
★「分譲マンション建替えガイド」の内容修正について★ 

○平成15年作成の「分譲マンション建替えガイド」に内容の一部に、現在と合わない箇所があるので、お手数

ですが、下記の点について注意の上、ご覧ください。 

記 

● 文中の「住宅局」及び「都市計画局」は「都市整備局」と読み替えてください。（平成 16年度の組織改正

により変わりました。） 

● 文中の「住宅金融公庫」及び「公庫」は、「独立行政法人 住宅金融支援機構」と読み替えてください。（平

成19年度に独立行政法人化されました。） 

● 「分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度」（10ページ） 

 コースの編成、派遣料などに変更があります。詳しくは「分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度」

のパンフレットをご覧いただくか、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターにお尋ねください。 
（Ａコース） 
ｺｰｽ名 業務内容 派遣料 

A-1 建替え入門（マンション建替えの円滑化等に関する法律、税制、公的な支援等の説明） 13,650円 

A-2 老朽度判定・建替えと修繕の費用対効果の説明 13,650円 

A-3 合意形成の進め方 13,650円 

A-4 改修によるマンション再生 13,650円 

（Ｂコース） 
業務内容 

ｺｰｽ名 
既存不適格のﾁｪｯｸ 建替え計画案 

総合設計制度 

建替え計画案 
改修計画案 

派遣料 

B-1① 実施 実施 実施 実施 318,150円 

B-1② 実施 実施 ― 実施 262,500円 

B-1③ 実施 実施 実施 実施（資料不足） 358,050円 

B-1④ 実施 実施 ― 実施（資料不足） 302,400円 

B-2① 実施 実施 実施 ― 241,500円 

B-2② 実施 実施 ― ― 185,850円 

B-3① ― ― ― 実施 85,050円 

B-3② ― ― ― 実施（資料不足） 124,950円 

● ５ 融資等（12ページ） 

 ①住宅金融支援機構による融資 

  ア まちづくり融資（マンション建替融資） 

  イ まちづくり融資における特別償還による融資（高齢者向け返済特例制度） 

    まちづくり融資の適用をうけるときに、（・・・以降変更なし） 

● ２ マンション建替え全般に関する相談（14ページ） 

①区市 H21年4月20日現在の区市の窓口は裏面の表のとおり。 

毎年、組織改正等により変更があるので、各区市にお尋ねください。 

②東京都都市整備局住宅政策推進部マンション課 マンション建替え支援係 

〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第２本庁舎20階南側） 電話03(5320)5007 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/ 

● ４ マンション建替えに伴う都営住宅等の提供について（15ページ） 

①都営住宅の場合 

 東京都都市整備局住宅政策推進部マンション課 マンション建替え支援係（都庁第２本庁舎２０階南側） 

 電話03(5320)5007 

②公社住宅の場合 

 東京都住宅供給公社 募集センター 公社募集課 営業推進係 

 電話03(3409)2244 

● ５ 共同住宅建替誘導型総合設計制度について（15ページ） 

東京都都市整備局市街地建築部建築企画課（都庁第２本庁舎３階南側） 電話03(5388)3342 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/ 



● ６ マンション改良工事助成について（15ページ） 

 東京都都市整備局住宅政策推進部マンション課 マンション管理係（都庁第２本庁舎２０階南側） 
 電話03(5320)5004   http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/ 

● ７ 独立行政法人住宅金融支援機構の融資について（15ページ） 

独立行政法人住宅金融支援機構まちづくり推進部まちづくり業務グループ・まちづくり支援グループ 
〒112-8671 東京都文京区後楽1-4-10 電話03(5800)8104  http://www.jhf.go.jp/  

