
「住居 確保 給付金(じゅうきょ かくほ きゅうふきん)」に ついて 
 

【住居 確保 給付金(じゅうきょ かくほ  きゅうふきん)に ついて】 

仕事(しごと)が できなくて、経済的(けいざいてき)に 困(こま)っている 人(ひと)に、家賃(やちん)を 

助(たす)ける 制度(せいど)です。 

この 制度(せいど)が、対象(たいしょう)を 拡大(かくだい)して、新型(しんがた) コロナ(ころな) ウ

イルス(ういるす) 感染症(かんせんしょう)の 影響(えいきょう)で、休業等(きゅうぎょうなど)により 収

入(しゅうにゅう)が 減(へ)り、仕事(しごと)が できなくなり、住居(じゅうきょ)を 失(うしな)う おそ

れが ある 人(ひと)も、もらえる ことに なりました。 

支給(しきゅう)に あたっては、収入(しゅうにゅう)や 資産(しさん)等(など)の 条件(じょうけん)が 

あります。詳(くわ)しい ことは、自分(じぶん)の 住(す)んでいる 市(し)や 町(まち)の 担当 窓口(たん

とう まどぐち)に 問(と)い合(あ)わせて ください。 

 

【支給 額(しきゅう がく)】 

対象(たいしょう)に なる 人(ひと)が 借(か)りている 住宅(じゅうたく)の 家賃 額(やちん がく) 

世帯(せたい)の 人数(にんずう)によって、上限(じょうげん)が あります。 

世帯(せたい)の 収入(しゅうにゅう)の 状況(じょうきょう)で、減(へ)る ことが あります。 

 

＜上限 額(じょうげん がく)＞ 

１人(ひとり)の 世帯(せたい)            ：32,000円(えん) 

２人(ふたり)の 世帯(せたい)            ：38,000円(えん) 

３～５(にん)の 世帯(せたい)            ：42,000円(えん) 

６人(にん)の 世帯(せたい)              ：45,000円(えん) 

７人(にん)以上(いじょう)の 世帯(せたい)：50,000円(えん) 

 

【支給 期間(しきゅう きかん)】 

原則(げんそく) ３か月間(げつかん) 

＜特別(とくべつ)な 場合(ばあい)、最長(さいちょう) ９か月間(げつかん)＞ 

 

【相談 窓口(そうだん まどぐち)】 

受付 時間(うけつけ じかん)は、どの市(し)や 町(まち)も 8：30 am～5：15 pmです。 

〇松山市(まつやまし) 

 TEL: 089-948-6875  自立 相談 支援 窓口(じりつ そうだん しえん まどぐち) 

           住所(じゅうしょ)：松山市(まつやまし) 二番町(にばんちょう) 4-7-2 

                    市役所 別館(しやくしょ べっかん) 1階(かい) 

〇今治市(いまばりし) 

 TEL: 0898-36-1513 生活 自立 相談 支援 センター(せいかつ じりつ そうだん しえん せんたー) 

                     くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

                     住所(じゅうしょ)：今治市(いまばりし) 別宮町(べっくちょう) 1-4-1 

〇宇和島市(うわじまし) 

 TEL: 0895-49-7109  くらしの 相談 窓口(そうだん まどぐち) 

                     住所(じゅうしょ)：宇和島市(うわじまし) 曙町(あけぼのちょう) 1 

〇八幡浜市(やわたはまし) 

 TEL: 0894-23-2940  地域福祉課(ちいきふくしか) 

           住所(じゅうしょ)：八幡浜市(やわたはまし) 松柏乙(まつかや おつ) 1101 

〇新居浜市(にいはまし) 

 TEL: 0897-47-4978  自立 相談 支援 センター(じりつ そうだん しえん せんたー) 

           住所(じゅうしょ)：新居浜市(にいはまし) 高木町(たかぎちょう) 2-60 

〇西条市(さいじょうし) 

 TEL: 0897-53-0870  自立 相談 支援 センター(じりつ そうだん しえん せんたー) 

           住所(じゅうしょ)：西条市(さいじょうし) 明屋敷(あけやしき) 164 
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〇大洲市(おおずし) 

 TEL: 0893-23-0313  くらしの 相談 支援 センター(そうだん しえん せんたー) 

           住所(じゅうしょ)：大洲市(おおずし) 東大洲(ひがしおおず) 270－1 

〇伊予市(いよし) 

 TEL: 089-982-0393  生活 相談 支援 センター(せいかつ そうだん しえん せんたー) 

                     住所(じゅうしょ)：伊予市(いよし) 尾崎(おさき) 3-1 

〇四国中央市(しこくちゅうおうし) 

 TEL: 0896-28-6101  生活 相談 支援 センター(せいかつ そうだん しえん せんたー) 

           住所(じゅうしょ)： 

            四国中央市(しこくちゅうおうし) 三島宮川(みしまみやがわ) 4-6-55 

〇西予市(せいよし) 

 TEL: 0894-62-1150  福祉 総合 相談 センター(ふくし そうごう そうだん せんたー) 

           住所(じゅうしょ)： 

            西予市(せいよし) 宇和町卯之町(うわちょううのまち) 3-434-1 

〇東温市(とうおんし) 

 TEL: 089-955-5535  地域福祉課(ちいきふくしか) くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

           住所(じゅうしょ)：東温市(とうおんし) 見奈良(みなら) 490-１ 

〇上島町(かみじまちょう) 

 TEL: 0897-76-2638  くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

           住所(じゅうしょ)：上島町(かみじまちょう) 生名(いきな) 2133-3 

〇久万高原町(くまこうげんちょう) 

 TEL: 0892-56-0750 くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

           住所(じゅうしょ)：久万高原町(くまこうげんちょう) 上黒岩(かみくろいわ) 2920 

〇松前町(まさきちょう) 

 TEL: 089-985-4144  くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

                     住所(じゅうしょ)：松前町(まさきちょう) 筒井(つつい) 710-1 

〇砥部町(とべちょう) 

 TEL: 089-962-7100  くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

                     住所(じゅうしょ)：砥部町(とべちょう) 宮内(みやうち) 1369 

〇内子町(うちこちょう) 

TEL: 0893-44-3820  くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

           住所(じゅうしょ)：内子町(うちこちょう) 内子(うちこ) 1515 

〇伊方町(いかたちょう) 

TEL: 0894-38-2360  くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

           住所(じゅうしょ)：伊方町(いかたちょう) 湊浦(みなとうら) 1995-1 

〇松野町(まつのちょう) 

 TEL: 0895-42-0794 くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

                     住所(じゅうしょ)：松野町(まつのちょう) 松丸(まつまる) 1661-13 

〇鬼北町(きほくちょう) 

TEL: 0895-45-3709 くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ) 

           住所(じゅうしょ)：鬼北町(きほくちょう) 近永(ちかなが) 782 

〇愛南町(あいなんちょう) 

TEL: 0895-73-7776  くらしの 相談 支援室(そうだん しえんしつ)  

           住所(じゅうしょ)：愛南町(あいなんちょう) 御荘菊川(みしょうきくがわ) 1157 
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