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（目的）
第１条

この要 綱は， 兵庫県 南部地 震によ り住 宅を失っ た高齢 者で， この要 綱で規 定す

る融資 の対象 となる 住宅以 外に自 己所有 住宅 がなく， 他の融 資制度 によっ ては年 齢等
の要件 により 融資を 受けら れない 者が， 自己 所有の不 動産を 処分し て償還 するこ とを
前提に ，神戸 市内に 自ら居 住する ための 住宅 を建設又 は取得 するの に必要 な資金 の融
資を神 戸市が 金融機 関に斡 旋する ことに より ，住宅の 再建を 支援す ること を目的 とす
る。
（定義 ）
第２条

この要 綱にお いて次 の各号 に掲げ る用 語の意義 はそれ ぞれ当 該各号 に定め ると

ころに よる。
(1)

指 定親族

借受人 の直系 親族又 は借受 人 の配偶者 の直系 親族の うち， 融資の 借受

時に おいて ６５歳 以上で ある者 をいう 。
(2)

対 象土地

災害復 興住宅 高齢者 向け不 動 産処分型 特別融 資制度 （以下 「高齢 者特

別融 資」と いう） の対象 となる 借受人 所有 の土地（ り災し た場所 以外に 別に所 有し
てい る土地 又は新 たに購 入した 土地及 び配 偶者又は 指定親 族との 共有土 地を含 む。）
をい う。
(3)

対 象住宅

高齢者 特別融 資の対 象とな る 借受人所 有の住 宅（敷 地とあ わせて ，独

立し て処分 可能な 区分所 有建物 及び配 偶者 又は指定 親族と の共有 建物を 含む。 ）を
いう 。
(4)

対 象不動産

対象 土地及 び対象 住宅 を 合 わせた不 動産を いう。

(5)

金 融機関

(6)

借 受人の指 定口座

神戸市 が指定 する高 齢者特 別 融資取扱 金融機 関をい う。
借受 人が金 融機関 に 開設した 借受人 名義の 口座で ，公的 年金

の振 込口座 に指定 するも のをい う。
（金融 機関及 び資金 預託等 ）
第３条

この要 綱によ る融資 は， 神 戸市と 融資 の実施に 関する 契約を 締結し た金融 機関

が行う。
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２

神戸 市は金 融機関 に対し ，この 要綱に よる 融資に必 要な資 金の預 託及び この融 資か
ら生じる 損失補 償を行 うもの とする 。
（融資 対象者 ）

第４条

融資を 受ける ことが できる 者は， 兵 庫 県南部地 震によ り居住 する住 宅を失 った

ため， 神戸市 内に自 ら居住 するた めの住 宅を 建設又は 取得し ようと する者 で，次 に該
当する 者とす る。
(1)

対 象土地に 住宅を 建設す る者又 は新築 住 宅を取得 する者

(2)

抵 当権等の 諸権利 の設定 されて いない 独 立して売 却処分 可能な 土地を 所有す る者

(3)

土 地処分等 による 借入金 の償還 まで， 融 資金額に かかる 元金及 び利息 の支払 いが

確実 に行わ れると 認めら れる者
(4)

借 受時にお いて年 齢が６ ５歳以 上で， 借 受人のみ ，もし くは借 受人及 びその 概ね

６０ 歳以上 の配偶 者又 は 指定親 族が居 住す る住宅を 建設又 は取得 する者
(5)

年 間所得が １，０ ００万 円以下 の者

(6)

金 融機関と の間に 対象不 動産の 処分を 前 提とする 金銭消 費貸借 契約（ 以下「 金銭

消費 貸借契 約とい う。） が締結 できる 者。 ただし必 要な場 合には ，これ に加え て遺
言執 行引受 予諾契 約又は これに 代わる 契約 を締結で きる者
(7)

金 融機関が 定める 規定に 適合す る者

（融資 対象住 宅）
第５条

高齢者 特別融 資の対 象とな る住宅 は次 に該当す るもの とする 。

(1)

