居住支援法人の問い合わせ先
指定
都道府県

平成30年7月5日時点
法人名

所在地

業務エリア

ＨＰ

問合わせ先

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

http://www.homenet-24.co.jp

TEL:03-5285-4538
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保3-8-2

一般社団法人あんしん住まいサッポロ

札幌市、小樽市、石
狩市、江別市、岩見
北海道札幌市中央区北1条西2丁目
沢市、栗山町、北広
9番地 オーク札幌ビル 1F
島市、恵庭市、千歳
市

・住宅相談など賃貸住宅への円滑な住居に係る情報提供及び相談
・家賃保証については必要に応じて指定家賃保証会社を紹介する
・見守りなどの生活支援については必要あれば対応する

https://www.ansumasapporo.com

TEL:011-210-6224
Mail:ansuma.sapporo@gmail.com

NPO法人シニア賃貸住宅サポートセン
ター札幌

札幌市白石区南郷通12丁目北1番
15号

札幌市

・住宅相談
・サービス（見守り・安否確認）
・家賃保証については必要に応じて指定家賃保証会社を紹介する

http://senior-rent.com/

TEL:011-862-7788
Mail:knym@plum.plala.or.jp

NPO法人コミュニティワーク研究実践セ
ンター

札幌市中央区南8条西2丁目5-74
市民活動プラザ星園

札幌市、岩見沢市、
三笠市、美唄市、月
形町

・登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証会社の紹介
・住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
・見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
・サブリース事業

http://www.cmtwork.net/

TEL:011-511-1315
Mail:info@cmtwork.net

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保3-8-2

岩手県内全域

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

TEL:03-5285-4538
http://www.homenet-24.co.jp/ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

特定非営利活動法人市民協岩手

岩手県盛岡市緑が丘一丁目５番３５
岩手県内全域
号

低額所得者、被災者、障害者、子育てをする者その他住宅確保要配慮者の
・居住支援事業の全般的な案内（不動産協力店、利用可能なサービス・福祉関係施策の紹介）
・住まい探しのサポートサービス提供（不動産店への同行、家賃債務保証サービスの紹介等）
・入居中のサポートサービスの提供（見守りサービスの提供及び紹介、生活に関する相談対応 等）
・退去時のサポートサービスの提供（退去時の立会い、家財残置物の整理 等）
ほか

開設予定

TEL:019-675-1303

一般社団法人パーソナルサポートセン
ター

仙台市青葉区二日町６番６号シャン
宮城県内全域
ボール青葉２階

・住宅確保要配慮者又はその関係者からの入居に関する相談、必要な情報の提供、住居及び不動産業
者の紹介、入居を希望する住居への同行、その他円滑な入居の促進に必要な支援の提供
・住宅確保要配慮者の居住生活に関する相談、必要な情報の提供、面談、訪問、その他生活の安定及
び向上に必要な支援の提供

http://www.personalsupport.org/

TEL：022-395-8865
FAX：022-395-6268
info-cw＠personal-support.org

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保三丁目８番２号
宮城県内全域
新宿ガーデンタワー

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

TEL：03-5285-4538
http://www.homenet-24.co.jp/ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

群馬県

株式会社居住支援機構

群馬県高崎市新町542番地4渋沢ビ
ル

低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て者、外国人への
・住宅情報の提供・相談対応、不動産店等への同行
・安否確認、見守りサービス、生活相談
・その他附帯する業務

準備中

埼玉県

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保三丁目8番2号
埼玉県内全域
新宿ガーデンタワー

・賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談対応
・見守りサービス

http://www.homenet-24.co.jp/ TEL:03-5285-4538

千葉県

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保３丁目８番２号 千葉県全域

低額所得者、高齢者、障害者、生活困窮者自立支援法に基づく援助を受けている者
への
・見守り・安否確認、家財整理・家財処分

http://www.homenet-24.co.jp/ 03-5285-4538

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保三丁目８番２号
東京都内全域
新宿ガーデンタワー１３階

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談
・メンタル相談等・見守り（安否確認）

http://www.homenet-24.co.jp/ TEL：03-5285-4536

北海道

札幌市、本別町

業務内容

岩手県

宮城県

特定非営利活動法人市民福祉団体全国
東京都港区芝公園二丁目６番８号
協議会

高崎市

東京都大田区、杉並 住宅確保要配慮者への
・住宅確保要配慮者と賃貸人のマッチング、同行業務、住宅相談業務
区、
・見守りなどの生活支援
中野区、新宿区

TEL 0274-25-8484

http://seniornet.ne.jp/

TEL：03-6809-1091

特定非営利活動法人リトルワンズ

東京都杉並区阿佐谷南三丁目３７番
東京都内全域
地１０号３０１室

住宅確保要配慮者への
・居住情報の提供、マッチング、不動産会社への連絡、本人へのヒアリング
物件の内覧への同行、家賃債務保証会社への連絡等
・ファイナンシャルサポート、就業支援、キャリアアップ、
育児支援（子供の教育など）、生活ネットワーク構築支援、行政支援情報提供

