多文化家族の
住まいの安心を守るための
ガイドブック

- 分譲保証、賃貸保証金保証、傳貰(チョンセ)保証金返還保証、住宅購入資金保証 -

住宅都市保証公社

目次
第1章 分譲保証
1. 保証について		

2. 保証事故と保証責任		
3. 分譲保証の履行手続きについて		
4. よくある質問		

第2章 賃貸保証金保証
1. 保証について		

2. 保証事故と保証責任		
3. 賃貸保証金保証の履行手続きについて		
4. よくある質問		

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証
1. 保証について		

2. 保証事故と保証責任		
3. 傳貰(チョンセ)保証金返還保証の履行手続きについて		
4. よくある質問		

第4章 住宅購入資金保証
1. 保証について		

2. 保証事故と保証責任		
3. よくある質問		

第5章 その他の主要保証の種類と内容
1. 住民の居住安定のための資金保証		
2. 整備事業資金支援のための保証		
3. 事業主体の建設資金支援のための保証		
4. その他の保証		
本社·管理センター(支社)のご案内

04
05
07
08

09
10
12
13

14
16
17
18

19
21
22

23
24
24
25
26

本書は、HUGの保証履行プロセスの概要をご案内するためのものです。保証約款及び規定

の改正などで、保証履行プロセスが本書の内容と異なる場合がありますので、各保証事故
事業場についての詳しい案内は、HUGにお問い合わせください。

HUGについて

分譲契約者

住宅事業者

入居日まで安心！

工事完了まで安心！

HUGとは、国民の居住福祉の向上と国民経済の均衡ある発展に資することを目的
として住居都市基金法第16条に基づき設立されました。住宅建設に関わる様々な
保証を行うことで住宅分譲契約者及び入居者を保護し、住宅建設事業者の円滑な
事業活動の支援や住宅建設の促進を行っています。

HUGは、住宅都市基金の専担機関として、 基金を効率的に運用・管理すると同時
に、政府の居住政策を支援することで住民の居住安定に資する、住宅から都市に
至るまで国民のより良い生活を支える専門公企業です。

HUGは、居住福祉の向上と都市再生の活性化を支援するための各種保証業務と政
策事業を行っています。

“安心できるマイホームを購入！住宅事業の成功！
HUGがすべてサポートいたします！”
多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック
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第

1 章 分譲保証

1 分譲保証について
1. 分譲保証とは？

分譲マンションの工事中断などで建設会社による分譲契約の履行ができなくなった場合、HUGが残り

の工事を完了させ、分譲契約者が入居できるようにしたり(分譲履行)、すでに支払った手付金及び中
間金をお返しします(返還履行)。

 譲する住宅が30世帯以上の場合(都市型生活住宅を含む)で、事業計画の承認を
保証対象 分
得て建設する住宅事業の分譲契約者

2. 多文化家族の家長、 Aさんの事例
STEP 1

STEP 2

STEP 3
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韓国に移り住んだ後、マイホーム購入のために汗水流して働いてきたAさん。入居
数ヶ月前に手付金と中間金を全額支払い、入居する日だけを待っていました。

そんなある日、Aさんは事業主体である建設会社が不渡りを出したという青天の霹
靂のようなニュースを耳にします。
「すでに支払ってしまった中間金を返してもらえないのではないか」とAさんは居て
も立ってもいられません。
数日後、AさんはHUGから一本の電話を受けました。
優しい声の職員は「A様、HUGです。ご入居を予定
されていたマンションの事業主体の不渡りにより、
お支払いされた手付金と中間金をお返しさせてい
ただくことになりました。手続きに必要な書類を
ご案内いたします」Aさんはホッとしました。
悩みを一掃してくれたHUGをとても心強く
感じました。

第1章 分譲保証

保証責任の時期

保証責任の内容

分譲契約の
履行不能

事業主体

支払った手付金と
中間金の返還

分譲契約者

住宅都市保証公社

分譲履行

第1章 分譲保証

不渡り

分譲契約者

事業主体の不渡りなどの事由により分譲契約の履行ができない場合、分譲履行または、支払った手付金・中間金の返還を行います。

1. 保証事故とは何ですか、その例にはどのようなものがありますか？

「保証事故」とは、次のいずれかの理由により、社会通念上、事業主体の正常な分譲契約の履
➊ 事業主体に不渡り、破産、事業放棄が発生した場合

➋ 出来高が予想よりも25％P以上不足し、入居予定者の履行請求がある場合

➌ 出来高が75％を超えた場合に出来高が6ヶ月以上遅延され、入居予定者の履行請求がある場合
➍施
 工者の不渡りや破産などで工事が3ヶ月以上中断され、入居予定者の履行請求がある場合

2. どのような保護を受けられますか？

上記のような事由により保証事故が発生した場合、分譲履行または返還履行により入居契約者
返還履行 出来高が80％未満で、2/3以上の入居予定者が望む場合、支払った手付金・中間

金を返還いたします。

3. 履行請求の際に必要な書類は？

第４章 住宅購入資金保証

を保護いたします。
 当住宅の工事を完了させ、入居できるようにいたします。
分譲履行 該

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

行が見込めない状態のことをいいます。

第２章 賃貸保証金保証

2 保証事故と責任内容

➊ 保証債務履行請求書(HUGの所定様式)

