住まい探しでお困りの
ひとり暮らし高齢者の方などへ

住まいる
サポート
船
橋

居住支援サービスのご案内
～ 賃貸住宅への入居をお手伝いします ～
65 歳以上のひとり暮らし高齢者、
障害者、高齢者のみ世帯の方などを対象に
民間賃貸住宅の物件情報や
見守りサービスなどの情報を提供します

住まいるサポート船橋

（船橋市居住支援協議会相談窓口）
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基本サービス
「借りる人」
「貸す人」どちらの不安も解消できるよう、
「基本サービス」を用意しました。

住まい探し・空き室の不安
借りる人

転居しなければならないが、ひとり暮らしな
ので、入居できる賃貸住宅が見つからない。

貸す人

こんなときは…
空き室はあるけれど、ひとり暮らしだと、
入居後が心配。

急な体調変化・居室内での事故の不安
借りる人

発作などの緊急時に、救急車を呼んだり、
駆けつけてほしい。
災害にあった時も不安…。

貸す人

こんなときは…
ひとり暮らしだと、居室内で急な体調変化が
あった場合、発見が遅れてしまうのでは…。

亡くなられたあとの不安
借りる人
貸す人
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身寄りがなく、自分の葬儀をする親族がいな
い。万が一の時、貸主さんに迷惑をかけたく
ない。

こんなときは…
入居者が亡くなった後の、いろいろな手続き
や家財整理などが大変。

「住まいるサポート船橋」の紹介で新たに賃貸物件に入居する場合には、基本的に以下の全てのサー
ビスをご利用いただきます。

賃貸物件情報提供サービス

【申込先：市社会福祉協議会】

サービス内容
新たに賃貸物件を探している方に、物件等の情報提供を行います。
入居後も、借りる人・貸す人双方の相談に「住まいるサポート船橋」が対応します。
※希望に合う物件が見つけられない場合もあります。

利 用 料 金
無料 ※成約時の不動産店への仲介手数料、礼金などは、別途必要となります。

緊急通報・見守りサービス

【申込先：①②船橋市高齢者福祉課、③市社会福祉協議会】

サービス内容
緊急通報装置をお貸しし、緊急時に警備員による駆けつけや、救急車の出動要請を行います。
また、センサーによる 24 時間体制の見守りを行います。
利 用 料 金
①常に安否の確認を必要としている 65 歳以上のひとり暮らし高齢者 ……………………… 無 料
②緊急時の対応に不安感を持っている 75 歳以上のひとり暮らし高齢者
市民税・県民税非課税の方…………………………………………………… 月額 1,080 円（税込）
市民税・県民税課税の方……………………………………………………… 月額 2,160 円（税込）
③その他…………………………………………………………………………… 月額 2,160 円（税込）
※固定電話回線をお持ちでない方は月額 4,428 円（税込）

安心登録カード

【申込先：市社会福祉協議会】

サービス内容
あらかじめ登録いただいた方を対象に、災害時や緊急時における、地域の方々による支援が迅速
に行えるよう、日頃から定期的にハガキ等による見守りを行います。
利 用 料 金
無料

身じまいサービス

【申込先：市社会福祉協議会】

サービス内容
亡くなられた場合に、遺族や関係機関への連絡・手続きや、火葬・納骨・家財整理などを行います。
※相続人の有無や資産状況などを確認するため、戸籍や課税証明書・預金通帳の写しなどの書類が必要となりま
す。

利 用 料 金
預託金

32 万円（ただし預貯金・所得の低い方は、条件により最高 16 万円までの助成制度あり）

※上記の金額は基本的なものであり、サービス内容の追加などにより変動する場合があります。
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その他のサービス（主なもの）
「基本サービス」の他に、次のようなサービスがあります。
ご利用を希望する場合は、「住まいるサポート船橋」までご相談ください。
サービス名
同行支援サービス
《原則無料》

サービスの内容【申込先】
物件の内覧や賃貸借契約時にひとりで説明を受けるのが不安な方に対
して、「住まいるサポート船橋」の相談員が同行・同席します。
【市社会福祉協議会】