市 内に建設 する住 宅であ ること 。

(2)

建 築基準法 その他 関係法 令に適 合する も のである こと。

(3)

住 宅部分の 床面積 が１７ ５㎡以 下であ る こと。

（融資 限度額 ）
第６条
(1)

融資限 度額は ，次の 各号の とおり とす る。
対 象住宅を 建設す る者に ついて は，金 融 機関が評 価する 土地評 価額の ７０％ 以内

で， １００ 万円以 上１， ５００ 万円以 下と する。
(2)

対 象住宅を 取得す る者に ついて は，金 融 機関が評 価する 土地及 び建物 の評価 額又

は区 分所有 建物評 価額の ７０％ 以内で ，１ ００万円 以上１ ，５０ ０万円 以下と する。
（融資 の条件 ）
第７条

融資の 条件は ，次の 各号 の とおり とす る。
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(1)

融 資利率

当初１ ０年間

年２ ．８％

１１年目 以降

年３． ７％

(2)

契約 期間

当 初の償 還期間 は１０ 年間と す る。ただ し，住 宅を建 設する 者につ い

て，分割 で融資 実行さ れた全 額に至 らない 融資 金額につ いては ，この 当初１ ０年間
の償還期 間の前 に，最 長で１ 年間を 限度に ，１ か月単位 で元金 償還を 据え置 くもの
とし， この据 置期間 中の融 資利率 は年 ２ ．８ ％とする 。この 据置期 間は， 当初１ ０
年間の償 還期間 と合わ せて借 受人と 金融機 関と の間に締 結する 当初の 契約期 間に含
まれるも のとす る。当 初１０ 年間 の 償還期 間が 経過した 時点で 借受人 が契約 の継続
を希望し ，かつ 継続す ること につい て神戸 市及 び金融機 関の双 方に異 議がな い場合
は，契約 は継続 するも のとす る。た だし， 当初 １０年間 の償還 期間が 経過し た後の
契約期間 及び， 据置期 間又は 当初１ ０年間 の償 還期間に 借受人 が死亡 した場 合等に
おける契 約期間 につい ては， 次の各 号のと おり とする。
ア

借受 人が死 亡し， 対象不 動産の 処分に よる 清算が完 了する まで。 ただし ，その
時点にお いて， 同居す る配偶 者又は 指定親 族が いる場合 で，神 戸市及 び金融 機関
の承認を 得て， 配偶者 又は指 定 親族 が債務 を承 継した場 合は配 偶者及 び指定 親族
が死亡し ，対象 不動産 の処分 による 清算が 完了 するまで 。

イ

借受 人及び その配 偶者又 は指定 親族が ，建 設 又は取 得した 住宅に 居住し なくな
ったため に期限 の利益 を喪失 した場 合には ，対 象不動産 の処分 による 清算が 完了
するまで 。

(3)

償還 方法
ア

金融機 関は， 別途定 める計 算方法 に基 づき算出 した元 金及び 利息又 は利息 のみ
を，毎月 金融機 関が定 める日 に，借 受人の 指定 口座から 自動で 引き落 とすも のと
する。

イ

元金 の償還 は，借 受人本 人によ る一括 又は 一部づつ の償還 ，もし く は連 帯保証
人又は相 続人に よる一 括償還 ，もし くは対 象不 動産の処 分によ る一括 償還に よる
ものとす る。

(4)
ア

融 資の時期
自 己が所 有する 土地に 住宅を 建設す る場 合
(ｱ)

対象土 地に抵 当権設 定登記 等の手 続が完 了したと き

(ｲ)

対象住 宅建設 工事の 棟上げ が終わ ったと き

(ｳ)

対象 住宅に抵 当権設 定登記 等の手 続が完 了 したとき
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融 資金額 の３分 の１