第５章 その他の主要保証の種類と内容

➋ 住宅分譲契約書

➌ 入居金(売買代金)に関する領収書(振込証明書など)

➍監
 理者が発行した工事出来高調書(出来高未達成に限る)
➎そ
 の他、弊社が要請する書類

※ 詳細については、住宅都市保証公社のホームページまたは代表番号1566-9009にお問い
合わせください。

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック
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4. 分譲保証履行時、保護されない場合もありますか？

正当な契約者である場合は、保護を受けられますが、次のように他人の代わりに虚偽の契約
をするなどの事由が発生した場合には、保護は受けられません。

➊天
 変地異、戦争、内乱、その他これらに類似した事情で、主債務者が住宅分譲契約を履行できな
かったことにより発生した債務

➋ 主債務者が代物弁済、虚偽契約、二重契約など正常な契約者ではない者に対して負っている債務
➌ 入居者募集の告知前に、住宅分譲契約を結んだ者が支払った入居金

➍ 保証債権者が入居者募集の告知で指定された入居金振込口座(入居者募集の告知で指定されていな
い場合には、住宅分譲契約書で指定された口座、保証会社が入居金振込口座を変更・通知した場
合には、変更された口座をいう。)に振り込んでいない入居金

➎ 保証会社が保証債権者に入居金支払いの中止を通知した後、お支払い中止となった口座に支払わ
れた入居金

➏ 保証債権者が入居者募集の告知に定められた支払期日前に支払った入居金のうち、支払期日が保

証事故日以降に当たる入居金(但し、保証会社が入居金を管理または共同管理する口座に振り込ま
れた入居金は除く)

➐ 保証債権者が分譲契約書に定められた手付金及び中間金を超過して支払った入居金
➑ 保証債権者が支払った入居金に対する利息、コスト、その他入居金に属する債務
➒ 保証債権者が入居金を支払うために借りた貸出金の利息

➓ 保証債権者が入居金の支払遅延として支払った遅延賠償金

11 保証事故前に、住宅分譲契約の解除または解約により主債務者が保証債権者に返還しなければな

らない入居金(但し、保証事故の事由と密接に関係している事由で、保証債権者が保証事故の発生
前に分譲契約を解除または解約した場合は除く)

12 主
 債務者が入居者募集の告知に定められた入居予定日内に、入居させられなかった場合の遅延賠償金

13 住宅供給に関する規則によって、入居者募集の告知に定められた住宅または一般に分譲される福

利施設の分譲価格に含まれないオプションの選択品目(例：ホームオートメーション、バルコニー
サッシ、マイナスオプション、その他の仕上げ材工事)に関する金額

14 保証債権者が保証債務履行請求の書類を提出しなかったり、または協力義務を履行しないなど、

その他保証債権者に責任がある事由で発生または増加した債務

15 主債務者、共同事業主体、施工者などと請負契約した請負人、その代表者または社員など利害関

係のある者が、主債務者、共同事業主体、施工者などに資金調達の便宜を図るために分譲契約を
結び、支払った入居金

16 主債務者、共同事業主体、施工者またはその代表者などが保証債権者への債務返済のために支払

った入居金

17 主債務者、共同事業主体、施工者またはその代表者などから契約金などを借りて分譲契約を結ん

だ者が支払った入居金
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第1章 分譲保証

第1章 分譲保証

3 分譲保証の履行手続きについて
HUGでは、保証事故発生から保証履行までステップ別に必要な内容を
入居予定者に携帯メール(テキストメッセージ)でご案内いたします。
分譲契約者に入居金支払の中止をお知らせします。

履行方法選択の

分譲契約者に必要な履行方法をお知らせし、お選

催告留保の通知

込んだ事業主体などが引き続き工事を望む場合に

催告または

3ヶ月
以内

第２章 賃貸保証金保証

保証事故の発生

びいただきます。(但し、再生手続の開始を申し
は、通知を留保することができます)

保証事故日の時点での出来高が80％以上である事

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

業場は、通知せずに工事完了(分譲履行)を決定し
ます。

現場調査及び
事業性検討

履行方法の決定

返還履行

者などが引き続き工事の継続を望む場合、施
工者は引き続き工事を行います。

第５章 その他の主要保証の種類と内容

分譲履行

施工者や再生手続の開始を申し込んだ主債務

第４章 住宅購入資金保証

被保証人など
事業継続

(返還履行に決定した場合)返還履行の手続きをご案内いた
します。

(分譲履行に決定した場合)完了検査の予定日、分譲代金の残金振込口座、支払予定
などをお知らせします。

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック
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4 よくある質問
Q1. 分
 譲契約者に指定された入居金振込口座以外の口座や分譲会社に

現金で直接支払った入居金も分譲保証の保護を受けられますか。

 定された振込口座以外の口座に振り込まれた入居金、現金で直接支払った入居金は保
A1. 指
護を受けることができませんので、入居金は返還されません。引き続き工事(分譲履行)
となった場合は、再度支払わなければなりません。