家賃預かり・支払い
代行サービス

定期借家契約を締結することで入居が可能となる物件を紹介し、契約
締結後には契約期間分の家賃を一括で預かり、貸主への月々の支払い
を代行します。
【市社会福祉協議会】

家賃債務保証支援
サービス ★

民間賃貸住宅へ入居しようとする低所得者の方のうち、高齢者世帯等
に対して初回分の家賃債務保証料の一部を助成します。
※生活保護受給者は除く
【船橋市住宅政策課】

金銭管理・
財産保全サービス ★

判断能力が低下した方に対して、預貯金の出し入れ・公共料金等の支
払いなどの代行や財産（通帳、保険証書、契約書、実印等）を金融機関
の貸金庫に保管します。
【ふなばし高齢者等権利擁護センター】

声の電話訪問サービス ★

ひとり暮らしの方に対して、孤独感の解消と安否確認のため、週 1
回程度、相談員が電話で訪問します。
【船橋市高齢者福祉課】

生活支援サービス ★

家族等による家事援助が受けられない方に対して、ボランティアが掃
除・洗濯・買い物・調理等の支援を行います。【船橋市高齢者福祉課】

《有料》

《保証料は有料》

《有料》

《無料》

《原則有料》

入退院時支援サービス
《有料》

高齢者住み替え
支援サービス

身寄りのないひとり暮らしの方が入院した場合に、入退院時の付添い
などを行います。なお、入退院時の保証人の引受、同意書の記入等は
行っておりません。
（※身じまいサービス利用者のみ登録できます。
）
【市社会福祉協議会】
65 歳以上の高齢者のみの世帯が市内の 1 階又はエレベーターのある
民間・UR 賃貸住宅に住み替える場合に、引越費用や仲介手数料等を
助成します。※生活保護受給者は除く
【船橋市住宅政策課】

★のサービスは単独での利用が可能です（利用対象など、くわしくはお問い合わせください）
。
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サービス利用の流れ
「電話での相談」から「入居」まで、大まかな流れは次のとおりです。

電話での相談

賃貸物件への入居に関してお困りの方は、まずは、
「住まいるサポー
ト船橋」まで、電話でご相談ください。

窓口での面談

「住まいるサポート船橋」にて面談のうえ、 ◆お困りの内容 ◆ご本
人・ご親族の状況 ◆家賃・間取り・地域など物件の希望 を伺います。

物件情報の提供

物件の内覧・
契約の説明

契約の締結

入

居

基本サービス
利用の申請・
サービス利用決定

「住まいるサポート船橋」が、不動産店と連携して賃貸物件の情報を
提供します。
※希望に合う物件を見つけられない場合もあります。
※物件情報の提供には数日かかります。

ご希望の物件が見つかりましたら、物件の内覧や、不動産店による賃
貸借契約の説明を受けていただきます。

※ひとりで説明を受けるのが不安な方は、「同行支援サービス」（4 ページ参照）
をご利用ください。

不動産店にて、賃貸借契約の締結をしていただきます。

入居後、「その他のサービス」（4 ページ参照）の利用を希望される場
合は、申請が必要となりますので、まずは「住まいるサポート船橋」
まで、電話でご連絡ください。

「基本サービス」
（2、3 ページ参照）の利用が原則となりますので、
申請書類へのご記入や、関係書類のご提出が必要です。
※物件によっては、「その他のサービス」（4 ページ参照）の利用が必要となる
場合もあります。
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「借りる人」の疑問にお答えします
Q

このサービスは、ひとり暮らしの高齢者しか利用できないのですか。

居住支援サービスは、主に、
「65 歳以上のひとり暮らし高齢者で、市内の
賃貸物件を探している方」にご利用いただくものです。
ただし一部のサービスを単独でご利用できる場合もありますので、まずは「住ま
いるサポート船橋」まで電話でご相談ください。
なお、生活保護を受給されている方は生活支援課担当ケースワーカーへご相談く
ださい。
【船橋市生活支援課 ☎ 047-436-2360】

A

不動産店に相談しても、なかなか物件を見つけることができませんが、

Q 「住まいるサポート船橋」では、必ず物件を紹介してくれますか。

「住まいるサポート船橋」では、まずはご本人様の状況をお聞きし、「基本
サービス」の利用を前提に不動産店へ物件の照会を行います。なお、ご本
人様の状況や希望する内容によっては物件が見つからない場合もあります。

