れる場合や要配慮者を対象に旅館やホテルを借り上げて避難所とすることも可能と

されている。 

避難所については、平成 25 年８月に「避難所における良好な生活環境の確保に向

けた取組み指針」が策定され（平成 28 年４月に改定）、併せて、「避難所運営ガイド

ライン」や「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」が策定されている

（いずれも平成 28 年４月）。 
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②  応急仮設住宅 

応急仮設住宅には建設型仮設住宅（例えばプレハブや木造等）と借上型仮設住宅

（例えば民間賃貸住宅）、及び、その他適切な方法によるもの（例えばトレーラーハ

ウスやコンテナハウスな等）に分類され、法に基づく応急救助の実施主体である都

道府県が被災者に対して供与する。なお、応急仮設住宅については、迅速な供与が

できるか、コスト面の見合いはどうか、仕様の問題等を勘案し、地域の実情に応じ

て被災者に供与されることが望ましいとされている。 

 

図表 3-5 建設型仮設住宅と借上型仮設住宅の一般基準 

 建設型仮設住宅 借上型仮設住宅 

対象者 

住家が全壊、全壊又は流出した者であって、自らの資力では住宅を確保できない者

【備考】半壊であっても住み続けることが困難な程度の傷みや避難指示の長期化が見込ま

れるなどの全壊相当を含む（個別協議） 

費用の 

限度額 
１戸あたり平均 5,714,000 円以内 

地域の実情に応じた額（実費） 

【備考】家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手

数料又は火災保険等、民間賃貸住宅の貸

主又は仲介業者との契約に不可欠なもの 

住宅の 

規模 

応急救 助の趣 旨を踏まえ、実施 主体が

地域の実情、世帯構成等に応じて設定 

【備考】プレハブ業界において、単身用（６坪

タイプ）、小 家 族 用（９坪タイプ）、大 家 族 用

（１２坪）の仕様が設定されていることも考慮 

世帯の人数に応じて建設型仮設住宅で

定める規模に準じる規模 

着工 

時期 
災害発生の日から２０日以内 災害発生の日から速やかに提供 

救助 

期間 

完成の日から 長２年 

（建築基準法 85 条） 

長２年 

（建設型応急住宅と同様） 

【備考】「特定非常災害」の指定がある場合のみ、１年を超えない期間ごとの延長が可能 

（出典）内閣府「災害救助法の概要（令和元年度版）」 
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３－２．応急仮設住宅に関するガイドライン  
（１）応急仮設住宅の設置に関するガイドライン  

防災基本計画（平成 20 年２月）において、 

・被災都道府県は、応急仮設住宅を建設する必要があるときは、発災後、避難者

の健全な住生活の早期確保を図るため、速やかに厚生労働省と協議の上、建設す

る 

・地方公共団体は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の

迅速な提供、公営住宅や空き家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、避難

場所の早期解消に努めることを基本とする 

こととされていた。つまり、この時点において応急仮設住宅とは建設型仮設住宅を

意味していた。 

そのため、厚生労働省（当時の法の所管行政庁）は地方公共団体に対して、災害

発生の事前対策として応急仮設住宅の必要戸数の算定方法案についてあらかじめ検

討することや建設可能用地リストを災害前から準備しておくことを念頭に、災害発

生後においては応急仮設住宅の設置にあたってすぐに活用できることを念頭に「応

急仮設住宅の設置に関するガイドライン」を平成 20 年６月に策定した。このガイド

ラインは、地方公共団体の応急仮設住宅の設置に関係する部局が活用することを念

頭に作成された。 
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（２）防災対策推進検討会議  
未曽有の甚大な被害をもたらした東日本大震災における政府の対応を検証し、同

大震災の教訓の総括を行うとともに、首都直下地震や東海・東南海・南海地震等の

大規模災害や頻発する豪雨災害に備え、防災対策の充実・強化を図るための調査審

議を行うため、内閣府は平成 23 年 10 月に中央防災会議において新たな専門調査会

として「防災対策推進検討会議」を立ち上げた。 

防災対策推進検討会議では、東日本大震災時の応急仮設住宅の供与の教訓を整理

し、さらに、 終報告では、 

・応急仮設住宅の建設用地については、応急仮設住宅の建設等防災に関する諸活

動の推進に当たり、公共用地の有効活用を行っていくべきである 

・民間賃貸住宅の活用による応急借上住宅については、巨大災害においては応急

仮設住宅を建設するだけでは供給不足になることから、都道府県等は、平時より

民間の賃貸住宅の活用に向けた空き家及び空室の調査を行うとともに、民間賃

貸住宅を借り上げる際の取扱い等について定めておくべきである 

と取りまとめを行った。 

 

 

図表 3-6 ゆるぎない日本の再構築を目指して 

（出典）内閣府「防災対策推進検討会議 終報告（要旨）」 
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（３）応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ  
東日本大震災における教訓を踏まえ、国土交通省は厚生労働省と連携して、平成