Q2. 入
 居者募集の告知に定められた 支払期日より先に中間金を前払いした
場合、分譲保証の保護を受けられますか。
 に中間金を支払った(前払い)場合には、原則として保証責任を負いません。但し、
A2. 先

前払いした代金のうち支払期日が保証事故日より早いものは保護の対象となります。

Q3. 中
 間金が前払いされたものかどうかは、どのように確認することが
できますか。
 証事故日の現時点で、分譲契約書上の支払期日が経過
A3. 保

しているかどうかによって、前払いしたかどうかを判断
します。
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第1章 分譲保証

2 章 賃貸保証金保証

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

第

1. 賃貸保証金保証とは？

賃借人の保証金を安全に守るための保証制度で、事業者が賃貸保証金を返還できない場合、賃借人
に賃貸保証金の全額または一部を支給するか、分譲転換します。

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

2. 多文化家族の家長、Bさんの事例
STEP 1

もうすぐ、賃貸借契約の期間が満了となるため、今より少し広めの家へ引っ越したいと思っ

STEP 2

しかし、賃貸事業者の突然の不渡りで、賃貸保証金を返してもらえないかもしれないという

第２章賃貸保証金保証
賃貸保証金保証
第２章

1 賃貸保証金保証について

ているBさんは毎日不動産サイトをチェックしています。
話を聞き、気が気でありません。

第４章 住宅購入資金保証

STEP 3

賃貸事業者に電話をしてもなかなか繋がらない中、

HUGの<賃貸保証金保証>に加入していることを知り、
Bさんは無事賃貸保証金を返還してもらいました。
今後、計画通りに広い家に引っ越せそうです。

第５章 その他の主要保証の種類と内容

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック
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保証責任の時期

不渡り

保証責任の内容

賃貸保証金の
返還不可

賃貸事業者

賃貸保証金の
返還責任

賃借人

賃貸事業者の不渡りなどの事由によって
賃貸保証金を返還してもらえない場合

住宅都市保証公社

賃借人

一定範囲内で賃貸住宅の賃借人に対し賃貸保証金の
返還責任を取ります。

2 保証事故と責任内容

1. 保証事故とは何ですか、その例にはどのようなものがありますか？

「保証事故」は次のいずれかに該当する場合のことをいいます。
➊保
 証期間内に賃貸借契約が終了または解約された場合で、同賃貸借契約の終了または解約日から
2ヶ月が経過しても正当な事由なしに賃貸保証金を返還してもらえなかった場合

➋ 保証期間内に賃貸事業者が破産や不渡りなどにより賃貸保証金を返還できないとHUGが認め、そ
の事実を賃借人に通知する場合

2. どのような保護を受けられますか？

•保証書に記載されている世帯別保証金額の限度内で、賃貸保証金を返還いたします(返還履行)。

•マンションの工事完了後、HUGに信託登記された賃貸住宅の場合、賃貸借契約上の賃貸保証金を
返還または分譲転換します。

※但し、賃貸保証金が一部支払われている場合については、賃貸保証金の支払額と住宅都市

基金の融資合計額が住宅価格の60/100を超過している分に限って、保証金額範囲内で賃貸
保証金を返還いたします(返還履行)。

3. 履行請求の際に必要な書類は？

➊ 保証債務履行請求書(HUGの所定様式)

➋ 保証書またはそのコピー(HUGが確認できる場合は省略可能)
➌ 住宅賃貸借契約書またはそのコピー

➍ 賃貸保証金領収書(振込証明書など)

➎ 傳貰権の付記登記または賃借権登記が経了された不動産登記簿謄本

➏ 当該賃貸住宅の換価手続が終了している場合には、裁判所の配当表謄本及び不動産登記簿謄本
➐ 監理者が発行した工事出来高調書

➑ その他、HUGが要請する書類

※ 詳細については、HUGのホームページまたは代表番号1566-9009にお問い合わせください。
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第２章 賃貸保証金保証

4. 分譲保証履行時、保護されない場合もありますか？

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

次のような事由が発生した場合には、保護は受けられません。

➊天
 変地異、戦争、内乱、その他これらに類似した事情で、主債務者が住宅賃貸借契約を履行でき
なかったことにより発生した債務

➋ 保証債権者が保証事故後に支払った賃貸保証金

➌ 保証書発行前に賃貸借契約が終了または解約された場合

➍主
 債務者が賃貸借契約を履行しないことにより発生する賃貸保証金の利息や遅延損害金、違約金

第２章賃貸保証金保証
賃貸保証金保証
第２章

およびその他の損害賠償債務

➎ 保証債権者が賃貸保証金の支払遅延として支払った遅延賠償金

➏主
 債務者が代物弁済、借名・二重契約、実際には居住していない名目上の賃借人など正常な契約
者ではない者に対して負っている債務

➐ 保証債権者が保証債務履行請求の書類を提出しなかったり、または協力義務を履行しないなど、
その他保証債権者に責任がある事由で発生または増加した債務

➑ 保証債権者が賃貸保証金を支払うために借りた貸出金の利息

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

➒ 賃貸保証金を除いた必要費・有益費などの債務

➓ 保証債権者が保証書を発行した後に支払った賃貸保証金で、同保証書の前面に記載された賃貸保
証金振込口座に支払っていない賃貸保証金

11 そ
 の他保証債権者に責任がある事由または権利行使の懈怠により生じた損害

第４章 住宅購入資金保証

第５章 その他の主要保証の種類と内容

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック
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3 賃貸保証金保証の履行手続きについて
保証事故の発生
履行請求