融資 金額の ３分の １
融資 金額の 残り３ 分の１

イ

新築住 宅を取 得する 場合
対象住 宅に抵 当権設 定登記 等の手 続が 完了した とき

(5)

融資金 額の全 額

償 還開始時 期
借 受人は ，融資 金額の 全額が 融資実 行さ れた月の 翌月か ら元金 の償還 を開始 する

もの とする 。ただ し，前 号アの うち (ｱ)及び (ｲ)の場 合にお いては ，融資 金額の 一部が
融資実行 されて から， 元金の 償還が 始まる まで の間は， 利息の み償還 するも のとす
る。
２

前項 第２号 アの場 合にお いて， 借受人 の死 亡を知っ たとき は，金 融機関 は借受 人死
亡通知 書によ り速や かに市 長に通 知する もの とし，対 象不動 産の処 分によ る清算 が完
了した ときは ，対象 不動産 処分完 了通知 書に より，市 長に速 やかに 通知す るもの とす
る。

３

第１ 項第２ 号イの 場合に おいて ，金融 機関 がその事 実を知 ったき は，期 限の利 益喪
失通知 書によ り速や かに市 長に通 知する もの とし，対 象不動 産の処 分によ る清算 が完
了した ときは 対象不 動産処 分完了 通知書 によ り，速や かに市 長に通 知する ものと する。
（担保 ）

第８条

金融機 関が対 象土地 及び対 象住宅 に第 １順位の 抵当権 を設定 する。

（保証 人）
第９条

融資を 受けよ うとす る者は ，法定 相続 人全員を 連帯保 証人と しなけ ればな らな

い。た だし， 遺言等 によ り ，対象 不動産 の処 分に支障 が生じ ないと 判断さ れる場 合は
遺贈を 受ける 一部の 相続人 を連帯 保証人 とす ることが できる 。
２

融資 を受け ようと する者 に法定 相続人 がい ない場合 は，遺 言によ り対象 不動産 を遺
贈され る者を 連帯保 証人と しなけ ればな らな い。

３

前項 の場合 で，遺 言によ り対象 不動産 を遺 贈される 者がな い場合 は，独 立の生 計を
営んで おり， かつ融 資の元 利償還 につい て確 実な保証 能力を 有する 連帯保 証人を １名
たてる ものと する。
（借受 人の義 務）

第１０条

借受 人は， 融資金 の償還 前にお いて ，対象不 動産を 譲渡し ，交換 し，貸 与し，

又は担 保に供 する等 ，対象 不動産 に所有 権を 阻害する 権利を 設定さ せては ならな い。
２

借受 人は対 象住宅 に配偶 者又は 指定親 族以 外の 者を 居住さ せては ならな い。

３

借受 人は融 資金の 償還前 におい て，法 定相 続人に異 動が生 じたと きは， 速やか に金融
4

機関にそ の旨届 出なけ ればな らない 。
４

借受 人は融 資の斡 旋を申 し込む にあた り， 市長及び 金融機 関宛に 前各号 の他， この要 綱 に
定められ た借受 人の義 務を遵 守する 旨の誓 約書 を提出し なけれ ばなら ない。

（融資の 手続き ）
第１１条

融資 を受け ようと する者 は，融 資を 受ける金 融機関 を選 び ，融資 斡旋申 込書に 要領

に定める 書類を 添えて 市長に 提出す るもの とす る。
２

市長 は，融 資斡旋 申込書 の提出 を受け たと きは，そ の内容 を審査 したう え，適 格と認 める
者につい て，融 資斡旋 申込書 を金融 機関に 送る ものとす る。

３

融資 を受け ようと する者 は，市 長から の斡 旋を受け て，金 融機関 に融資 の申込 を行う もの
とする。

４

申込 を受け た金融 機関は ，申込 内容を 審査 したうえ ，適格 と認め る者に ついて 融資額 を決
定するも のとす る。こ の場合 におい て，金 融機 関は，融 資決定 通知書 により ，速や かに借 受
人及び市 長に通 知する ものと する。