24 年５月に「応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ」（平成 24 年５月国土交通省

住宅局住宅生産課）を策定し、同とりまとめでは、平常時からの準備として、ⅰ）

各都道府県は、応急仮設住宅の建設に係るマニュアルを整備すること、ⅱ）地方公

共団体は、各地域において想定される災害（地震、津波、風水害、噴火、土砂災害

等）ごとに住宅被害を想定し、被害想定に基づく応急仮設住宅の必要戸数の想定等

を行い、災害種別ごと、地域ごとに想定した必要戸数に見合う用地を、優先順位を

付けてリスト化すること等とされている。 
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（４）災害時における民間賃貸住宅の活用について（手引書）  
平成 24 年９月の防災基本計画の修正において、地方公共団体は、民間賃貸住宅

の活用による応急借上住宅について、民間賃貸住宅の借上げの円滑化に向け、その

取扱い等について、あらかじめ定めておくことが追加された。 

また、厚生労働省及び国土交通省は、平成 24 年 12 月、「災害時における民間賃

貸住宅の活用について（手引書）」（平成 24 年 12 月厚生労働省、国土交通省）を取

りまとめ、同手引書において、応急仮設住宅として活用される民間賃貸住宅の確保

及び提供については、都道府県と関係団体との緊密な連携が重要であり、災害時に

おける民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定を都道府県と関係団体との間で

締結し、都道府県、市町村及び関係団体との役割分担をあらかじめ決めておくこと

など、応急借上住宅の供与に係る具体的な手続とその留意事項等を整理している。 

両省は、各都道府県に対し、「災害時における民間賃貸住宅の活用（「手引書」の

取りまとめ）について」（平成 24 年 12 月４日付け社援総発 1204 第１号等）を発出

し、手引書を参考に、必要な環境の整備に取り組むよう要請している。 

なお、平成 25 年６月の災害対策基本法の改正に伴い、同年 10 月１日より応急仮

設住宅の供与に関する事務については、厚生労働省から内閣府に移管されている。 

 

 
図表 3-7 手引書に記載された借上型仮設住宅供与までの流れ 

（出典）災害時における民間賃貸住宅の活用について（手引書） 
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（５）借上型仮設住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施について  
首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害発生時には、圧倒的に住まいが不

足し、被災者が広域的に避難することにより応急的・一時的な住まいの生活が長期

化することや、被災地方公共団体の事務負担等が大幅に増加することが想定され

る。これらの状況に的確に対応し、被災者の住まいを迅速に確保するとともに、住

宅再建・生活再建を円滑に進めるため、「大規模災害時における被災者の住まいの

確保策に関する検討会」において、大規模災害時における被災者の住まいの確保に

関する課題や今後の方向性について「論点整理」（平成 29 年 8 月）が行われたと

ころである。 

この論点整理において、「全国に多数存在する空き家・空き室を活用し、応急借

上住宅として積極的に供給していくことが必要である。このため、地方公共団体と

民間の各種関係団体との役割分担の調整や業務オペレーションに関する官民一体と

なった訓練等の調整など、発災時に円滑な応急借上住宅の供給を可能とするような

方策を平常時より検討しておくことが重要である。」と基本的な方向性が示された

ことを受け、各種関係者との役割分担の検討や業務オペレーションに関する訓練の

実施等により、応急借上住宅を円滑に供与する方策について調査検討が行われた。 

詳細については次章で解説を行う。 
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４．大規模災害発生後の具体的対応と事前準備・訓練の重要性  
大規模な災害が発生した際に、被災者の住まいを迅速に確保するとともに、住宅

再建・生活再建を円滑に進めるためには、「防災基本計画」（平成 30 年６月、中央防

災会議)や「大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会」（事務

局：内閣府（防災担当))の「論点整理」(平成 29 年８月)においても指摘されている

通り、まずは全国に多数存在している民間賃貸住宅の空室を活用し、借上型仮設住

宅として積極的に供与していくことが必要である。 

また今後の災害に備え、関係者が借上型仮設住宅の速やかな供与の必要性につい

て改めて認識し、平時より借上型仮設住宅の要件を整理し、地方公共団体と民間賃

貸住宅関係団体等との役割分担の調整を行うことが必要である。また事前準備に併

せて、発災後の業務オペレーションを想定した訓練を実施すことも重要である。 

このような観点から、内閣府では「借上型仮設住宅の供与に係る事前準備及び訓

練実施について」を作成し、令和元年度災害救助法等担当者全国会議（令和元年５

月 14 日に開催）にて、各都道府県の担当者に対して説明を行っている。 

 

（１）「借上型仮設住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施について」の概要  
「借上型仮設住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施について」は、災害が発生

してから入居後までを４つのステップに分け、各ステップにおいて借上型仮設住宅

を提供するまでの流れを整理している。 

また、「事前準備内容（災害が発生する前）」と「災害時対応（災害が発生した場

合）」及び「訓練実施」の３部構成となっている。 

「事前準備内容」は平時において検討・調整を行い、準備しておくべき事項につ

いて説明を行っている。「災害時対応」は「事前準備内容」で準備した事項をベース

として、必要な事項が発災後に迅速かつ的確に実施できるよう、発災後の具体的な

業務オペレーションについて説明を行っている。そして「訓練実施」は「事前準備

内容」で準備したことをベースとして、必要な事項が発災後に迅速かつ的確に実施

できるよう、「災害時対応」に基づく発災後の具体的な業務オペレーションを想定し

た平時に行う訓練の準備や実施方法等について説明を行っている。 
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（２）事前に検討しておく項目について  
「借上型仮設住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施について」には、「借上型仮