保証事故の通知及び現況調査

履行請求書などの提出、手続き案
内(履行請求時の提出書類をご参照
ください)

分譲転換

返還履行
返還履行の要請

履行審査
返還

(保証履行請求日
から1ヶ月以内)

返還履行請求書などを 分譲転換の要請
提出
(返還請求時の提出書
類をご参照ください)
書類及び正常な契約者
であるかを確認

分譲転換の承認

未納家賃(管理費、使用
料金、原状回復費用を
含む)などを差し引い
て返還

所有権の移転

保証会社を受託者として
信託した事業所に限る
分譲転換申請書などを提
出(分譲転換時の提出書類
をご参照ください)
関連法令に基づく分譲転
換の承認または保証会社
との合意
賃貸住宅法など、関連法
令に基づき分譲転換価格
を算出

費用精算、信託解約、
基金による立替

請求時の留意事項

1. 賃借人は、HUGに履行を請求する場合、賃貸借契約が終了するか、または賃貸借契
約を解約した後に請求しなければなりません。

2. 賃借人が施設物の原状回復費用、未納家賃及び管理費などの精算に応じなかったため、
賃貸事業者が賃貸保証金を返還しない場合には、保証履行を留保します。

3. 付記登記の場合は、HUGを債権者とする「 傳貰権移転の付記登記」を行うか、
「住宅賃貸借保護法による賃借権登記命令(民法上の賃借権登記を含む)」を終えた後
(換価手続が終了した場合は除く)に、請求しなければなりません。
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第２章 賃貸保証金保証

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

4 よくある質問
 民登録上の住所地が契約した賃貸マンションでない場合にも賃借保証金
Q1. 住
は返還されますか。
 際には居住していない名目上の賃借人など、正常 な契約者ではない賃借人*
A1. 実
住宅の引渡しと住民登録を済ませた賃借人のみが保護の 対象となります。
*代物弁済、借名・二重契約などで賃貸借契約を結んだ賃借人

 譲転換をする場合、賃貸マンションの住宅価格はどのような方法で算定され
Q2. 分
ますか。

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

 国鑑定院または鑑定評価法人が評価した鑑定評価金額を反映して算定しま
A2. 韓

第２章賃貸保証金保証
賃貸保証金保証
第２章

に該当する場合には、保護 されません。住宅賃貸借契約を結んだ後に、賃貸

す。この場合、世帯規模別(基準フロア)に1世帯づつ鑑定評価金額を算定し、保
証申請日から2年以内に評価されたものを採用します。

 貸保証金額が変更された場合、保証履行はどのように行われますか？
Q3. 賃
A3. (賃貸保証金の増額) 増額された賃貸保証金に対して、追加の保証書が発行さ

第４章 住宅購入資金保証



れた場合にのみ、増額分も保護されます。

(賃貸保証金の減額) すでに発行された保証書の保証期間及び保証金額の範囲
内で賃貸保証金を引き続き保証します。

第５章 その他の主要保証の種類と内容

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック
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第

3章

傳貰(チョンセ)保証金返還保証

1 傳貰(チョンセ)保証金返還保証について
1. 傳貰(チョンセ)保証金返還保証とは？

傳貰契約終了時、賃貸人が賃借人に返還しなければならない傳貰保証金の返還を保証するもので、
賃借人が直接HUGや受託銀行に加入を申し込まなければなりません。
保証対象 マ
 ンション、居住用オフィステル、アパート、一戸建て

 リ銀行、光州銀行、新韓銀行、国民銀行、KEBハナ銀行、NH農協銀行、大邱銀行、
受託銀行 ウ
釜山銀行の全営業店

2. 多文化家族の家長、Cさんの事例
STEP 1

傳貰契約の終了が近いCさんは、賃貸人から返還される傳貰保証金と今まで集めた

STEP 2

ところが、賃貸人の資金事情により傳

積立金でマンションに引っ越す予定です。
貰契約が終わって1ヶ月が過ぎても保証
金は返還されません。

STEP 3

しかし、Cさんは心配ありませんでし

た。 傳貰契約後、HUGの傳貰保証金返
還保証に加入したからです。

STEP 4

CさんはHUGに履行請求を行い、
傳貰保証金を受け取りました。

引っ越しは計画通り滞りなく進みました。
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第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

保証責任の時期

保証責任の内容

賃貸人

傳貰保証金の
返還責任

賃借人

傳貰契約終了後、賃貸人が
傳貰保証金を返還できない場合、

住宅都市保証公社

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

傳貰保証金の
返還不可

賃借人

賃借人への傳貰保証金の返還責任を取ります。

第２章 賃貸保証金保証

3. 保証加入が可能な対象は？
住居形態

マンション、居住用オフィステル、アパート、一戸建て(多世帯)