５

借受 人は， 金融機 関との 間に金 銭消費 貸借 契約を締 結し， 必要な 場合に は，こ れに加 えて
遺言執行 引受予 諾契約 又はこ れに代 わる契 約を 締結する 等の手 続きを 行い融 資を受 けるも の
とする。 この場 合にお いて， 金融機 関は， 融資 実行通知 書によ り速や かに市 長に報 告する も
のとする 。
（報告 等）

第１２条

金融 機関は ，毎月 末現在 におけ る融 資金の償 還状況 につい て償還 状況報 告書を 翌月

１０日ま でに市 長に提 出する ものと する。
２

金融 機関は ，繰上 償還又 は完済 がなさ れた ときは繰 上償還 等報告 書を速 やかに 市長に 提出
するもの とする 。
（融資 決定の 取消 等 ）

第１３条

金融 機関は ，借受 人が次 のいず れか に該当す るとき は，融 資決定 を取消 し，契 約を

解除し， 融資金 を繰上 償還さ せるも のとす る。 この場合 におい て，金 融機関 は融資 決定取 消
通知書に より， 速やか に借受 人及び 市長に 通知 するとと もに， 期限の 利益喪 失通知 書によ り
，速やか に市長 に通知 するも のとす る。
(1)

融 資金を融 資の目 的以外 に使用 したと き

(2)

融資 金の償還 を怠っ たとき

(3)

虚 偽の申込 みその 他不正 な手段 により 融 資を受け たとき
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(4)

第 １０条第 １項の 規定に 反し， 対象不 動 産を他に 譲渡し ，交換 し ，貸 与し， 又は

担保 に供す る等， 対象不 動産に 所有権 を阻 害する権 利を設 定させ たとき
(5)

第 １０条第 ２項の 規定に 反し， 配偶者 又 は指定親 族以外 の 者を 居住さ せたと き

(6)

第 １０条第 ３項の 規定に 反し， 法定相 続 人の異動 を届出 なかっ たとき

(7)

市 長又は金 融機関 の指示 に従わ なかっ た とき

(8)

契 約の条項 に違反 したと き

(9)

前 各号に掲 げるも ののほ か，こ の要綱 の 規定又は 金融機 関が定 める規 定に違 反し

たと き
２

融資 を受け たもの が前項 各号の いずれ かに 該当する ときは ，市長 は前項 に規定 する
措置を とるよ う金融 機関に 対し求 めるこ とが できる。

３

借受 人は， 第１項 各号の 規定に 反した ため ，金融機 関に契 約を解 除され たとき は，
対象不 動産を 処分し て清算 するも のとす る。

４

金融 機関は ，前項 に定め る対象 不動産 の処 分による 清算が 完了し たとき は，対 象不
動産処 分完了 通知書 により 速やか に市長 に通 知するも のとす る。
（金融 機関と の契約 ）

第１４条

神戸 市は， 金融機 関との 間に年 度ご とに，融 資に関 し必要 な事項 につい て契

約を締 結する ものと する。
（資金 預託）
第１５条

神戸 市は， 金融機 関と協 議のう え， 融資に必 要な 資 金の一 部を金 融機関 に預

託する ものと する。 資金預 託の割 合及び 利率 について は，年 度ごと に契約 のなか で決
定する ものと する。
（申込 受付期 間）
第１６条

この 要綱に 基づく 融資の 申込受 付期 間は，平 成９年 ２月１ 日から 平成 １ ９年

３月３ １日ま でとす る。
（施行 細則の 委任）
第１７条

附

この 要綱の 施行に 関し必 要な事 項は 建築住宅 局長が 定める 。

則

この要綱 は平成 １ ８年 ４月１ 日から 施行す る。
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附

則

この要綱 は平成 ３１年 ４月１ 日から 施行す る。
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