http://www.npolittleones.com/ TEL：03-5335-7285

社会福祉法人悠々会

東京都町田市能ヶ谷４丁目３０番１
号

東京都町田市

住宅確保要配慮者への
・住宅確保要配慮者への入居に係る相談・情報提供、不動産業者への同行等
・あんしんハウス（借り上げて転貸した物件）入居者への見守り等の生活支援

http://www.yuyuen.com/

TEL：042-737-7288

特定非営利活動法人ハビタット・フォー・ 東京都新宿区新宿５丁目１１番地２
ヒューマニティ・ジャパン
５

東京都２３区内とそ
の周辺

住宅確保要配慮者への
・入居相談、物件情報提供、不動産会社への同行等
・見守り活動、訪問による生活相談等

http://habitatjp.org/

TEL：03-6709-8780

株式会社ケアプロデュース

東京都港区芝５丁目２７番５号

東京都全域

住宅確保要配慮者への
・電話・来店・訪問による入居相談、住宅情報の提供、住宅見学同行、マッチング等
・入居後の電話・メール・手紙・訪問等による状況把握・情報提供・相談等

http://www.careproduce.jp/

TEL：03-5491-5005

一般社団法人ささえる手

東京都練馬区東大泉三丁目１７番１ 東京都練馬区及び西 ・住宅情報の提供、住宅相談、不動産店への同行及び賃貸人とのマッチング等
１号エザンス大泉２０３
東京市
・相談員による生活相談、見守り、安否確認及び緊急対応等

https://yadorigifight.jimdo.com/

TEL：03-6904-4502

企業組合労協センター事業団

東京都豊島区東池袋１丁目４４番３
号池袋ＩＳＰタマビル

http://www.workerscoop.com/

TEL：03-6907-8030

http://www.chc.or.jp/

TEL：03-5906-5340

https://www.kotatsu.co.jp/

TEL：042-519-8388

東京都

住宅確保要配慮者への

東京都板橋区、豊島 住宅確保要配慮者への
区、練馬区、世田谷 ・賃貸住宅の円滑な入居に係る情報提供・相談、マッチング等
・入居後の生活相談、見守り及び安否確認等の生活支援
区及び墨田区

特定非営利活動法人コレクティブハウジ 東京都豊島区目白３丁目４番５号ア
東京都全域
ング社
ビタメジロ３０２

住宅確保要配慮者への
・賃貸住宅の入居に係る相談、情報提供及び不動産業者への同行等
・入居後の生活相談、見守り及び安否確認等の生活支援

住宅確保要配慮者への

株式会社こたつ生活介護

東京都立川市一番町二丁目３６番地 東京都立川市及び武 ・賃貸住宅の入居に係る相談、情報提供及び不動産業者への同行等
の１３
蔵村山市
・電話・訪問による見守り、電話・訪問による相談及び掃除の支援等

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保3-8-2

神奈川県内全域

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

TEL:03-5285-4538
http://www.homenet-24.co.jp/ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

認定ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

藤沢市藤が岡1-4-2

藤沢市

高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他障がい者、低額所得者、生活
困窮者、子育て世帯への、
・入居相談及び賃貸住宅入居に係る情報提供
・賃貸住宅入居を円滑に行うための同行しての物件探し等
・サブリース事業
・見守り・安否確認

http://www.npo-fuji.com/

TEL：0466-26-2001

特定非営利活動法人シニアライフセラ
ピー研究所

藤沢市鵠沼海岸七丁目20番21号

藤沢市

低額所得者、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の心身の機能
の障害者、子育て世帯、生活困窮者、外国籍の者への、
・賃貸住宅の相談、紹介
・住居に関するトラブルの相談
・見守り支援、日常生活サポート

