
ただし、下記の会員は償還を猶予することができます。
①育児休業の承認をうけたもの
②介護休業・介護休暇の承認をうけたもの
③自己啓発等休業の承認をうけたもの
④疾病または負傷による無給休職となったもの
⑤配偶者同行休業の承認を受けたもの
　なお、③④については、「貸付金償還猶予申出書」（貸規様式第９
号）を提出する必要があります。

１．100万円以上の貸付は 、印鑑登録証明書（発行から３ヶ月以内）が必
要。その場合、「貸付申込書」、「貸付借用証書」、「貸付保険に係る個人
情報の取扱に関する同意書」に登録印を捺印すること。

２．貸付金額に応じた収入印紙を借用証書に貼付・割印のこと。
10万円  →　  200円　　　110万円  ～     500万円  →    2,000円

20万円  ～    50万円  →　  400円　　　510万円  ～  1,000万円  →  10,000円
60万円  ～  100万円  →   1,000円

３．契約書・見積書・平面図及びそれらに類する書類は発行から３ヶ月以
内のものとし、相手方（業者）の署名捺印（担当者印可）が必要。

４．貸付の制限
⑴貸付は１種別につき１口とする。
⑵毎月償還金額の合計額が給料月額（教職調整額及び給料の調整額を含

む）の30％を超えない範囲とする。
⑶住宅貸付の限度額は５年後の退職一時金プラス200万円以内とする。
⑷会員期間（新採用者）が６ヶ月未満の場合は、貸付を行わない。
⑸未成年者への貸付は行わない。
⑹弔慰金事業未加入者は生活資金貸付のみとする。
⑺＜借替について＞…新たな貸付金の申込金額が既に借受けている貸付

額と「同額以下」の場合は、既に借受けている貸付金の償還回数（ボー
ナス分含む）が24回以上にならなければ、新たな貸付は行わない。

⑻自己破産並びに個人民事再生法等により、当会加入の貸付保険の適用を
受けた会員は、貸付保険事故日から10年を経過しなければ貸付を受ける
ことができない。その場合の貸付は、生活資金貸付・災害資金貸付のみ
とする。

⑼育児休業中、介護休暇および介護休業中、停職中、その他無給休職中
の会員へは、貸付（新規、借替）を行わない。

⑽他の金融機関等からの借入れ資金充当のための申込については、貸付
を行わない。

　

〔注意事項〕

申　込　事　由 必　　要　　書　　類

①売買契約書（写）
②敷地の登記事項証明書（原本）
③確認済証（写）
④住宅の平面図（写）土 地 付 住 宅

（マンション
を含む）

新築購入

①売買契約書（写）
②敷地の登記事項証明書（原本）
③住宅の登記事項証明書（原本）
④住宅の平面図（写）

中古購入

①工事請負契約書（写）又は工事費用見積書（写）
②敷地の登記事項証明書（原本）及び敷地の

名義人の工事承諾書（写）
③確認済証（写）
④住宅の平面図（写）

住 宅

新 築

①工事請負契約書（写）又は工事費用見積書（写）
②敷地の登記事項証明書（原本）及び敷地の

名義人の工事承諾書（写）
③住宅の登記事項証明書（原本）
④確認済証（写）
⑤住宅の平面図（写）

増 築
改 築
移 築

①売買契約書（写）
②敷地の登記事項証明書（原本）及び敷地の

名義人の工事承諾書（写）
③住宅の登記事項証明書（原本）〔新築中で未

登記の場合は確認済証（写）〕
④住宅の平面図（写）

敷 地

購 入

①工事請負契約書（写）又は工事費用見積書（写）
②住宅の登記事項証明書（原本）及び住宅の

名義人の工事承諾書（写）
③修理箇所の図面（写）又は写真（原本）

修 理

①売買契約書（写）
②敷地の登記事項証明書（原本）
③住宅新築工事に係る誓約書（原本）

①工事請負契約書（写）又は工事費用見積書（写）
②補修箇所の図面（写）又は写真（原本）
③市区町村、警察署、消防署等の所轄官公庁

が発行する罹災証明書（原本）
④敷地の登記事項証明書（原本）及び敷地の

名義人の工事承諾書（写）

購 入

補 修

【 住 宅 貸 付 添 付 書 類 一 覧 表 】
※ 添付書類が写しの場合は、原本と相違ない旨の所属所長の証明が必要です。

別表

― 33 ― ― 34 ―



事　　　　由 そ　の　他　必　要　書　類
購入する土地又は住宅を建築
する土地が農地の場合

農地転用許可書の写し又は農地転用受
理証明書の写し

仮登記権利者の売買に関する承諾書

所有者の売買に関する承諾書

当該物件の取引を明らかにする書類
（移転登記した理由、取引経緯、契約
条件を明らかにした書類）

仮登記されている物件を所有
者から購入する場合

貸付申込日以前に所有権移転
登記を完了した場合

売主に売り渡したことを証明する売買契約
書の写し、委任状の写し、売渡証明書の写
し又は販売委託契約書の写し等

購入物件の持主（未登記の新築建物
にあってはその建築主）と売主の名
義とが異なっている場合

相続申立人による工事承諾書の写し
住宅の新築、増築、改築又は移築
若しくは購入の場合で敷地の名義
人が死亡している場合

住民票の写し等、会員が居住する事を
証する書類

住宅の増改築又は移築の場合で、
当該物件が会員名義でない場合

仮登記されている物件を仮登
記権利者から購入する場合

⑶ その他の必要書類

事　　　　　　　由 省略できる書類
都市基盤整備公団又は地方公共団体等から
土地又は住宅若しくは土地付き住宅を購入
する場合

登記事項証明書

敷地の登記事項証明書

確認済証の写し

敷地の名義人の工事承諾
書の写し

中高層共同住宅（マンション等）を購入する
場合で、土地が居住者の共有名義の場合

住宅の新築、増築、改築又は移築若しくは購
入の場合で、敷地の名義人が建物の名義人と
共有者又は同居者である場合

名義人の工事承諾書の写
し

住宅の修理又は住宅の敷地の補修の場合で、
当該物件の名義人が会員と同居している場合

10平方メートル以内の増改築をする場合

住宅貸付の申込書の添付書類については、次に揚げる場合は、前項の住宅
貸付添付書類一覧表に係わらず、その提出を省略し、又は他の書類をもっ
て代え、あるいはさらに必要資料を添付するものとします。

