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公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて

保 証人 の取 扱い につ いて は、
「公営 住宅 への 入居 に際 して の取扱 いに つい て」
（平
成30年 ３月 30日付 国住 備第 503号 通知 ）に おい て保証 人の 確保 を入 居の 前提 とす
るこ とか ら転 換す べき とし てお り、住 宅に 困窮 する 低額 所得 者に 住宅 を提 供す る
とい った 公営 住宅 の目 的を 踏ま えると 、保 証人 の確 保が 困難 であ るこ とを 理由 に
入居 でき ない とい った 事態 が生 じない よう にし てい くこ とが 必要 であ ると 考え て
いま す。
つ きま して は、 下記 の点 に留 意の上 、保 証人 の取 扱い につ いて 検討 を行 って い
ただ くよ うお 願い いた しま す。
な お、 貴管 内の 事業 主体 （政 令市を 除く。） に対 して もこ の旨周 知さ れる よう
お願 いい たし ます 。
記
１． 公営 住宅 への 入居 に係 る保 証人の 取扱 いに つい ては 、そ の確 保を 入居 の前 提
と する こと から 転換 すべ きと ころで すが 、本 年４ 月か らの 改正 民法 の施 行に 伴
い 、保 証人 を要 する 場合 には 極度額 の設 定が 必要 とな りま すの で、 入居 希望 者
へ の十 分な 周知 が必 要と 考え られま す。 保証 人の 要否 につ いて 未検 討の 事業 主
体 にお いて は、 早急 に検 討を 行って いた だき ます よう お願 いい たし ます 。
２． 当面 、引 き続 き保 証人 の確 保を入 居の 要件 とす る事 業主 体に おい ても 、通 知
の 趣旨 を十 分踏 まえ 、入 居希 望者の 努力 にも かか わら ず保 証人 が見 つか らな い
場 合に は、保 証人 の免 除を 行う、緊急 連絡 先の 登録 をも って 入居 を認め るな ど、
住 宅困 窮者 の居 住の 安定 の観 点から 特段 の配 慮を お願 いい たし ます 。
特に 、災害 によ り住 宅を 失っ た者 が災 害公 営住宅 に入 居す る場 合に おい ては、
円 滑な 入居 によ る被 災者 の居 住の安 定を 図る ため にも 、保 証人 の確 保を 求め な
い など 、入 居者 の事 情に 配慮 した丁 寧な 対応 をお 願い いた しま す。