https://slt.tanemaki.fun/

TEL：0466-34-8550

低額所得者、高齢者、子育て世帯、生活困窮者、外国人への、
・居住に関する多言語相談とコーディネート、同行支援
・生活の安定に関する業務

http://sumasen.com/

TEL：045-228-1752

住宅確保要配慮者への
・不動産店等への同行、相談窓口の設置
・安否確認・生活相談サービス等の提供

http://npo-barrierfree.jp/

TEL:076-275-7494
MAIL:bf.souken@bird.ocn.ne.jp

住宅確保要配慮者への
・不動産業者への同行、物件の内見、入居申し込み等の支援
・定期訪問巡回員による見守りサービスの提供

https://www.teotoriatte.info/

TEL:076-227-8014
MAIL:teotoriatte519122@gmail.com

神奈川県

特定非営利活動法人かながわ外国人す 横浜市中区常盤町１－７ 横浜ＹＭＣ
神奈川県内全域
まいサポートセンター
Ａ 2階

石川県内（白山市を
中心）

NPO法人 バリアフリー総合研究所

石川県白山市成町712-3

テオトリアッテ 株式会社

石川県金沢市糸田2丁目154番地12 石川県内全域

石川県

特定非営利活動法人まちかど保健室ｙｏ
福井市二の宮3丁目4-14 2Ｆ
ｕ

福井市内

低額所得者、高齢者、子育て世帯、保護観察対象者、生活困窮者への
・入居相談 不動産店への同行またはコーディネート
・定期的な見守りや相談事業

株式会社ケア・フレンズ

福井市

高齢者、障害者への
・入居相談、不動産店への同行、入居立会い
・生活相談、見守り（安否確認）

http://carenet.biz/18/carefriend/

TEL:0776-27-5816
c.frenz@poem.ocn.ne.jp

岐阜県内全域

住宅確保要配慮者(児童虐待を受けた者､ＤＶ被害者､生活困窮者等）への
住宅相談業務や不動産会社への同行及びコーディネート業務
入居後の見守りサービス業務や生活相談業務

http://www.volavola.org/

TEL:058-393-0751

―

TEL:0776-65-6984

福井県

岐阜県

福井県福井市松本2丁目25-16

社会福祉法人 岐阜羽島ボランティア協
羽島市竹鼻町狐穴７１９番地１
会

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保三丁目８番２号 静岡県内
新宿ガーデンタワー１３階

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談及び入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

TEL:03-5285-4538
http://www.homenet-24.co.jp/ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

静岡県
特定非営利活動法人 ＷＡＣ清水さわや
静岡市清水区日立町24番17号
かサービス

住宅確保要配慮者を対象とした

静岡市内（主に清水区）住宅相談、賃貸人とのマッチング、サブリースによる賃貸住宅の提供

-

054-336-8844
Mail:wacshimizu@sepia.ocn.ne.jp

http://tasukeainagoya.com/

TEL:052-899-0833
FAX:052-899-0800
Mail:info@tasukeainagoya.com

生活相談、配食、居場所の提供 など

特定非営利活動法人たすけあい名古屋 名古屋市緑区鳴子町四丁目１３番地 名古屋市内

・高齢者、障害者等への不動産事業者同行やコーディネートなどの入居支援
・生活に困窮している人への相談など生活支援 等

公益社団法人愛知共同住宅協会

名古屋市中区橘１丁目２６番１８号

愛知県内全域

・住宅確保要配慮者、支援者（福祉、医療、司法、行政関係）、賃貸住宅経営者・管理
者等への無料電話相談
http://mimamori-oya.jp/
・住居を失った人などに民間賃貸住宅への入居を支援
・災害時における緊急入居住宅確保の支援 等

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保3-8-2

愛知県内全域

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

特定非営利活動法人 あたたかい心

名古屋市、津島市、
名古屋市千種区内山一丁目１１番１
稲沢市、大治町、蟹
６号
江町

TEL:052-324-8488/0565-32-5006
FAX:052-324-8388/0565-32-5008

TEL:03-5285-4538
http://www.homenet-24.co.jp/ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、外国人、DV被害者、生活困窮者に対
する、
http://www.atatakai・入居相談ならびに情報提供
kokoro.or.jp/
・見守り、安否確認等の居住支援サービス 等

TEL:052-883-8505
FAX:052-627-0606

高齢者、障害者、子どもを養育する者に対する、
・入居相談ならびに情報提供
・見守り、安否確認等の居住支援サービス 等

http://www.kaigo-sakura.com

TEL:052-788-2390
FAX:052-788-2391

低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て者（一人親世帯）、DV被害者、生活
保護観察対象者等、生活困窮者、指定被害の被災者に対する、
・住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
・見守りなど要配慮者への生活支援に附帯する業務

http://www.wacnet.jp/tasukeai TEL:0532-52-4315
/
FAX:0532-56-0702

低額所得者、高齢者、障碍者、子育て者（一人親世帯）に対する、
・入居に係る情報提供及び相談
・入居後の見守り、相談、生活支援 等

http://www.noppo-no-kai.jp

TEL:052-509-5621
FAX:052-509-5622

住宅確保要配慮者に対する、
・入居に係る情報提供及び相談
・入居後の訪問活動による生活状況確認及び相談 等

http://www.wappa-no-kai.jp/

TEL:052-910-1001
FAX:052-910-0018

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

http://www.homenet-24.co.jp

TEL:03-5285-4538
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

・住宅要配慮者への住居情報の提供、入居後の生活支援（生活必需品等の提供）
・障害者への障害者就労支援事業や相談支援事業

http://www.npo-all.jp/

TEL:06-6634-0874
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-705-119
FAX:06-6634-0875
Mail:info@npo-all.jp