申請時期

傳貰契約書上の傳貰契約期間が1/2以上経過する前まで

申請人

第3章傳貰(チョンセ)保証金返還保証
傳貰(チョンセ)保証金返還保証
第3章

加入要件

個人(外国人、在外同胞を含む)または法人賃借人

➊ 1年以上の傳貰契約期間(転入届及び確定日付の取得が必須)

➋ 傳貰保証金が首都圏5億ウォン以下、その他の地域4億ウォン以下

➌ 対象住宅は先順位の仮差押、仮処分、仮登記などの権利の侵害がないこと
➍ 公認仲介士が確認した傳貰契約(傳貰契約書に公認仲介士の捺印が必須)
➎ 家主の不動産担保ローン ≤ 住宅価格の60％

➏ (家主の不動産担保ローン+傳貰保証金) ≤ 住宅価格の100％(マンション),
80％(居住用オフィステル、アパート)、75％(一戸建て、多世帯住宅)

住宅価格の75~90%(住宅のタイプによる)以内の金額から家主の担保ローンと傳貰

保証金額

保証限度内の傳貰保証金の全額または一部

保証料率
参考事項

保証金を引いた金額

個人賃借人：年0.15％

* 2年分の一括払いまたは1年単位で分割払い

第４章 住宅購入資金保証

保証限度

➊ 保証期間中は住宅賃貸借保護法上の対抗要件(傳貰契約、転入届、占有)を維持

第５章 その他の主要保証の種類と内容

しなければならない

➋ 傳貰権が設定された場合、HUGに移転するか抹消

➌ 転入世帯の閲覧内訳を確認した結果、他世帯の転入記録がないこと
➍ 賃貸人が法人または外国人(外国在住者を含む)の場合、加入不可
➎ 建築法を違反した建築物の場合、加入不可
➏ 多文化家庭の場合、保証料40％割引可能

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック
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4. 加入時に必要な書類

➊ 傳貰保証金返還保証申請書
➋ 債権譲渡契約書
➌ 個人情報提供同意書
➍ 傳貰保証金返還保証確約書
➎ 他の傳貰契約締結内訳確認書(一戸建ての場合)
➏ 傳貰契約書のコピー
➐ 傳貰保証金支払確認書類(振込証明書、領収証など)
➑ 住民登録謄本(1ヶ月以内に発行されたもの)及び身分証のコピー
➒ 印鑑証明書(支店に訪問して申請する場合は省略可能)
10 建築物台帳(一戸建て及び多世帯住宅の場合)
11 不動産登記簿謄本及び転入世帯閲覧内訳

12 外国人登録証のコピーまたは外国人登録事実証明書、婚姻関係証明書または

家族関係証明書(保証料割引時に必要)

13 その他審査に必要な書類

※ ①~⑤の書類はHUGの所定様式にて提出
※ 詳細については、HUGのホームページまたは代表番号1566-9009にお問い合わせください。

2 保証事故と保証責任

1. 保証事故とは何ですか、その例にはどのようなものがありますか？

「保証事故」は、次に列挙された保証事故事由のうち、いずれか一つに該当する場合の
ことをいいます。

➊ 保証債権者が傳貰契約期間終了後、1ヶ月が経過しても正当な事由なしに傳貰保証金
を返還してもらえなかった場合

➋ 傳貰契約期間中に傳貰目的物に対して競売または公売が行われ、配当後、保証債権者
が傳貰保証金を返還してもらえなかった場合

2. どのような保護を受けられますか？

傳貰契約終了時、賃貸人に返してもらえなかった傳貰保証金の返還を受けることができます。

3. 履行請求の際に必要な書類は？

➊ 保証債務履行請求書(HUGの所定様式)

➋ 身分証または住民登録証のコピー

➌ 保証書またはそのコピー(HUGで確認可能な場合は省略可能)
➍ 傳貰契約の解約または終了を証明する書類
➎ 賃借権の登記が経了した不動産登記簿謄本
➏ 配当表など、傳貰保証金のうち未受領額を証明する書類(競公売時)
➐ 傳貰権の配当要求権利届出書(競公売時)
➑ その他、HUGが要請する書類

※ 詳細については、住宅都市保証公社のホームページまたは、代表番号1566-9009		
にお問い合わせください。
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第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

