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2/22官庁速報
「補助要件見直し検討中」

（一部緩和の議論）
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【福井県内 取扱い金融機関例】
○北陸銀行 （ほくぎんリ・バース60）
○福井信用金庫（「ふくしん三住士®」リ・バース60）

【特徴】
「ノンリコース型」を選択可能（相続人も安心）

契約者が亡くなられた際に担保物件の売却代金で住宅ローン債務を
返済する場合、仮に担保物件の売却代金が債務に満たない場合でも、
それ以上の請求を相続人には行わないという特約
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【住宅金融支援機構 リフォーム融資【高齢者向け返済特例】 制度説明抜粋】

○月々のお支払は利息のみとなり、月々のご返済の負担を低く抑えられます。
例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合の毎月の返済額（試算）は、次のとおりです。

■機構の耐震改修工事のリフォームローン（新機構団信に加入する場合）
（年0.65% 10年間元利均等返済） ： 86,093円（元金＋利息）

■機構の耐震改修工事のリフォームローン（新機構団信に加入する場合）
（年0.93% 20年間元利均等返済） ： 45,677円（元金＋利息）

■機構の耐震改修工事のリフォームローン
（年0.84% 高齢者向け返済特例） ： 7,000円（利息のみ）

※ 返済額は令和２年10月現在の金利で試算しています。
※ 高齢者向け返済特例をご利用いただいた場合の総返済額（支払利息の総額 ＋ 一括返済する元金）は、

通常の割賦償還（元利均等返済または元金均等返済）の総返済額を上回ります。

○借入金の元金は、申込人（連帯債務者を含みます。）全員が亡くなられたときに一括してご
返済いただきます。

相続人の方から、融資住宅およびその敷地の売却、機構からの借換融資、自己資金などにより、一括してご
返済いただきます。

令和4年2月時点
耐震改修工事 金利 年0.91％
ヒートショック対策工事 金利 年1.11％
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