入居後の住宅確保要配慮者への
・訪問、電話による安否確認
・生活相談、介護相談、金銭管理のアドバイスや支援等の入居生活支援

https://npo-ols.jimdo.com/

TEL:06-6715-1588
Mail:yuuki-sakura@outlook.jp

大阪市、豊中市、吹
田市

住まいを喪失している、あるいは喪失しそうな低所得者等への
・住まいの確保
・生活再建のサポート

http://www.osakalsc.jp/kiboukan/

TEL:06-6358-0705
Mail:osaka.kiboukan@gmail.com

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 岸和田市野田町1丁目5番5号

岸和田市

住居設定を希望する住居確保要配慮者への
・住まい探しの相談
・入居契約のサポート
・福祉サービスの利用援助 等

http://www.syakyo.or.jp

TEL:072-439-8255
Mail:soumu@syakyo.or.jp

社会福祉法人みささぎ会

藤井寺市、柏原市、
羽曳野市、松原市、
堺市

住宅確保要配慮者への
・協力店と連携した賃貸住宅への円滑な入居の支援
・入居後の利用者の自助努力を導くための居宅支援

http://www.misasagikai.or.jp

TEL:072-952-8880
Mail:fujiidera@misasagikai.or.jp

大阪市

住宅確保要配慮者への
・安定した入居と生活に関する支援を目的とした相談窓口の設置
・入居後の行政等と連携した入居者の安否確認や生活相談 等

準備中

TEL:06－6710－9745
Mail:mines@joy.ocn.ne.jp

愛知県
特定非営利活動法人 介護サービスさく 名古屋市名東区高針荒田１０１１番
ら
地

名古屋市、日進市
豊橋市、岡崎市、豊川市、
碧南市、豊田市、刈谷市、
安城市、西尾市、蒲郡市、
新城市、知立市、高浜市、
田原市、みよし市、幸田町、
設楽町、東栄町、豊根村
名古屋市

特定非営利活動法人 たすけあい三河

愛知県豊橋市南瓦町１４番地の１

特定非営利活動法人 ノッポの会

名古屋市西区平出町２８番地

社会福祉法人 共生福祉会

名古屋市北区大曽根四丁目７番２８
号

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保3-8-2

特定非営利活動法人生活支援機構ALL

大阪市西成区天下茶屋北2丁目1番
大阪府内全域
20号

名古屋市

京都府

京都府内全域

特定非営利活動法人大阪市市民生活支
大阪市生野区勝山北3丁目8番23号 大阪府内全域
援センター

一般社団法人大阪希望館

大阪市北区天神橋7丁目13番15号

藤井寺市藤井寺4丁目11－7

特定非営利活動法人南市岡地域活動協 大阪市港区南市岡2丁目７番18号
議会
南市岡会館老人憩の家

大阪府

住宅確保要配慮者への
・地域の社会福祉法人・不動産会社・オーナー等とのネットワークを活用した円滑入居
http://www.s-you-i.jp/
支援
・コミュニティカフェ機能・総合生活相談機能を活用した生活安定に資する事業

TEL:06-6561-8801
Mail:office@s-you-i.jp

守口市、門真市、大
東市、四条畷市、枚
方市、豊中市、大阪
市旭区、大阪市鶴見
区

住宅確保要配慮者への
・必要な調査後における「財産管理」「死後事務」「成年後見」「任意後見」「身元保証」等対応
・介護保険、自立支援、移動支援、ケア計画作成事業の指定を受け、生活相談を子育て世代への自費対
応を含めて実施
・行政と連携し、優良で安価な空き家情報の提供をし、見守り、日常生活などのワンストップサービスの提
供

TEL:06-6916-7230,7250
Mail:s-pal2@kni.biglobe.ne.jp

大阪府堺市西区平岡町92番地13

大阪府内全域

住宅確保要配慮者への
・状況に合う住居確保に向けた必要な各手続等へ同行する入居支援
・入居先で安心して生活するための見守りや具体的な問題解決・助言等を行う生活支 https://mirai-terasu.net/
援
・必要者には就労支援を、実務経験豊富な相談員が各所と連携して実施

TEL:072-272-4646
Mail:info@mirai-terasu.net

NPO法人HELLOlife

大阪府大阪市西区靭本町1-16-14

四條畷市

収入が低い、離転職を繰り返している等の若年低額所得者への
・就職支援
・低廉な民間賃貸住宅へのマッチングを通じた居住支援

https://hellolife.jp

TEL:06-6147-3186
Mail:info@hellolife.jp

NPO法人アクティブライフ・サン

大阪市天王寺区寺田町2丁目6番2
号
東大阪ビル4階

大阪府内全域

住宅確保要配慮者への
・住まい探し・内覧や家賃債務保証、身元保証、生活保護等の手続きの補助・同行
・入居後の行政機関、他支援法人、訪問介護及び弁護士等と連携した生活支援
・住み替えの相談の受付

http://activelifesun.web.fc2.co TEL:06-6775-1322
m/index.html
Mail:activelifesun@galaxy.ocn.ne.jp