4. 分譲保証履行時に、保護されない場合もありますか？

➊天
 変地異、戦争、内乱、その他これらに類似した事情で、主債務者が住宅分譲契約を履

保証履行の請求

履行審査

請求しなければなりません。

第４章 住宅購入資金保証

1ヶ月
以内

賃借人が直接HUGに保証債務の履行を

賃借人が履行の請求をした場合、
HUGが審査を行います。

保証債務履行請求の受付日から１ヶ月以内に保証金を返還します。
※ 但し、HUGの補完要請がある場合、その補完が
完了した時点から１ヶ月以内に保証金を返還します。

17

第５章 その他の主要保証の種類と内容

保証金の返還

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック

第3章傳貰(チョンセ)保証金返還保証
傳貰(チョンセ)保証金返還保証
第3章

3 傳貰(チョンセ)保証金返還保証の履行手続きについて

第２章 賃貸保証金保証

行できなかったことにより発生した債務
➋ 主債務者の傳貰保証金返還義務の履行遅滞による利息及び遅延損害金
➌主
 債務者が実際には居住していない名目上の賃借人など正常な契約者ではない者に対して
負っている債務
➍ 保証債権者が保証債務履行請求の書類を提出しなかったり、協力義務を履行しないなど、
保証債権者に責任がある事由で発生または増加した債務
➎保
 証書発行当時の保証条件と異なるか、保証条件をHUGの同意なしに任意変更して発生
または増加した債務
➏ 主債務者が負担する必要費·有益費返済などの債務
➐優
 先弁済権を取得した保証債権者が優先弁済権を喪失すること(他住所地への転入届など)
により、HUGの主債務者への求償権行使に制限がある場合
➑ その他保証債権者に責任がある事由または権利行使の懈怠によって生じた損害

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

次のような事由が発生した場合には、保護を受けることができません。

4 よくある質問
 貰契約満了後、傳貰保証金を返してもらえず、住宅都市保証公社に
Q1. 傳

履行請求をしたが、引越日が訪れ、引っ越すことになった場合、どう
処理されますか。

 約期間満了後に引っ越しても引越前に賃借権登記*を行えば、対抗力と優先弁済
A1. 契
権を得ることができます。

* 賃借権登記：賃貸借契約終了後、保証金を返還してもらえなかった場合、賃借住宅所
在地の管轄裁 判所にて賃借人が単独で申請できる制度で対抗力と優先
弁済権を維持することができます

 貰契約の途中で引っ越すことになり、保証が解約された場合、すで
Q2. 傳

に 支払った保証料はどうなりますか。

 証期間内に保証を解約した場合、残りの保証期間に対する保証料を返還し
A2. 保
ます。返還される保証料の計算方法はすでに支払った保証料から支払われる
べき保証料を差し引いて計算します(保証書発行時の保証料率を適用)。

 貰契約の途中に賃貸人が変わった場合、どう処理されますか？
Q3. 傳
A3. 賃貸人が変わった場合、１ヶ月以内に書面でHUGに知らせなければなりませ
ん。賃借人が保証条件変更申込書(HUG様式)を提出すると、HUGはこれを検討
し、新たに変更された保証書を発行します。
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第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

4章

住宅購入資金保証

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

第

1. 住宅購入資金保証とは？

住宅分譲保証を受けた新築住宅の分譲契約者が銀行から中間金の融資を受けようとする場
合、住宅購入資金保証に加入すると、信用が強化され低金利で融資を受けることができます。

STEP 1

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

2. 多文化家族の家長、Dさんの事例

モンゴルから来たDさんは、韓国に腰を据えてから5年目にマンションの分譲に当
選され、マイホーム購入を決めました。

STEP 2

しかし、購入資金の工面が難しく悩んでいたところ、HUGの保証商品を利用すれ
ば、中間金を低利で簡単に受けられるという話を耳にします。

Dさんは分譲契約を結んだ後、住宅都市保証公社の住宅購入資金保証に加入し、銀

第４章住宅購入資金保証
住宅購入資金保証
第４章

STEP 3

行から低利で中間金の融資を受けました。ことは順調に進み、初めてのマイホーム
が買えるとワクワクしていました。
STEP 4

しかし、Dさんの事業が傾き、残念なことに銀行から借りた住宅購入資金の元利金

を期日内に返済できなくなってしまいました。HUGはDさんの貸出金を代位返済

第５章 その他の主要保証の種類と内容

し、分譲契約は解約されました。

今回は、残念なことにチャンスを逃してしまいましたが、DさんはいつかまたHUGの住
宅購入資金保証を通じてマイホームを購入したいと思っています。

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック

第２章 賃貸保証金保証

1 住宅購入資金保証について
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3. 保証加入が可能な対象は？
保証対象

加入対象者

分譲契約者が金融機関から借りた住宅購入資金

分譲保証を受けた住宅または居住用オフィステルの分譲契約を結び、分譲代金の

5％以上を支払った者のうち、韓国国民、住民登録の届出をしている在外国民、永
住資格を有している外国人、国内居所申告済みの在外同胞在留資格で入国した外

保証債権者
主債務者
補償限度
保証期間
保証金額
保証料率

国国籍の同胞

住宅購入資金を融資する金融機関
分譲契約者

分譲金額の60％以内

保証付貸出金の実行日から最終返済期日まで

保証限度内で、金融機関の内規による貸出元金 90%
年0.13%

※ 社会的弱者階層の場合、保証料率割引(20％)
「多文化家族支援法」第2条第1号に基づき

保証申請人の配偶者が外国人であるか、帰化による国籍取得者、もしくは
配偶者がいる保証申請人が帰化による国籍取得者である世帯

4. 加入時に必要な書類

➊ 保証申請書、保証債務約定書及び確約書

➋ 融資可能金額確認書(融資を受ける金融機関の確認)
➌ 根質権設定契約書及び承諾書

➍ 住宅供給契約書のコピー

➎ 既払分譲代金の証憑書類(口座振込証明書など)