設住宅としての要件について」と「借上型仮設住宅に係る金員の要件について」が

整理されている。なお、各項目について誰と検討・調整するかを明示しているのも

特徴となっている。 

 

①借上型仮設住宅としての要件について 

借上型仮設住宅としての要件の各項目には、「建物の耐震性」、「規模・間取り」、

及び「世帯人数毎の賃料の限度額」があり、それぞれの検討・調整相手及び検討・

調整しておく内容は以下のとおりである。 

 

図表 4-1 借上型仮設住宅としての要件について 

項目 検討・調整相手 検討・調整しておくべき内容 

建物の耐震性 賃貸業団体 

不動産流通団体

昭和 56 年６月１日以降に着工した新耐震基準

を満たす民間賃貸住宅又は耐震診断、耐震改修

等により耐震性が確認された民間賃貸住宅を対

象とすることが望ましい。 

ただし、賃貸住宅が被災し、対象となる物件が

少ないなど、地域性や被害の程度によってはこの

ような物件の確保が難しい場合も想定されること

から、対 象 とする物 件 の範 囲 について事 前 に検

討・調整しておくことが望ましい。 

規模・間取り 賃貸業団体 

不動産流通団体

規模（面積)・間取りに応じた、地域における賃

貸住宅の空き室の流通状況について、賃貸業団

体・不動産流通団体から情報を提供してもらい、

借上型仮設住宅とする際の規模・間取りについて

事前に検討・調整しておくことが望ましい。（規模・

間取りの例：１ルーム～３LDK 程度で通常の間取

りに対応した面積) 

世 帯 人 数 毎 の賃

料の限度額 

賃貸業団体 

不動産流通団体

同じ規模・間取りの物件であっても、築年数・立

地場所 ・仕 様等によって賃料は異なることから、

地域における規模・間取り別の平均的な賃料及

び賃 料に応 じた空き室 の流通 状況について、賃

貸業団体・不動産流通団体から情報を提供して

もらい、借上型仮設住宅とする際の世帯人数毎

の賃料の限度額について事前に検討・調整して

おくことが望ましい。 

（出典）内閣府「借上型仮設住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施について」 
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②借上型仮設住宅に係る金員の要件について 

借上型仮設住宅に係る金員の要件の各項目には、「賃料」、「共益費」、「退去修繕負

担金」、「礼金」、「仲介手数料」、「損害保険料」、「入居時負担金」、「駐車場料金」、「自

治会費」、「光熱水費その他専用設備に係る使用料」及び「入居者の故意又は過失に

よる損壊に対する修繕費用」があり、それぞれの検討・調整相手及び検討・調整し

ておく内容は以下のとおりである。 

 

図表 4-2 借上型仮設住宅に係る金員の要件について 

項目 検討・調整相手 検討・調整しておくべき内容 

賃料 金融機関 

賃貸業団体 

不動産流通団体

 

賃料は、世帯人数毎の限度額を定め、その範

囲内であれば原則災害救助法の対象となる。た

だし、限度額を超えた場合は災害救助法の対象

とならない。 

世帯 人 数毎 の賃 料の限度 額の他、借 上型 仮

設 住 宅 として供 与 した後の賃 料 の支払 方 法 （金

融機関への業務委託の有無等)や支払時期（当

月分を前月末までに支払う等)などの実際のオペ

レーションについて、当該地域の金融機関・賃貸

業団体・不動産流通団体と事前に意見交換を行

い、検討・調整しておくことが望ましい。 

共益費 

(注 )主 にマンショ

ンの場 合 に、共

益 費 のことを管

理 費 と 呼 ぶ 場

合 があるが、本

手 引 きでは、共

益 費 と 記 述 す

る。 

金融機関 

賃貸業団体 

不動産流通団体

 

共益費は、限度額を設定する必要はなく、原則

災害救助法の対象となる。ただし、特段の理由な

く賃料に対して不 自然 に高額になる等の場合 は

災 害 救 助 法 の対 象 とならないことに留 意 する必

要がある。 

共益費の考え方の他、借上型仮設住宅として

供与した後の共益費の支払方法(金融機関への

業 務 委 託 の有 無 等 )や支 払 時 期 (当月 分 を前月

末までに支払う等)などの実際のオペレーションに

ついて、当 該 地 域 の金 融 機 関 ・賃 貸業 団 体 ・不

動産流通団体 と事前に意見交換を行い、検討 ・

調整しておくことが望ましい。 

なお、借上型仮設住宅以外の被災者の住まい

との横 並 びを考 慮 して、災 害 救 助 法の対 象 とせ

ず、入居者負担とする運用も考えられる。 

退去修繕負担金 金融機関 

賃貸業団体 

不動産流通団体

 