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保３－８－２

大阪市

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

http://www.homenet-24.co.jp

TEL:03-5285-4538
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

よどきり医療と介護のまちづくり株式会
社

大阪府大阪市東淀川区豊新4-26-3 大阪市

生活支援が必要な入居者への
・看護師・保健師が常駐するよどまち保健室における相談支援や関係職種との調整

http://www.machi-care.jp/

TEL:06-6328-2112
Mail:yodo-machi@machi-care.jp

社会福祉法人みなと寮

大阪府吹田市山田北１５－５
ロイヤルツカワキ４０７

吹田市

住宅確保要配慮者への
・個々のアセスメント後のニーズに応じた支援計画の作成
・関係機関との連携や入居後の見守り・生活上の支援
・入居に関する情報提供

http://www.minatoryo.or.jp/

TEL:06-7897-8575
Mail:senriryo@minatoryo.or.jp

社会福祉法人桃林会

大阪府摂津市鳥飼中1丁目19番8号

摂津市、茨木市、高
槻市

住宅確保要配慮者への
・入居と生活に関する支援や相談
・入居後の安否確認や生活相談
・必要な方には中間的就労事業と共同した訓練や就労相談

http://www.shirasagien.com

TEL:072-654-5094
Mail:torikai@shirasagien.com

エルズサポート株式会社

東京都新宿区大久保3-8-2

大阪府内全域

住宅確保要配慮者への
・家賃債務保証の実施
・見守り（安否確認）を実施する事業者と連携して実施

http://www.ls-support.co.jp/

TEL：03-6233-6260
Mａｉｌ：ls-service6250@lssupport.co.jp

株式会社シーズ

大阪府箕面市稲5丁目13番8号 江
川ビル3階

大阪府内全域

住宅確保要配慮者への
・不動産に関する全般的な支援や相談
・グループ会社へ就業斡旋

http://egawagroup.com/seeds

TEL：072-726-7777
Mａｉｌ：seeds-egawa@officeegawa.com

株式会社大京住宅

大阪府八尾市東本町3丁目6番13号

八尾市、東大阪市、 住宅確保要配慮者への
大阪市平野区、柏原 ・住宅紹介。
市、藤井寺市、羽曳 ・電話、来店もしくは訪問による相談等に対応。
野市

http://www.daikyo-j.co.jp/

TEL：0120-07-5559
Mａｉｌ：staff@daikyo-j.co.jp

社会福祉法人八尾隣保館

八尾市南本町3丁目4番5号

大阪府内全域

住宅確保要配慮者への
・生活困窮者レスキュー事業の中で住宅確保に関する協力
・定期的な見守り、介護等の入居後の生活支援を実施

http://www.yaorinpokan.or.jp

TEL：072-922-3130
Mａｉｌ：info@yaorinpokan.or.jp

株式会社NSA

大阪府大阪市中央区谷町2-3-2 森
大阪府内全域
居幸ビル4階

住宅確保要配慮者への
・住まい探しや入居支援
・NSAグループ雇用に伴う資格取得支援や居住支援

http://www.k-nsa.co.jp/

TEL：06-6910-4521
Mａｉｌ：nsa.m.matsuoka@gmail.com

一般財団法人ヒューマンライツ協会

大阪市西成区出城2丁目5番9号
パークコート1階 にしなり隣保館 ゆ 大阪市
～とあい

特定非営利活動法人ゆうかり

守口市大日東町25-30
大日松原マンション203号

一般社団法人みらいテラス

http://www.koken-osaka.com/

社会福祉法人 リベルタ

大阪府大阪市旭区生江3-27-6

大阪市

ノーヴォ・テンポ株式会社

神戸市中央区北長狭通７丁目１番７ 神戸市、明石市、三
号
木市

特定非営利活動法人神戸の冬を支える 神戸市中央区中山手通１丁目28番７
県下全市町の区域
会
号

住宅確保要配慮者への
・住まい探しや入居支援
・定期的な見守り、家賃滞納時における生活相談など生活支援を実施

http://liberta.or.jp/

TEL：06-6928-1010
Ｍａｉｌ：midori-r@celery.ocn.ne.jp

低所得者、高齢者、障害者、子育て、外国人、生活困窮者、被災者への
・住まいの情報提供・入居相談による円滑入居支援
・生活の安定及び向上に関する相談支援

http://novo-tempo.jpn.org/

TEL:078-955-3977
FAX：078-362-1121

住宅確保要配慮者への
・住まいの情報提供
・入居相談や契約等随伴による円滑入居支援
・生活の安定及び向上に関する相談や各種手続き支援

http://kobe-fuyu.org/

TEL:078-271-7248
FAX:078-271-3252
Mail:info@kobe-fuyu.org
姫路事務所
TEL:079-284-5514
Fax:079-284-552

兵庫県

奈良県

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保３丁目８番２号
県下全市町の区域
新宿ガーデンタワー

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

TEL:03-5285-4538
http://www.homenet-24.co.jp/ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