➏ 住民登録抄本(または印鑑証明書)、国内居所申告事実証明書または外国人登録事実証明書
➐ 身分証のコピー

☞ 在外国民：住民登録証

☞ 外国国籍同胞：外国国籍同胞の国内居所申告証[在外同胞(F-4)]
☞ 外国人：外国人登録証[永住(F-5)]

➑ 4大社会保険加入内訳確認書または健康保険資格得失確認書
➒ その他審査に必要な書類

※ ①~③の書類はHUGの所定様式にて提出

※ 詳細については、HUGのホームページまたは代表番号1566-9009にお問い合わせください。
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第４章 住宅購入資金保証

保証責任の時期

保証責任の内容

住宅購入資金の
返済不可

分譲契約者

住宅購入資金の
返済責任

金融機関

分譲契約者が金融機関から借りた住宅購入資金
を元利金返済期日に返済できない場合

金融機関

入居予定者が借りた住宅購入資金の返済責任を取ります。

第２章 賃貸保証金保証

2

住宅都市保証公社

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

不渡り

保証事故と保証責任

1. 保証事故とは何ですか、その例にはどのようなものがありますか？
➊ 元金を期日内に返済できなかった場合

➋ 利息を期日内に返済できず、3ヶ月が経過した場合

➌ 融資した金融機関が該当融資の期限の利益を喪失させた場合

➍保
 証債権者の保証付融資取扱店で、主債務者が手形交換所から取引停止処分を受ける事由が
発生した場合

➎融
 資金融機関から保証加入者に対して、銀行連合会の「信用情報管理規約」に定められた延滞、代位
弁済、立て替え払い、不渡り、関連者による信用取引情報及び金融秩序を紊乱する情報の登録事由が
発生した場合

第４章住宅購入資金保証
住宅購入資金保証
第４章

➏ 保証加入者の破産、再生手続開始の申請があったり、清算に入った場合
➐ HUGが取扱金融機関に保証加入者を保証事故と定め、通知した場合

2. HUGはどのような責任を果たしますか？

HUGは、保証加入者が住宅購入資金の元利金を返済日に返済

できない場合、約款の定めに従い、補償債権者である金融機関

第５章 その他の主要保証の種類と内容

に貸付の元利金返済を保証します。

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

「保証事故」は次のいずれかに該当する場合のことをいいます。
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3 よくある質問
 宅購入資金保証の保護を受けられる住宅は何ですか？
Q1. 住

 築の分譲住宅で30世帯以上のマンションまたは住宅分譲保証を受けたアパート、
A1. 新
多世帯住宅、都市型生活住宅、オフィステルなどがあります。

 宅購入資金保証の取扱金融機関にはどんな機関がありますか？
Q2. 住
 銀行法によって設立された金融機関
A2. - 韓国産業銀行、中小企業銀行
- NH銀行、水協中央会、保険会社

※ 貯蓄銀行、キャピタル、消費者金融などの金融機関は該当なし

 証加入を断られることもありますか？
Q3. 保

 UGに求償債権がある場合や、信用調査の結果、債務不履行または租税滞納による信
A3. H
用情報がある場合には、保証加入が断られます。

 譲契約者が貸出金を返上できなかった場合、HUGはどのような
Q4. 分

措置を取りますか？

 子·元金の延滞など、保証事故の発生により金融機関が保証債務履行請求をする
A4. 利
場合、 HUGは、1ヶ月以内で契約者の事故貸出金を金融機関に立て替え、分譲され
た住宅を契約者が売却する際に立替金を回収することになります。

 UGが立て替える場合、分譲契約者が返済すべき金額はどうなりますか？
Q5. H
 譲契約者はHUGが立て替えた合計額(代位弁済金)及び過料*などを返済しなければ
A5. 分
なりません。

* 代位弁済日の翌日から返済日までの遅延利息(年9.0％)
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第４章 住宅購入資金保証

5章

その他の主要保証の種類と内容

基金による傳貰資金の融資保証

賃借人がオフィステル傳貰資金の融資を受けようとするとき、利用できる商品で、金融機関に元利金の
返済を保証するものです。住宅都市基金を財源とし、労働者·住民と低所得層を対象としています。

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

住宅賃借資金保証

建設中の新築供給された賃貸住宅入居予定者が住宅の賃借のために住宅購入資金(手付金、中間金、
残金)の融資を受けようとする場合に、利用できる保証です。

賃借料支払保証

賃借人の賃貸人への延滞賃借料(元金)の支払義務を保証するものです。

第４章 住宅購入資金保証

傳貰金安心融資保証

低利で傳貰資金を借り、傳貰契約満了時に、傳貰保証金を安全に返してもらえる保証です。

賃貸住宅の買入資金保証
保証するものです。

賃貸管理保証

自己管理型住宅賃貸管理業者の賃貸人に対する賃貸料支払(賃貸管理賃貸料保証)及び賃借人に対する賃
貸保証金の返還(賃貸管理賃貸保証金保証)を保証するものです。
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第５章その他の主要保証の種類と内容
その他の主要保証の種類と内容
第５章