A

Q

面談日当日に、物件情報を提供してもらえますか。

物件の情報は、面談時の相談シートをもとに不動産店へ照会を行い、回答
があったものを提供します。
このため、面談から情報提供まで数日はかかりますので、ご了承ください。

A

Q

全ての「基本サービス」を利用しないと、
物件は紹介してもらえないのでしょ
うか。

「基本サービス」（2、3 ページ参照）は、ご本人様だけでなく、貸主様の
入居後の不安を取り除くためにも、原則として、全ての「基本サービス」
をご利用いただきます。

A

Q
A
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「身じまいサービス」を利用したいのですが、預貯金が少ないので、利用
料を一括で納付できないのですが。

「身じまいサービス」
（3 ページ参照）の利用料の一括納付が難しい場合は、
分割での納付も可能ですので、ご相談ください。

「貸す人」の疑問にお答えします
Q

入居者に関する相談は、どこにしたらよいのでしょうか。

「住まいるサポート船橋」を通じて入居された方が、
「以前と比べて元気が
ない」「認知症かもしれない」といった場合には、まずは「住まいるサポー
ト船橋」までご連絡ください。
貸主様から状況をお聞きし、その後市の担当部署等と問題解決にあたります。

A

Q

「緊急通報・見守りサービス」（3 ページ参照）は、どのような場合に駆け
つけてくれるのですか。

急な体調変化による緊急時に、入居者が機器のボタンを押すことで、委託
事業者の警備員による駆けつけや、救急車の出動要請などを行います。
また、センサーに 24 時間連続して反応がないなどの異常を感知した場合にも、
同様の対応を行います。
警備員は事前に入居者から合鍵をお預かりしていますので、これらの緊急時に、
貸主様に玄関のドアを開けていただく必要はありません。

A

Q 「身じまいサービス」の、具体的なサービス内容について教えてください。
「身じまいサービス」（3 ページ参照）を利用している入居者が亡くなられ
ましたら、預託金をもとに、葬祭業者などに火葬・納骨や家財整理を依頼
します。
また、利用者の生前の希望に応じて遺族への連絡や関係機関への諸手続きを行い
ます。

A

Q

「基本サービス」だけでなく、「その他のサービス」を利用してくれたら、
紹介できる物件があるのですが。

「その他のサービス」（4 ページ参照）は「基本サービス」（2、3 ページ参
照）とは異なり、入居者の希望により提供する任意のサービスとなります。
ご質問のような物件がありましたら、
「住まいるサポート船橋」から物件の照会
をさせていただく都度、その旨をお伝えください。
「住まいるサポート船橋」から相談者本人に説明し、利用について了承がもらえ
ましたら、本人に該当する物件情報を提供します。

A
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「住まいるサポート船橋」とは…
住まいの確保が困難な 65 歳以上のひとり暮らし高齢者など
が、円滑に民間賃貸住宅に居住できるよう、船橋市・居住支援
団体・宅地建物取引業者・建築士関係団体・学識経験者で構成
された「船橋市居住支援協議会」が行っている相談窓口です。

住まい探しでお困りの際は、
下記までご相談・
お問い合わせください。

住まいるサポート船橋

午前 9 時〜午後 5 時

京成船橋駅

信号

スクランブル
交差点
21

文化ホール

信号（歩行者用）
至千葉

047−437−0077

国道14号

本町通り

歩道橋

047−437−0055

信号

信号

至成田

JR船橋駅南口から徒歩
約10分。お車の場合は
市役所の駐車場をご利用
下さい。

コンビニ

FAX

住まいるサポート船橋
（船橋市社会福祉協議会内）
福祉ビル 3階

至東京

電話

JR船橋駅

スクエア

受付
時間

（北口）

船橋駅

（南口）
至上野

月〜金
受付日
（祝休日・年末年始を除く）

東武野田線

至千葉

〒 273-0005 船橋市本町 2 丁目 7 番 8 号
船橋市福祉ビル 3 階

至東京

相談
窓口

信号

マン レンタ
ション カー店

市役所
駐車場

船 橋
市役所

H30.4 改訂