退去修繕負担金は、限度額（例：賃料の２か月

分を限度)を定め、その範囲内であれば原則災害

救助法の対象となる。ただし、限度額を超えた場

合は災害救助法の対象とならない。 

退去修 繕負担 金の限 度額の他、退去 修繕 負
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担 金 の支 払 方 法 (金 融 機 関 への業 務 委 託 の有

無 、退 去 時 の精 算 は不 要 とする等)や支 払 時 期

(賃 料の初 回の支 払 とあわせて支 払う等 )などの

実際のオペレーションについて、当該地域の金融

機関・賃貸業団体・不動産流通団体と事前に意

見 交 換 を行 い、検 討 ・調 整 しておくことが望 まし

い。 

礼金 金融機関 

賃貸業団体 

不動産流通団体

 

礼金は、限度額（例：賃料の１か月分を限度)を

定め、その範囲内であれば原則災害救助法の対

象となる。ただし、限度額を超えた場合は災害救

助法の対象とならない。 

地域の商慣習によって考え方が異なる礼金の

必要性及び限度額の他、礼金の支払方法(金融

機関への業務 委託の有無等 )や支払時 期(賃 料

の初回の支払とあわせて支払う等)などの実際の

オペレーションについて、当該地域の金融機関・

賃貸業団体・不動産流通団体と事前に意見交換

を行い、検討・調整しておくことが望ましい。 

仲介手数料 不動産流通団体 宅地建物取引業者に対して支払う仲介手数料

は、限度額(例：消費税 10％の場合には、月額賃

料の 0.55 倍相 当額（消費税 相当 額含む))を定

め、その範囲内であれば原則災害救助法の対象

となる。ただし、限度額を超えた場合は災害救助

法の対象とならない。 

仲介 手 数料 の限 度 額 の他、仲 介手 数 料の支

払 方 法 (不 動 産 流 通 団 体 への業 務 委 託 の有 無

等)や支払時期(契約成立日の翌月末までに支払

う等)などの実際のオペレーションについて、当該

地 域 の不 動 産 流 通 団体 と事 前 に意見 交 換を行

い、検討・調整しておくことが望ましい。 

(注 )仲 介 手 数 料 は、「宅 地 建 物 取 引業 者 が宅

地又は建物の売買等に関して受けることがで

きる報酬の額」(昭和 45 年 10 月 23 日建設省

告示第 1552 号、 終改正：令和元年８月 30

日国土交通省告示第 493 号)により上限が設

定されており、居住用の建物の場合、所有者

(貸主)と入居者(借主)の双方から月額賃料の

半月分(消費税 10％の場合には、月額賃料の

0.55 倍相当額（消費税相当額含む))以内とさ

れている。 
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損害保険料 

 

損害保険会社等 損害保険料は、１年あたりの限度額を定め、そ

の範 囲 内 であれば原 則 災 害 救 助 法 の対 象 とな

る。ただし、限度額を超えた場合や、家財補償及

び類焼損害補償については災害救助法の対象と

ならない。 

損害 保険 の補 償 内容 、損害 保険 料 及び契約

方法(個別契約又は包括契約)について、損害保

険会社等より情報を収集し、発災後の損害保険

会社等の選定方法を含め、事前に検討しておくこ

とが望ましい。 

なお、借上型仮設住宅の供与の数が多大にな

ると見込まれる場合は、契約手続や支払に係 る

事務量等を考慮し、都道府県による包括契約を

選択することが望ましい。 

(注)損害保険料は、損害保険の内容(対象)、補

償上限金額、住宅の構造種別(マンション構造

(M 構造)、耐火構造(T 構造)、非耐火構造(H

構造))毎の契約見込戸数によって決まる。 

 

損 害 保 険 会 社 等 との契 約 方 式 (一 般 競 争 契

約、指名競争契約又は随意契約)、損害保険料

の算 定 や支 払 時 期などの実 際 のオペレーション

について、損害保険会社等と事前に検討しておく

ことが望ましい。 

入居時負担金 金融機関 

賃貸業団体 

不動産流通団体

 

入居時負担金は、上記以外に入居時に必要と

なる費用（例：鍵の交換に係る費用)で、限度額を

設定する必要はなく、原則災害救助法の対象とな

る。ただし、特段の理由なく賃料に対して不自然に

高額になる等の場合は災害救助法の対象となら

ないことに留意する必要がある。 

地域の商慣習によって考え方が異なる入居時

負担金の必要 性の他、入居時 負担金の支 払 方

法(金 融機 関への業務 委託の有無等)や支払 時

期(賃 料の初回 の支 払 とあわせて支払 う等 )など

の実際のオペレーションについて、当該地域の金

融機関・賃貸業団体・不動産流通団体と事前に

意見交換を行い、検討・調整しておくことが望まし

い。 

(注)鍵の交換に係る費用は、原則として所有者

の負担となるが、入居者が鍵の交換を希望す
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る場合は入居者の負担となる。 

駐車場料金 賃貸業団体 

不動産流通団体

 

駐車場料金は、原則被災者が負担する。 

ただし、地域の商慣習により、賃料に含まれて

いる場合はこの限りではないが、その実情につい

ては当該地域の賃貸業団体・不動産流通団体と

事前に意見交換を行い、災害救助法の対象の是

非について検討・調整しておくことが望ましい。 

自治会費 賃貸業団体 

不動産流通団体

 