一般社団法人兵庫県社会福祉士会

神戸市中央区坂口通２丁目１－１
兵庫県福祉センター５階

兵庫県内全域

住宅確保要配慮者への
・住まいの情報提供
・入居相談や契約等立会いによる円滑入居支援
・生活の安定及び向上に関する相談支援

http://www.hacsw.or.jp/

TEL:078-265-1330
Fax：078-265-1340

社会福祉法人やすらぎ会

奈良県天理市福住町５５０４番地

天理市内

住宅確保要配慮者への
・転居に関する総合相談支援
・支援プランニング ・物件情報提供
・内覧、契約同行 ・定期的な見守り相談 等

http://www.yasuragien.jp

TEL:0743-69-2216

http://amenitylife-assist.org/

TEL:0742-26-2500
FAX:0742-26-2508

住宅確保要配慮者への
奈良市内、大和郡山 ・転居に関する総合相談支援
特定非営利活動法人 アメニティー・ライ
奈良県奈良市西木辻町９１番地の４ 市内、天理市内、生 ・支援プランニング
フサポート・アシスト
・物件情報提供
駒市内
・定期的な見守り相談 等

和歌山県 ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保三丁目８番２号
和歌山県内全域
新宿ガーデンタワー

特定非営利活動法人おかやま入居支援 岡山市北区東古松４－４－２２ サク
岡山県内
センター
ラソウ１０１
岡山県

住宅確保要配慮者への
・住宅相談など賃貸住宅への
円滑な入居に係る情報提供・相談
・見守りなど要配慮者への生活支援

TEL:03-5285-4538
http://www.homenet-24.co.jp/ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

・高齢者、障害者、被虐待者（ＤＶ被害者、児童虐待被害者など）、刑余者について、
対象者ごとに支援ネットワークを形成し、市町村の福祉事務所等と連携し、継続的な
居住支援を実施
・岡山県居住支援協議会や市町村と連携し、住宅確保要配慮者等からの相談に対
し、登録住宅や支援機関の紹介などの入居支援を実施

http://okayamanyukyoshien.org/

TEL:086-221-0530

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保３－８－２ 新
宿ガーデンタワー

岡山県内全域

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

TEL:03-5285-4538
http://www.homenet-24.co.jp/ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保３-８-２新宿
ガーデンタワー

広島県内全域

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

http://www.homenet-24.co.jp

TEL:0120-460-560
FAX:03-5285-4541
Mail:info@homenet-24.co.jp

呉市（安浦町，川尻
町，上蒲刈町，
下蒲刈町，豊浜町，
豊町），
東広島市（黒瀬地
区，安芸津町）

住宅確保要配慮者への
・保険会社との連携による家賃債務保証
・賃貸住宅への円滑な入居に関する情報提供・相談等住宅相談業務
・見守り・安否確認，トラブル・苦情対応
・空き家の確保，サブリース事業
・食事サービス
・移送サービス，人材の養成
・生活困窮者自立支援室等との連携による修繕支援
・地域の支え合い体制づくり

http://kurend.com

TEL:0823-84-5803
FAX:0823-84-4041
Mail:support@kurend.com

住宅確保要配慮者への
・国の登録規定を受けた（一財）高齢者住宅財団との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

http://www.homenet-24.co.jp

電話番号：0120-460-560
FAX番号：03-5285-4541
メールアドレス：info@homenet24.co.jp

http://fomax.jp/company/

電話番号：0836-38-8111
FAX番号：0836-38-8112

・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援
・賃貸住宅の大家等への居住支援制度の普及啓発活動
・住宅確保要配慮者の入居後の見守り及び安否確認、生活サポート
・住宅確保要配慮者の入居トラブルに関する相談対応

http://yu-kikai.org/

電話番号：0833-47-3535
FAX番号：0833-47-3536

http://amayadori-kochi.jp/

電話：090-5143-4110
e-mail：amayadori01@mopera.net

広島県
特定非営利活動法人 地域ネットくれん
呉市安浦町水尻一丁目３-１
ど

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保三丁目８番２号
山口県全域
新宿ガーデンタワー

・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援

山口県 有限会社フォーマックス

山口県宇部市浜田三丁目１番８号の 宇部市、山陽小野田 ・賃貸住宅の大家等への居住支援制度の普及啓発活動
・住宅確保要配慮者の入居後の見守り及び安否確認、生活サポート
１
市
・住宅確保要配慮者への相談対応

