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をご利用いただくと、

中面の地方公共団体の補助制度を利用して住宅を取得する方は、要件を満たす場合に

当初

５年間
の 借入金利 を

引下げ！

「補助金交付」と「金利引下げ」でダブルのメリット！！
(注1) 【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させ

ていただきます。受付終了日は、終了する約３週間前までにフラット３５サイトでお知らせします。

また、補助金等の交付が終了した場合も受付を終了します。詳細は各地方公共団体にお問い合わせください。

(注2) 【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型は、【フラット３５】借換融資にはご利用できません。

(注3) 【フラット３５】子育て支援型と【フラット３５】地域活性化型を併用することはできません。

(注4) 【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型は【フラット３５】Ｓと併用することができます（裏面をご覧ください。）。

(注5) 【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型は、【フラット３５】リノベと併用することができます。

とは、とは、

子育て支援や地域活性化について積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携
し、地方公共団体の住宅取得に対する財政的支援とあわせて【フラット３５】 の借入金利を一定期

間引き下げる制度です。

子育て支援や地域活性化について積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携
し、地方公共団体の住宅取得に対する財政的支援とあわせて【フラット３５】 の借入金利を一定期

間引き下げる制度です。

【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型 なら 【フラット３５】 より総返済額が約32万円お得！
【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型 と 【フラット３５】Ｓ（金利Ｂプラン）の併用なら

【フラット３５】より総返済額が約64万円お得！

【試算例】 借入額2,500万円（融資率９割以下）、借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、借入金利年1.21％※の場合

※ 2019年12月において借入期間が21年以上35年以下、融資率９割以下、新機構団信付き金利の場合で取扱金融

機関が提供する最も多い【フラット３５（買取型）】の金利

【フラット３５】
【フラット３５】子育て支援型

【フラット３５】地域活性化型

【フラット３５】子育て支援型・
地域活性化型と【フラット３５】Ｓ

（金利Ｂプラン）の併用

借入金利
全期間
年1.21%

当初５年間
年0.96%

６年目以降
年1.21%

当初５年間
年0.71%

６年目以降
年1.21%

毎月の返済額
全期間
73,044円

当初５年間
70,106円

６年目以降
72,642円

当初５年間
67,243円

６年目以降
72,231円

総返済額 30,678,492円 30,357,641円 30,037,609円

【フラット３５】との
比較（総返済額）

－ ▲ 320,851円 ▲ 640,883円

《借入れに当たっての注意事項》●【フラット３５】 は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携してご提供する全期間固定金利住宅ローンです。お申込み

は、取扱金融機関となります。詳細はフラット３５サイト（www.flat35.com）でご確認ください。●取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっ

ては、お客さまのご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●借入額は100万円以上8,000万円以下（１万円単位）で、建設費または

購入価額（非住宅部分を除く。）以内となります。また、年収等、審査の結果によってはご希望の借入額まで借入れできない場合があります。●融資率とは、

建設費または購入価額に対して、【フラット３５】の借入額の占める割合をいいます。●融資手数料は、お客さま負担となります。融資手数料は取扱金融機関

により異なります。●借入金利は、資金受取時の金利が適用となります。●【フラット３５(買取型)】では、借入期間（20年以下・21年以上）、融資率（９割以下・

９割超）、加入する団体信用生命保険の種類等に応じて、借入金利が異なります（【フラット３５(保証型)】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。借

入金利は取扱金融機関により異なります。●借入金利は毎月見直されます。●融資率が９割を超える場合は、返済の確実性等をより慎重に審査します。●

最長35年の返済が可能です。ただし、お客さまの年齢により借入期間が短くなる場合があります。●住宅金融支援機構の定める技術基準に適合しているこ

とについて、検査機関または適合証明技術者による物件検査を受ける必要があります。あわせて、新築住宅では、建築基準法に基づく検査済証が交付され

ていることを確認しています。物件検査手数料はお客さま負担となります。物件検査手数料は、検査機関または適合証明技術者により異なります。●【フラッ

ト３５】子育て支援型・地域活性化型を利用する場合には、地方公共団体から「【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書」の交付を受ける