自治会費は、原則被災者が負担する。 

ただし、地域の商慣習により、賃料に含まれて

いる場合はこの限りではないが、その実情につい

ては当該地域の賃貸業団体・不動産流通団体と

事前に意見交換を行い、災害救助法の対象の是

非について検討・調整しておくことが望ましい。 

光 熱 水 費 そ の他

専 用 設 備 に 係 る

使用料 

賃貸業団体 

不動産流通団体

 

光熱水費その他専用設備に係る使用料は、原

則被災者が負担する。 

ただし、地域の商慣習により、賃料に含まれて

いる場合はこの限りではないが、その実情につい

ては当該地域の賃貸業団体・不動産流通団体と

事前に意見交換を行い、災害救助法の対象の是

非について検討・調整しておくことが望ましい。 

入 居 者 の故 意 又

は 過 失 に よ る 損

壊 に 対 す る 修 繕

費用 

― 入居者の故意又は過失による損壊に対する修

繕費用は、原則被災者が負担する。 

（出典）内閣府「借上型仮設住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施について」 

 

また過去の大規模災害において、借上型仮設住宅に係る損害保険の調整に手間取

り、借上型仮設住宅の提供が遅れたという反省から、「借上型仮設住宅に係る損害保

険の考え方について」として、損害保険に関する解説が記載されている。 

 

図表 4-3 損害保険に関する解説 

一般的に、民間賃貸住宅の所有者は当該賃貸住宅(建物)に火災保険をかけて、万一

の場合に備えている。 

一方、賃借人は借りている部屋で火災を起こしてしまった場合、賃借人に重大な過失が

なければ、建物の修繕・建替費用や隣家等の損害が発生した家財の弁償費用を負担す

る等の不法行為による損害賠償責任(民法第 709 条)は負わなくてよいこととされている

（失火ノ責任ニ関スル法律(明治 32 年法律第 40 号)(以下「失火責任法」という。))。逆に、

隣家等からの出火により、自分が借りている部屋や自分の家財に被害があった場合でも、

その隣家等の失火者に弁償させることはできない。 

また、住宅の賃貸借契約においては、賃貸人には目的物(住宅)を賃借人に使用・収益
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させる義務を負う一方で、賃借人は善管注意義務(民法第 400 条)や目的物返還義務(民

法第 597 条、616 条)を負い、退去時に原状回復義務が課せられている。 

このため、失火責任法により、重大な過失がない失火の場合は不法行為による損害賠

償責任（民法第 709 条)は適用されないが、善管注意義務や目的物返還義務(原状回復

義務)に係る債務不履行による損害賠償責任(民法第 415 条)については、同法による適

用除外の対象とはなっていない( 高裁昭和 30 年 3 月 25 日判決：賃借物返還義務の履

行不能による責任を免れない)。仮に火災を起こして建物に損害を与えた場合、賃借人は

賃貸人に対して債務不履行による損害賠償責任を負うこととなり、原状回復を行う必要が

ある。その際、当該原状回復費用を賃借人が負担することとなるが、そのような状況に適

切に対応できるよう、賃借人は当該損害賠償責任に係る損害保険に加入しておくことが必

要となる。 

所有者にとっても、賃借人の過失により建物に損害が発生した場合に、修繕等に係る

費用について、損害賠償責任を負った賃借人から円滑に回収することができるよう、賃借

人に損害保険に加入しておいてもらうことが必要となる。 

住宅の賃貸借契約を行う際、賃借人はこのような損害保険に加入するのが一般的、所

有者としても、建物に損害が発生した場合の修繕等に係る費用の回収のため、賃借人が

損害保険に加入することを賃貸借契約締結のための条件とすることが一般的であるた

め、借上型仮設住宅として賃貸借契約を締結する場合も同様に損害保険に加入しておく

ことが必要であり、損害保険の内容や損害保険料等について、損害保険会社等と事前に

検討・調整を行っておくことが望ましい。 

なお、借上型仮設住宅においては、通常時の賃貸借契約の場合に加入する損害保険

とは異なり、入居者が保有する家財に対する補償については、 低限救助のために必要

な費用とは言えず、災害救助法の対象とはならないことに留意が必要である。 

（出典）内閣府「借上型仮設住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施について」 
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自ら探す方式

契約の主体 住宅所有者・知事・被災者の３者間で賃貸借契約

契約の種類 定期建物賃貸借契約

契約の期間 ２年以内

賃料 ⾏政

共益費（管理費） ⾏政

退去修繕負担⾦
（敷⾦）

⾏政（上限は地域の商慣習に応じて検討）

礼⾦ ⾏政（上限は地域の商慣習に応じて検討）

仲介⼿数料 ⾏政（賃料0.5か⽉分に消費税を加えた額）

損害保険料 ⾏政

駐⾞場料⾦等 入居者

更新料

間取り 世帯⼈員 ⽉額賃料 間取り 世帯⼈員 ⽉額賃料 世帯⼈員 ⽉額賃料 世帯⼈員 ⽉額賃料 世帯⼈員 ⽉額賃料 地域の実情に応じて検討
１K 1⼈ 32,000円 １K 1⼈ 32,000円 4⼈以下 60,000円 4⼈以下 60,000円 １ ２⼈ 60,000円 居住⼈数 家賃