特定非営利活動法人優喜会

山口県光市大字小周防１６５８番地
の１

下松市、光市、周南
市

特定非営利活動法人あまやどり高知

高知県高知市本町4丁目1番37号丸
高知県内
ノ内ビル

登録住宅入居者の家賃債務の保証
賃貸住宅への入居に関する情報提供、相談その他の援助
その他附帯業務

特定非営利活動法人はすのは

高知県高知市本町4丁目1番37号高
高知県内
知県社会福祉センター3階10号室

賃貸住宅への入居に関する情報提供、相談その他の援助
入居者の生活の安定・向上に関する情報提供、相談その他の援助
その他附帯業務

株式会社クラスケア

福岡市、筑紫野市、
福岡県福岡市中央区笹丘1丁目15- 春日市、大野城市、
18
糸島市、及びその近
隣市町村

住宅確保要配慮者への
・民間賃貸住宅の「安定供給」と「住環境」の整備に資する事業
・賃貸物件の情報提供、相談・入居コーディネート
・家賃債務保証 （専門相談員による生活相談・支援附帯）
・サブリースによる住宅提供 等

一般社団法人生活支援センター結

福岡県久留米市東町25-30

高知県
電話：088-821-7704
e-mail：khasunoha@gmail.com

http://www.classcare.co.jp

TEL:092-753-9766

https://you-i.net/

TEL:0942-27-7761
090-2857-2310

http://kyoju-sien.com/

TEL:092-522-2901

住宅確保要配慮者への
・身元保証
久留米市及びその近隣市町村

・日常生活自立支援
・賃貸借契約支援

福岡市、筑紫野市、
特定非営利活動法人セーフティネットＮｅ
福岡県福岡市中央区小笹４－５－２ 大野城市、春日市、
ｅｄｓＭｅ
太宰府市、粕屋郡

低所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育する方、その他特に配慮を要す
る方への
・定期的な見守りや家賃滞納等トラブル時における生活支援
http://www.fukuokasocialoffice
・不動産店への同行、入居コーディネート
TEL:0949-28-8102
.com/
・成年後見・任意後見契約・公正証書による死後事務委任契約
・高齢者・障害者継続的見守り支援（24時間緊急時対応）
スタッフ有資格：社会福祉士・宅地建物取引者

一般社団法人そーしゃる・おふぃす

福岡県宮若市本城４０５番
地光不動産ビル２０１号

NPO法人福岡すまいの会

生活困窮者、高齢者、障害者への
福岡県福岡市博多区空港前３－９－
福岡市及びその近隣 ・入居、生活上の問題に関する相談
２４
・見守り、各種生活支援
市町村
アクセスエアポート101号
・サブリース住宅の提供 等

特定非営利活動法人抱樸

福岡県北九州市八幡東区荒生田2
丁目1-32

北九州市、福岡市

住宅確保要配慮者への
・保証人紹介、生活支援付き家賃債務保証
・入居転居に係る情報提供、相談その他の援助
・生活安定のための各種相談・支援
・持ち物件（サブリース）の紹介 等

http://www.houboku.net/

TEL:093-653-0779

ホームネット株式会社

東京都新宿区大久保3-8-2

福岡県内一円

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

http://www.homenet-24.co.jp

TEL:03-5285-4538
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

福岡市

高齢者、生活の自立に不安がある方への
・サブリース物件での見守り
・生活支援 等

－

TEL:092-661-2820

福岡県

特定非営利活動法人ライフサポートネッ 福岡県福岡市東区香住ヶ丘二丁目
トワーク
5-7

佐賀県

筑豊地区（宮若市・直
方市・飯塚市・田川
市）宗像市・福津市・
遠賀郡

住宅確保要配慮者への
・サブリースによる住居提供、社会生活演練・訓育
・地域での生活安定のための生活相談、支援
・不動産店への同行、入居コーディネート 等

http://sumainokai.sakura.ne.jp/ TEL:092-292-6166

社会福祉法人グリーンコープ

福岡市及びその近隣
福岡県福岡市東区多の津5丁目5番 市町村
8号
久留米市及びその近
隣市町村

住宅確保要配慮者への
・保証人紹介
・住まい探しなどの入居相談支援および入居後の定期的な見守りや生活相談等
・必要に応じて、認定就労訓練事業所の紹介および就労訓練、職業相談

http://www.fukushigreencoop.or.jp/

TEL:092-624-7771
Mail:v0welgz6@greencoop.or.jp

株式会社あんしんサポート

福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25

福岡県内全域

高齢者・身体障害者・知的障害者などへの
・住まい探しの相談
・協力店と連携した賃貸住宅への円滑な入居の支援
・入居中の健康相談や生活支援などの見守り
・安否確認

http://anshin-senior.com/

TEL:0120-34-1881
Mail:info@anshin-senior.com

特定非営利活動法人大牟田ライフサ
ポートセンター

福岡県大牟田市正山町26番地

大牟田市内

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・入所、入院の際の身元保証
・賃貸住宅への円滑な入居のための住宅情報提供、入居支援相談
・日常生活内での困り事に対する生活支援相談

https://www.olsc.jp/

TEL:0944-52-9797

株式会社ホームアシスト福岡

久留米市及びその近 低所得者、高齢者、子育て世帯、その他住宅にお困りの方 への
福岡県久留米市宮ノ陣四丁目２９番
・入居相談・・・不動産店への同行やコーディネート、契約時のアドバイス
隣市町村、福岡市及
準備中
・居住支援サービス・・・定期的な見守りや家賃滞納時における生活相談などの生活支
１１号 久留米ビジネスプラザ内
びその近隣市町村
援