〔住宅貸付に係る添付書類の特例〕

⑴ 提出を省略できる書類

事　　　由 提出書類に代えることができる書類

宅地造成中の土地
を購入する場合

登記事項証明書に代えて、購入物件に該当する造成
前の登記事項証明書及び購入物件と造成前の登記事
項証明書が同一であることにつき造成主又は設計者
が証明した書面

登記事項証明書に代えて、購入物件の地番、面積、
地目、所有権移転登記の時期並びに登記事項証明書
の提出ができない理由等を記載した、土地区画整理
法に基づく施行者が発行した証明書

売買契約書に代えて、引渡日及び所有権移転登記の
時期並びに面積、売買金額が明記された分譲（予
定）証明書（積立方式による場合は、分譲積立契約
書の写し及び積立額の証明書）
住宅の平面図に代えて、分譲案内書

確認済み証に代えて、市区町村長又は、建築主事の発行
する建築主、建築場所、建築面積、工事種別、用途等を
明記した建築確認不要証明書（当該証明書が発行されな
い場合は、申込人の申込書により会長が確認する。）

仮換地及び保留地
を購入する場合

建築確認を要しな
い地域に住宅を建
築する場合

会長がこれに準ずると認めた書類罹災証明書が発行
されない場合

都市基盤整備公団又
は地方公共団体等か
ら土地又は住宅若し
くは土地付住宅を購
入する場合

⑵ 提出書類に代えることができる書類
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事　　　　由 そ　の　他　必　要　書　類
購入する土地又は住宅を建築
する土地が農地の場合

農地転用許可書の写し又は農地転用受
理証明書の写し

仮登記権利者の売買に関する承諾書

所有者の売買に関する承諾書

当該物件の取引を明らかにする書類
（移転登記した理由、取引経緯、契約
条件を明らかにした書類）

仮登記されている物件を所有
者から購入する場合

貸付申込日以前に所有権移転
登記を完了した場合

売主に売り渡したことを証明する売買契約
書の写し、委任状の写し、売渡証明書の写
し又は販売委託契約書の写し等

購入物件の持主（未登記の新築建物
にあってはその建築主）と売主の名
義とが異なっている場合

相続申立人による工事承諾書の写し
住宅の新築、増築、改築又は移築
若しくは購入の場合で敷地の名義
人が死亡している場合

住民票の写し等、会員が居住する事を
証する書類

住宅の増改築又は移築の場合で、
当該物件が会員名義でない場合

仮登記されている物件を仮登
記権利者から購入する場合

⑶ その他の必要書類

事　　　　　　　由 省略できる書類
都市基盤整備公団又は地方公共団体等から
土地又は住宅若しくは土地付き住宅を購入
する場合

登記事項証明書

敷地の登記事項証明書

確認済証の写し

敷地の名義人の工事承諾
書の写し

中高層共同住宅（マンション等）を購入する
場合で、土地が居住者の共有名義の場合

住宅の新築、増築、改築又は移築若しくは購
入の場合で、敷地の名義人が建物の名義人と
共有者又は同居者である場合

名義人の工事承諾書の写
し

住宅の修理又は住宅の敷地の補修の場合で、
当該物件の名義人が会員と同居している場合

10平方メートル以内の増改築をする場合

住宅貸付の申込書の添付書類については、次に揚げる場合は、前項の住宅
貸付添付書類一覧表に係わらず、その提出を省略し、又は他の書類をもっ
て代え、あるいはさらに必要資料を添付するものとします。

〔住宅貸付に係る添付書類の特例〕

⑴ 提出を省略できる書類

事　　　由 提出書類に代えることができる書類

宅地造成中の土地
を購入する場合

登記事項証明書に代えて、購入物件に該当する造成
前の登記事項証明書及び購入物件と造成前の登記事
項証明書が同一であることにつき造成主又は設計者
が証明した書面

登記事項証明書に代えて、購入物件の地番、面積、
地目、所有権移転登記の時期並びに登記事項証明書
の提出ができない理由等を記載した、土地区画整理
法に基づく施行者が発行した証明書

売買契約書に代えて、引渡日及び所有権移転登記の
時期並びに面積、売買金額が明記された分譲（予
定）証明書（積立方式による場合は、分譲積立契約
書の写し及び積立額の証明書）
住宅の平面図に代えて、分譲案内書

確認済み証に代えて、市区町村長又は、建築主事の発行
する建築主、建築場所、建築面積、工事種別、用途等を
明記した建築確認不要証明書（当該証明書が発行されな
い場合は、申込人の申込書により会長が確認する。）

仮換地及び保留地
を購入する場合

建築確認を要しな
い地域に住宅を建
築する場合

会長がこれに準ずると認めた書類罹災証明書が発行
されない場合

都市基盤整備公団又
は地方公共団体等か
ら土地又は住宅若し
くは土地付住宅を購
入する場合

⑵ 提出書類に代えることができる書類
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