１DK １ ２⼈ 42,000円 １DK １ ２⼈ 42,000円 5⼈以上 90,000円 5⼈以上 90,000円 ３ ４⼈ 80,000円 ２⼈以下 95,000円
２K ２⼈ 45,000円 ２K ２⼈ 45,000円 ５⼈以上 90,000円 ３~４⼈ 125,000円

２DK ２ ３⼈ 48,000円 ２DK ２ ３⼈ 48,000円 ５⼈以上 150,000円
２LDK ２ ４⼈ 68,000円 ２LDK ２ ４⼈ 68,000円
３DK ４⼈ 57,000円 ３DK ４⼈ 57,000円 居住⼈数 家賃
３LDK ４⼈以上 69,000円 ３LDK ４⼈以上 69,000円 ２⼈以下 75,000円

３~４⼈ 90,000円
５⼈以上 105,000円

○不動産関係団体に対して申込審査や契約書の審査を⾏う事
務を業務委託する場合、それに係る費用については災害救助
法の対象となる。

図表4-4　借上型仮設住宅の供与が行われた大規模災害における借上型仮設住宅に係る内容の一覧表

（なお、下記の大規模災害は全て災害救助法（P.69）の適用対象（国が費用の100分の50以上を負担）となっている）

平成２３年東⽇本大震災（H23.3.11) 平成２８年熊本地震（H28.4.14） 平成３０年７⽉豪⾬（H30.7.6 8） 内閣府指針
（平成31年５⽉）

令和元年度台風（R1.10）
岩⼿県 宮城県 福島県 熊本県 岡山県の場合 東京都

契約方式
マッチング方式・自ら探す方式

／遡及適用あり
マッチング方式・自ら探す方式

／遡及適用あり
マッチング方式・自ら探す方式

／遡及適用あり
自ら探す方式

／遡及適用あり
自ら探す方式／
遡及適用あり

・不動産業団体が提供可能物件をリストアップ
・リストの中から被災者が物件を探す

住宅所有者・知事の２者間で賃貸借契約、知事・被災者間で使
用貸借契約

普通建物賃貸借契約書 定期建物賃貸借契約
定期建物賃貸借契約
使用貸借契約

定期建物賃貸借契約 定期建物賃貸借契約
普通建物賃貸借契約
使用貸借契約

契約関係

住宅所有者・知事・被災者の３者間で賃貸借契約 住宅所有者・知事・被災者の３者間で賃貸借契約
住宅所有者・知事の２者間で賃貸借契約、知事・被災者２者間
で使用貸借契約

住宅所有者・知事・被災者の３者間で賃貸借契約 住宅所有者・知事・被災者の３者間で賃貸借契約

２年間 ２年間 原則１年間 ２年間 ２年間 １年以内

経費の負担

⾏政 ⾏政 ⾏政 ⾏政 ⾏政 ⾏政

⾏政

⾏政（賃料１か⽉分を上限）

なし なし なし ⾏政（賃料１か⽉分を上限） ⾏政（賃料１か⽉分を上限） ⾏政（賃料１か⽉分を上限）

⾏政 当初は入居者、その後は、賃料要件の範囲内分のみ⾏政負担 入居者 ⾏政 ⾏政（賃料１か⽉分）

⾏政（賃料２か⽉分） ⾏政（賃料２か⽉分） ⾏政（賃料２か⽉分） ⾏政（賃料２か⽉分） ⾏政（賃料２か⽉分）

⾏政 ⾏政 ⾏政 ⾏政 ⾏政 ⾏政（上限15,000円）

なし ⾏政（賃料0.525か⽉分） ⾏政（賃料0.525か⽉分） ⾏政（賃料0.54か⽉分） ⾏政（賃料0.54か⽉分） ⾏政（賃料0.5か⽉分に消費税を加えた額）

なし なし なし ⾏政（賃料１か⽉分） ―

入居者 入居者 入居者 入居者 入居者 入居者

○平成30年７⽉豪⾬の実績を踏まえ、
・申込は被災者の同意を得て、不動産事業者から⾏政に⾏う
・⾏政が契約書のひな形を作成し、仲介を⾏う不動産業者が
ホームページから契約書をダウンロードして契約書を作成す
る
事とすることで、借上型仮設住宅を提供するまでの時間を短
縮化することを基本的な考えとしている。
○事前調整すべき相⼿と内容について、
・不動産関係団体と事前に借上型仮設住宅の要件について事
前調整すること
・損害保険会社と事前に損害保険の内容及び料⾦について事
前調整すること
と整理している。
○さらに不動産関係団体や不動産事業者も参加する防災訓練
の実施を推奨している。