特定非営利活動法人 空家・空地活用
サポートSAGA

佐賀市白山二丁目１番１２号
佐賀商工ビル７階

佐賀市内及び近郊

住宅確保要配慮者への
・賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供、相談その他の援助
・生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助

https://sora-sora-saga.com/

TEL:0942-64-9200

TEL：090-3669-6492

佐賀県
一般社団法人 すまいサポートさが

佐賀市神園二丁目７－５１

長崎県 アイディールコミュニティーケア株式会社 長崎県長崎市女の都3丁目1-15

佐賀市、小城市、神
埼市

住宅確保要配慮者への
・賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供、相談その他の援助
・生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助

https://peraichi.com/landing_p
TEL：0952-65-4885
ages/view/sumasaposaga

長崎県内

高齢者、低所得者、障害者、子育て世帯、被災者への
・民間賃貸住宅への円滑な入居支援
・見守り・生活相談等の居住支援

準備中

TEL:095－894-7110

熊本市内一円

高齢者、低額所得者、障がいを有する方、子育て世帯等に対する
・自立・生活に向けた生活支援
・支援対象者への民間賃貸住宅等への情報提供・相談
・家賃滞納の場合の家賃債務保証 等

http://www.ooegakuen.jp/

相談支援事業所（相談センターとろ
く）
障害児入所施設アフターフォロー事
業部（大江学園内）
TEL:096－364－0070

更生保護対象者、ＤＶ被害者、生活困窮者への
・自立支援
・住宅情報提供
・生活支援 等

http://www.kumamoto.citynpo.jp/npo/pub/Detail.aspx?c_i
TEL:096-245-6942
d=6&id=722&startdate=%2C&en
ddate=%2C

住宅確保要配慮者への
・保証会社との連携による家賃債務保証
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談・メンタル相談等
・見守り（安否確認）

http://www.homenet-24.co.jp

TEL:03-5285-4538
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:0120-460-560
Mail:info@homenet-24.co.jp

住宅確保要配慮者への
・賃貸住宅契約時の保証代行
・入居時から退去時までの包括的かつ継続的な相談支援等
・保証会社との連携による家賃債務保証

http://www.kumamoto-citycsw.or.jp/

TEL:096-288-2742

住宅確保要配慮者への
・住宅相談、賃貸住宅入居に係る情報提供等
・マッチング、同行業務
・身元保証人がいない方へのサブリース業務
・保証会社との連携による家賃債務保証
・見守り、安否確認

https://tiikitasukeainokai.word
TEL:0968-71-0056
press.com/

社会福祉法人肥後自活団

熊本市渡鹿8丁目16番46号

ＮＰＯ法人熊本どんぐり

熊本市中央区渡鹿六丁目8番45号ロ 熊本市内
ゼハイツ

熊本県 ホームネット株式会社

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

東京都新宿区大久保3-8-2

熊本市中央区新町二丁目４番２７号 熊本市内

特定非営利活動法人地域たすけあいの
玉名市１０６８－１
会

大分県 特定非営利活動法人たすけあい組織鼓 別府市荘園町６－２
楼

宮崎県 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

鹿児島県 特定非営利活動法人やどかりサポート
鹿児島

沖縄県 ホームネット株式会社

熊本県内

玉名市

別府市、大分市、日
出町

宮崎市鶴島２丁目９番６号 みやざ
きＮＰＯハウス201

宮崎県内

鹿児島市下荒田四丁目30番5号
プレジデント下荒田102号

鹿児島県内

東京都新宿区大久保三丁目8番2号
沖縄県全域
新宿ガーデンタワー

障がい者、高齢者、低額所得者、被災者、子育て世帯、外国人、ＤＶ被害者への
・家賃債務保証（委託）
・マッチング・同行業務、サブリース事業等の住宅相談業務
http://koroh.x0.com/
・見守り、介護サービス、共同リビング、移送サービス、見守り、情報提供、アドバ
イス 等
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子供を養育する者への
・相談窓口の設置
準備中
・マッチング・同行業務
・見守り業務
・安否確認業務
住宅確保要配慮者への
・賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供，相談その他の援助を行う業務 http://www.npo・賃貸住宅に入居する要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供，相談そ yadokari.sakura.ne.jp/
の他の援助を行う業務

要配慮者の賃貸住宅への入居の促進に関する情報提供、相談、要配慮者の生活の
安定及び向上に関する情報の提供、相談、これらに付随する業務

TEL:0977-25-4555

TEL:0985-60-3911

TEL:099-800-4842

http://www.homenet-24.co.jp/ 03-5285-4538