必要があります。●借入対象となる住宅及びその敷地に、【フラット３５(買取型)】では住宅金融支援機構、【フラット３５(保証型)】では取扱金融機関を抵当権

者とする第１順位の抵当権を設定していただきます。なお、抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）は、お客さま負担となります。●【フラット３５

(買取型)】では、借入対象となる住宅について、火災保険（損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済）に加入していただきます（【フラット３

５(保証型)】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。火災保険料は、お客さま負担となります。●健康上の理由等で団体信用生命保険に加入され

ない場合も、【フラット３５（買取型）】はご利用いただけます（【フラット３５（保証型）】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。●【フラット３５】子育て

支援型・地域活性化型、【フラット３５】Ｓ及び【フラット３５】リノベは、借換融資には利用できません。●【フラット３５】子育て支援型と【フラット３５】地域活性化

型を併用することはできません。●取扱金融機関の借入金利、融資手数料、返済額の試算等の詳細は、フラット３５サイト（www.flat35.com）でご確認くださ

い。 ●説明書（パンフレット等）は、お申込みを希望する取扱金融機関で入手できます。

（注） 上記総返済額には、融資手数料、物件検査手数料、火災保険料等は含まれず、別途お客さま負担となります。また、試算結果の数値は概算です。

営業時間 ９：００～１７：００（土、日、祝日、年末年始を除く。）

北海道支店 地域営業グループ

011-261-8306

補助制度のお問合わせ先 【フラット３５】のお問合わせ先

％

年

０.２５

中面に記載されている
各地方公共団体の電話番号まで
お問い合わせください。

地方公共
団体

機構

地方公共団体と機構が連携

（注） 【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型と【フラット３５】Ｓの併用に当たっては、 【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型の要件に加えて、【フラッ
ト３５】Ｓの要件として、取得対象住宅が省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性または耐久性・可変性の基準のうち、いずれか１つ以上の基準に適合す
る必要があります。要件及び基準の詳細は、フラット３５サイト（www.flat35.com）をご覧いただくか、お客さまコールセンター（℡.0120-0860-35）までお問い
合わせください。

【フラット３５】Ｓ との併用について

【フラット３５】Ｓ （Ａプラン）
当初５年間 年▲０．５％

６年目から１０年目まで 年▲０．２５％

【フラット３５】Ｓ （Ｂプラン） 当初５年間 年▲０．５％

×

×

←二次元バーコード
【フラット３５】子育て支援型・
地域活性化型ホームページ

【フラット３５】子育て支援型

【フラット３５】地域活性化型

【フラット３５】子育て支援型

【フラット３５】地域活性化型

毎月の返済額・総返済額の試算（比較）



【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型をご利用いただくためには、地方公共団体から「【フラッ
ト３５】子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書」の発行を受けていただく必要があります。
利用対象証明書の申請書式は、フラット３５サイト（www.flat35.com）からダウンロードできます。申請時に必要な書類
は、申請書式の「要件等確認チェックシート」にてご確認ください。

【フラット３５】適合証明書
の交付・提出（注2）
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【フラット３５】
子育て支援型・
地域活性化型

利用対象証明書の
交付・提出（注1）

【フラット３５】
子育て支援型・
地域活性化型

利用対象証明書の申請

金
融
機
関

※4

（注）右図は、一般的な手続の流れを示しています。金融機関および適合証明機関における手続の順序は問いません。

ただし、注1（【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書）および注2（【フラット３５】適合証明書）は、借入れの契約時までに金融機関へ提出する必要があります。

（※1）借入申込みは、【フラット３５】の取扱金融機関となります。

（※2）適合証明機関は、検査機関または適合証明技術者（中古住宅購入の場合のみ）となります。

（※3）取扱金融機関によって、事前審査を実施していない場合があります。事前審査は仮審査であり、借入申込後の正式な審査結果を約束するものではありません。

（※4）借入申込みに当たっては、金融機関の指定する申込関係書類に加えて、【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型利用希望の申出書を提出する必要があります。詳しくは、お