賃貸事業者(企業型住宅の賃貸事業者を含む)が買入賃貸事業のために借りた資金の元利金返済を

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック

第２章 賃貸保証金保証

1 住民の居住安定のための資金保証

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

第

2 整備事業資金支援のための保証
整備事業資金融資保証

組合(組合員)が金融機関から再開発·再建築の必要資金(移住費、負担金、事業費)を調達するときに利
用できる商品で、金融機関に貸付元利金の返済を保証するものです。

リフォーム資金保証

保証債権者からリフォーム事業の資金を借りた組合が元利金の返済期日に返済できない場合、保証約
款の定めるところに従い、元利金の返済責任を負う保証です。

3 事業主体の建設資金支援のための保証
住宅事業金融PF保証

住宅建設事業者が金融機関などから住宅建設事業と関連して金融的支援を受ける時、当該住宅建設
事業で発生する未来の現金収入を主な返済財源とする元利金の返済を保証する商品です。

基金による建設資金融資保証

住宅または準住宅を建設するために、住宅都市基金受託機関から借りた資金の返済を保証する
商品です。

建築後分譲融資保証

住宅事業者が住宅の一部を建築後に分譲する条件で住宅建設資金を調達する場合、その元利金の
返済を保証するものです。

モーゲージ保証

住宅事業者が保有している竣工後の未分譲住宅を会社が担保として取得し、貸付元利金の返済を
保証するものです。
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第５章 その他の主要保証の種類と内容

瑕疵補修保証

瑕疵補修義務期間中(1~10年)に発生した瑕疵の補修履行を保証するもので、事業費から土地代を差し
引いた全工事費用の3％の金額を瑕疵補修義務期間の終了日まで保証します。

第1章 分譲保証
分譲保証
第1章

4 その他の保証

組合住宅施工保証

築整備事業組合と工事契約を結んだ施工者が不渡り・破産などの事由で当該組合住宅に対する施工
責任を果たせなくなった場合、施工者に代わって施工を行うか、約款に定められた一定金額の支払
を保証するものです。

共同住宅建設事業の工事代金のうち、施工者が支払っていない下請代金の支払を保証するものです。

監理費預り保証

住宅事業または住居·商業複合住宅事業で監理者と監理契約を結んだ事業主体または建築主が
監理者に支払わなければならない監理費の支払を保証するものです。

事業主体が住宅事業と関連した各種許認可の申込みを行う際、付与される条件の履行を保証するも
のです。

第４章 住宅購入資金保証

許認可保証

第3章 傳貰(チョンセ)保証金返還保証

下請代金支払保証

第２章 賃貸保証金保証

地域住宅組合、会社住宅組合、住宅再開発整備事業組合、住宅再建築整備事業組合または市場再建

第５章その他の主要保証の種類と内容
その他の主要保証の種類と内容
第５章

多文化家族の 住まいの安心を守るためのガイドブック
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本社·管理センター(支社)のご案内
本·支社
本社

ソウル西部支社
ソウル北部支社
ソウル東部支社
ソウル南部支社
釜山蔚山支社
大邱慶北支社
光州全南支社
太田忠南支社
慶南支社
全北支社
京畿支社
江原支社
忠北支社

済州出張所

ソウル北部管理センター
ソウル西部管理センター
ソウル東部管理センター
嶺南管理センター
中部管理センター
26

住所

釜山広域市南区門峴金融路40(門峴洞) BIFC15F
ソウル永登浦区汝矣大路66, KTBビル18階

ソウル特別市鍾路区清渓川路35、クァンジョンビル 5F

ソウル特別市江南区テヘラン路326、駅三アイタワー2F
ソウル特別市瑞草区瑞草大路314情報通信共済組合5F
釜山広域市東区中央大路240、現代海上ビル14F

大邱広域市壽城区東大邱路334、教員共済会館7F

光州広域市西区市庁路26、光州広域市都市公社ビル6F

太田広域市西区屯山北路56, ハンファ生命屯山社屋10階
慶尚南道昌原市城山区上南路25、韓国産業銀行ビル1F

全羅北道全州市完山区オンゴウル路1、韓国教職員共済会館3F

京畿道水原市八達区クォンクァン路178、韓国教職員共済会館9F
江原道原州市北原路2135、NH農協原州市支部3F

忠清北道清州市上堂区龍岩洞1700専門建設共済組合5階

済州特別自治道済州市ウンナムギル9 サムスン火災ビル6階
ソウル特別市中区素月路2ギル30, Tタワー2階

ソウル特別市永登浦区議事堂大路21、HUG3F
ソウル特別市永登浦区議事堂大路21、HUG3F

釜山広域市釜山鎮区中央大路658(釜田洞)教保生命ビル7F
太田広域市西区屯山北路56 ハンファ生命屯山社屋11階

電話番号
1566-9009
02-6299-4915
02-397-2714
02-2050-7818
02-6009-7983
051-922-7771
053-210-2913
062-350-5972
042-479-8513
055-210-3412
063-250-6414
031-8002-7007
033-902-6604
043-913-2030
064-909-7630
02-6021-8684
02-3771-6332
02-3771-6356
051-922-7425
042-479-8562