○平成31年度に防災訓練を実施していたこともあり、制度設計
は早かったと思慮。
○賃料については、「⼈数毎に必要な床⾯積」を設定し、その
値に「住宅⼟地統計調査」の「借家の家賃」を掛けた⾦額を選
出。また、区部と市町村部で賃料目安を変えて提⽰する等の⼯
夫がみられる。
○損害保険の⾦額設定に際して損害保険会社等と打合せは⾏っ
ていない。包括契約ではなく個別に契約を⾏っている。⾦額は
（⼀社）まちづくりセンターと相談、相場を踏まえて年間1.5
万円を上限とした。
○災害発生後、区市町村に対して「ニーズ調査」を実施、その
結果、⼗数件程度の要望しかなかったこと、また、被災者が住
家近隣の物件を探していることから、不動産関係団体に対して
物件情報の提供を依頼。不動産関係団体から物件情報の提供を
受け、区市町村を通じて被災者に物件情報を提供。被災者は提
供された物件情報を確認し、担当の不動産業者に連絡して希望
する物件を内⾒。物件決定後、担当の不動産業者に連絡し貸主
の承諾を得た上で申請書を区市町村の窓⼝に提出。
○契約書のひな形を⾏政が用意し、宅地建物取引業者が契約書
を作成する方法が採用されている。

課題・評価

○初めて大規模に借上型仮設住宅を供与した災害であったた
め、事前準備がなく、借上型仮設住宅の供与までに多大の時間
を要した。
○被害を受けた沿岸部エリアには賃貸住宅がもともと少なかっ
たこともあり、被災時に住んでいたエリアで借上型仮設住宅を
探すことが難しかったこともあり、決定に時間を要した。
○災害協定に基づき不動産業者は無報酬で仲介を⾏うことと
なった。

○初めて大規模に借上型仮設住宅を供与した災害であったた
め、事前準備がなく、借上型仮設住宅の供与までに多大の時間
を要した。
○当初はマッチング方式により借上型仮設住宅を供与しようと
したが、被災者がより条件の良い物件を希望するため決定に時
間がかかってしまった。
○賃料の⽀払を宮城県の会計システムで処理しようとしたた
め、家主情報を新たにデータ入⼒する等の事務作業が必要とな
り、⽀払に時間がかかることとなった（9⽉になって初めて家賃
が⽀払われた家主が多数存在した）。

○初めて大規模に借上型仮設住宅を供与した災害であったた
め、事前準備がなく、借上型仮設住宅の供与までに多大の時間
を要した。
○津波災害だけでなく原⼦⼒発電所事故の影響もあり、借上型
仮設住宅を提供するための制度の構築に時間を要した。
○災害協定では不動産業者は無報酬で仲介を⾏うこととしてい
たが、不動産関係団体との交渉の結果、仲介⼿数料は⽀払われ
ることとなった。
○住宅所有者が避難したため、住宅所有者の署名捺印（記名押
印）をもらうのに時間がかかった。
○賃料の⽀払を福島県の会計システムで処理しようとしたた
め、家主情報を新たにデータ入⼒する等の事務作業が必要とな
り、⽀払に時間がかかることとなった。

○東⽇本大震災で借上型仮設住宅の提供を経験した不動産関係
団体メンバー等（宮城県が中心）が熊本県に派遣されたため、
借上型仮設住宅の要件等は早く決まった。
○⼀方、損害保険の内容と⾦額の決定については時間を要した
ため、被災者に対して借上型仮設住宅を提供するのに約１か⽉
要することとなった。
○契約書を⾏政が作成したため、契約締結までに時間を要し
た。
○ファミリー向けの賃貸住宅が少なかったこともあり、１世帯
で２つの賃貸物件に分かれて入居する等の弾⼒的措置が取られ
た。
○賃料の⽀払について、東⽇本大震災ほどは時間を要しなかっ
たが、３か⽉以上要した事例もあった。
○仲介⼿数料は⽀払われた。
○熊本市は不動産関係団体に対して業務委託を⾏ったため、契
約書審査等に係る時間を短縮することはできた。

○内閣府及び国⼟交通省の職員が早期に現地入りしたため、借
上型仮設住宅の要件の決定や制度設計は早急に⾏うことができ
た（岡山県では災害発生の１週間後に借上型仮設住宅の申し込
み募集を⾏うことができた）。
○⾏政が契約書のひな形を作成し、仲介を⾏う不動産業者が
ホームページから契約書をダウンロードして契約書を作成する
こととしたため、初動に係る時間を短くすることができた。
○被災者は不動産事業者の店舗を訪問して自ら物件を探し、物
件の確保ができた段階で⾏政を訪問して申込書を提出すること
としたため、申し込みを⾏うために⾏政の窓⼝と不動産事業者
の２か所を訪問する必要があったため、被災者にとっては負担
が大きかった。
○損害保険の内容及び損害保険会社の選定に時間を要したた
め、災害発生から入居までに約２週間を要した。
○岡山県では平成28年熊本地震の教訓を踏まえ、岡山宅建と全
⽇岡山県本部が共同で運営するポータルサイトで借上型仮設住
宅として提供できる物件をリストアップできるようにしていた
ため、災害発生時点で入居者を募集している空き賃貸物件の数
の把握を⾏うことができたが、空き賃貸物件の被害状況を把握
することができないという課題があった。