申込みを希望する取扱金融機関にご確認ください。

【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型の利用手続の流れ

【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型 の利用手続の流れ

連携する地方公共団体一覧
※補助事業の受付状況については、各地方公共団体にご確認ください。

道央エリア

道南エリア

道北エリア

道東エリア

市町村 地方公共団体の補助事業名 お問い合わせ先

喜茂別町 喜茂別町住宅取得促進補助事業 建設課管理係
0136-33-2211

岩内町 岩内町持ち家取得補助事業 建設住宅課
0135-67-7097

北斗市 北斗市空き家バンク利活用事業 企画課企画係
0138-73-3111

せたな町 せたな町移住定住促進住宅奨励金 まちづくり推進課
0137-84-5111

市町村 地方公共団体の補助事業名 お問い合わせ先

東神楽町 未来につなげる「住まいの輪」促進事業 建設水道課
0166-83-5414

当麻町 おかえりふる里応援事業補助金 まちづくり推進課企画商工係
0166-84-2111

鷹栖町
鷹栖町住宅建築支援事業補助金 総務企画課地域振興係

0166-87-2111鷹栖町定住促進空き家改修支援事業補助金

上川町
上川町住宅建築促進支援事業補助金 産業経済課

移住定住グループ
01658-7-7667上川町空き家改修支援事業補助金

東川町
東川町きた住まいる建設推進事業補助金 都市建設課建設室

0166-82-2111東川町二世帯居住推進事業補助金

市町村 地方公共団体の補助事業名 お問い合わせ先

置戸町 置戸町森と住まいの支援補助事業 まちづくり推進室地域振興係
0157-52-3312

滝上町 「ずっと住まいるたきのうえ！」支援事業 建設課建築係
0158-29-2111

雄武町 雄武町快適住まいづくり促進事業 建設水道課建築係
0158-84-2121

音更町 音更町空家活用定住促進事業補助金 建築住宅課建築係
0155-42-2111

清水町
清水町子育て世帯定住促進住宅取得奨励金

商工観光課商工労政係
0156-62-1156清水町移住者定住促進住宅取得奨励金

芽室町
芽室町子育て世帯新生活応援事業 企画財政課企画調整係

0155-62-9721芽室町中古住宅購入世帯新生活応援事業

大樹町 大樹でかなえるマイホーム支援事業 建設水道課建築係
01558-6-2118

幕別町 幕別町マイホーム応援事業補助金 住民生活課住民活動支援係
0155-54-6602

池田町 池田町住宅取得応援奨励事業 町民課環境住宅係
015-572-3114

標津町 標津町定住住宅取得支援事業 建設水道課
0153-82-2131

津別町 津別町新ふるさと定住促進奨励金 建築課住宅係
0152-76-2151

市町村 地方公共団体の補助事業名 お問い合わせ先

夕張市
夕張市新築住宅取得費補助金 建設課建築住宅係

0123-52-3119夕張市中古住宅取得費補助金

砂川市 砂川市まちなか住まいる等補助金 建築住宅課
0125-54-2121

南幌町 南幌町子育て世代住宅建築助成事業 まちづくり課地域振興グループ
011-378-2121

秩父別町
秩父別町新築住宅取得補助金交付事業 企画課企画グループ

0164-33-2111秩父別町住宅リフォーム補助金交付事業

沼田町 沼田町住んで快適住まいる応援奨励金 住民生活課移住定住応援室
0164-35-2115

江別市 江別市住宅取得支援事業 建設部建築指導課
011-381-1042

北広島市 北広島市子育て世代マイホーム購入サ
ポート助成金

市民参加・住宅施策課
011-372-3311（代表）

石狩市 石狩市移住定住促進事業
（空き家活用助成）

建築住宅課
0133-72-3141

室蘭市

室蘭市子育て・若年者世代転入者マイ
ホーム購入助成金

都市建設部都市政策推進室
0143-25-2592

室蘭市空家活用促進助成金 都市建設部建築指導課
0143-25-2667

伊達市
伊達市空き家改修等補助金

都市住宅課都市計画係
0142-82-3294伊達市子育て世帯住宅用地購入費支援

事業補助金

浦河町 浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金 建設課
0146-26-9010

むかわ町 むかわ町戸建て住宅取得奨励金 建設水道課技術グループ
0145-42-2427