賃料目安

【区部】

【市町村部】

業務委託の有無

○基本的には業務委託を⾏っていない。 ○宮城県から仙台市等の自治体に対して事務委任は⾏われた。
○マッチングは不動産関係団体を中心に構成された「⺠間賃貸
住宅⽀援室」にて実施したが、業務委託話されなかった。
○借上型仮設住宅に関する説明業務を不動産関係団体に委託し
た。
○賃料の⽀払を⾦融機関（七⼗七銀⾏）に業務委託した。

○福島県から福島市等の自治体に対して事務委任は⾏われた。
○不動産関係団体に対しては業務委託を⾏っていない。

○熊本県から熊本市等の自治体に対して事務委任は⾏われた。
○熊本市以外は不動産関係団体に対して業務委託を⾏っていな
い（応援職員や非常勤職員を活用することで対応した）。
○熊本市の場合、不動産関係団体（主にちんたい協会）に対し
て以下の内容を業務委託（有償）している。
・申込審査
・データ入⼒
・通知業務
・契約書審査
・電話、窓⼝相談対応

○岡山県から岡山市等の自治体に対して事務委任は⾏われた。
○不動産関係団体に対しては業務委託を⾏っていないが、不動
産関係団体自らが会員等に対する説明会を開催した。
○契約書作成は不動産業者が⾏うこととし、不動産業者から不
動産関係団体を経由して契約書が岡山県に提出された。

○東⽇本大震災時同様、（⼀社）まちづくりセンターに業務委
託を⾏っている。
○業務委託の内容については、東⽇本大震災の時と同じ内容で
ある。
・契約書の確認
・入居者に対する⾒守りサービスの実施
 （年２回借上型仮設住宅を訪問）
・退去時の確認業務 等
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５．FRK としての対応指針  
前章までにこれまでの大規模災害における自治体や不動産業界の対応の実績、国

の取り組み状況などを整理して概説した。それらを踏まえて、今後大規模災害が発

生した場合、ＦＲＫが不動産流通業の業界団体として、被災者の生活再建にどのよ

うな貢献ができるのかを検討していく必要がある。 

災害の種別、規模、場所等によって状況や支援ニーズは大きく異なるため、事前

に何らかの備えを講じることは非常に困難ではあるものの、ＦＲＫ本部と会員会社

の多くが拠点を持つ首都圏での大規模災害発生を前提として、想定可能な被災者支

援を検討する。 

当然のことながら、大規模災害発生直後は、先ず会員各社において、従業員や来

店顧客等の安否確認と安全確保、会社施設の被災状況の把握と復旧、業務再開に向

けた取り組み等を 優先で行うべきである。 

会員各社の業務運営体制が確立された後、不動産流通業の本業における被災者支

援を検討した場合、概ね以下の２つの支援策を挙げることができる。 

 

①借上型仮設住宅の媒介 

被災者への借上型仮設住宅の提供実績や都道府県と災害協定を締結している全国

の都道府県の宅地建物取引業協会を介した実務については、前章までに記載の通り

である。 

現状、ＦＲＫは自治体との災害協定等を締結していないため、仮にＦＲＫが他団

体に準じて借上型仮設住宅の提供を行う場合の大まかな流れを想定すると、次の通

りとなる。 

 

 
図表 5-1 借上型仮設住宅の媒介の流れ（「自ら探す方式」を前提） 
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上図は理解を容易にするため大枠のみを記載したフロー図であり、詳細を省略し

ていること、実際の災害発生時には状況や自治体の対応によって借上型仮設住宅の

提供方法が臨機に決定されること等を念頭に置いて参照いただきたい。 

 

②都道府県の借上型仮設住宅の契約事務等の業務受託 

前述の通り、借上型仮設住宅の提供に際して住宅の借主は都道府県等の自治体で

ある。よって自治体が申込書の受領・確認、入居の承認、貸主との契約書締結等の

事務を行う。自治体においてこうした事務に対応できる職員が不足する場合など

は、臨時に賃貸借契約締結等のノウハウを持つ不動産流通会社にそれらの事務を委

任すること、すなわちＦＲＫ会員会社が事務受託という形（自治体の事務所に社員

を派遣する等）で災害支援を行うことが想定される。 

 

上記２点の他に、顧客が所有する利用の予定がない空き家や空き室、将来売却を

予定している物件などを顧客の了解を得た上で被災者向けに提供すること、会社が

保有する社宅等の施設を提供すること等を通じた被災者支援も想定される。 

いずれにしても、災害の状況に応じて、業界団体として、個社としてどのような

支援策を講じることができるかを検討する必要がある。 

こうした災害支援を行うに際して、ＦＲＫ本部と会員との連絡を円滑にするた

め、緊急時の連絡窓口の相互確認が不可欠である。特に個人向けの賃貸仲介や管理

を一定程度手掛ける会員会社（または会員会社内の賃貸住宅・賃貸管理部門等）の

連絡窓口をＦＲＫ本部が把握し、定期的に連絡先の変更の有無を確認するなどの備

えが必要である。 

また、本件検討を契機として、災害時の対応への意識を常に共有していくため、

協会から会員向けに、災害対応にかかる 新情報の定期的（例えば１年に１回程

度）な発信等を検討していきたい。 
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