● ８ 全国市街地再開発協会の債務保証について（15ページ） 

(社) 全国市街地再開発協会 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-19-10第６セントラルビル３階 電話03(3591)2361 

http://www.uraja.or.jp/ 

（区市の窓口） 
区市名 担当課 電話番号 区市名 担当課 電話番号 

まちづくり推進部 建築指導課 03-3264-2111 

 内2826 八王子市 まちなみ整備部 住宅対策課 
042ー 626-3111 

 内3403 
千代田区 

㈶ まちみらい千代田 

 居住支援グループ 03-3233-3223 立川市 市民生活部 住宅課 
042-523-2111  

 内948 

都市整備部 住宅課 03-3543-0211 

 内5466 武蔵野市 都市整備部 住宅対策課 
0422-51-5131 

 内287２ 
中央区 

（財）中央区都市整備公社 まちづく

り支援第一課 03-3561-5191 三鷹市 都市整備部 まちづくり推進課 
0422-45-1151 

 内2867 

港区 環境・まちづくり支援部 都市計画

課 
03-3578-2111  

 内2346 
青梅市 都市整備部 住宅課 

0428-22-1111  

 内545 

新宿区 都市計画部 住宅課 
03-3209-1111  

 内4924 
府中市 市民生活部 住宅勤労課 

042-364-4111  

 内2468 

文京区 都市計画部 地域整備課 
03-3812-7111  

 内2935 
昭島市 都市計画部 都市計画課 

042-544-5111 

 内2264、5 

台東区 都市づくり部 住宅課 
03-5246-1111  

 内3953 
調布市 都市整備部 住宅課 

042-481-7111 

 内7141 

墨田区 都市計画部 住宅課 
03-5608-1111 

 内3933 
町田市 都市づくり部 住宅課 

042-722-3111  

 内4212 

江東区 都市整備部 住宅課 
03-3647-9111 

 内2995 
小金井市 都市整備部 まちづくり推進課 042-387-9861 

品川区 防災まちづくり事業部 都市計画課 
03-3777-1111 

 内3755 
小平市 都市開発部 まちづくり課 

042-341-1211 

 内2712 

目黒区 都市整備部 住宅課 
03-3715-1111 

 内2981 
日野市 まちづくり部 都市計画課 

042-585-1111 

 内3112 

大田区 まちづくり推進部 住宅課 
03-5744-1111 

 内3243 
東村山市 都市環境部 都市計画課 

042-393-5111 

 内2712 

世田谷区 都市整備部 住宅課 
03-5432-1111 

 内2499 
国分寺市 都市建設部 都市計画課 042-300-1671 

渋谷区 都市整備部 都市計画課 
03-3463-1211 

 内2703 
国立市 都市振興部 地域整備課 

042-576-2111 

 内384 

中野区 都市整備部 住宅分野 
03-3389-1111 

 内5823 
西東京市 都市整備部 都市計画課 

042ー 464-1311 

 内2421 

杉並区 都市整備部 住宅課 
03-3312-2111 

 内3532 
福生市 都市建設部 まちづくり計画課 

042-551-1511 

  内2816 

豊島区 都市整備部 住宅課 
03-3981-1111 

 内2853 
狛江市 建設環境部 都市整備課 

03-3430-1111 

 内2541・2543 

北区 まちづくり部 住宅課 
03-3908-1111 

 内3212 
東大和市 建設環境部 都市計画課 

042-563-2111 

 内1262 

荒川区 都市整備部 住環境整備課 
03-3802-3111 

 内2826 
清瀬市 都市整備部 建設課 

042-492-5111 

 内374 

板橋区 都市整備部 住宅政策課 03-3579-2186 東久留米市 都市建設部 都市計画課 
042-470-7777 

 内2621 

練馬区 
環境まちづくり事業本部 

    都市整備部  住宅課  

03-3993-1111 

 内8881 
武蔵村山市 都市整備部 都市計画課 

042-565-1111 

 内274 

足立区 建築部 建築防災課 
03-3880-5111 

 内2731 
多摩市 都市環境部 都市計画課 

042-375-8111 

 内2723 

葛飾区 都市整備部 住環境整備課 
03-3695-1111 

 内3442 
稲城市 都市建設部 まちづくり推進課 

042-378-2111 

 内324 

江戸川区 都市開発部 住宅課 
03-3652-1151 

 内2428 
羽村市 建設部 施設計画課 

042-555-1111 

 内257 

   あきる野市 都市整備部 都市計画課 
042-558-1111 

 内2711 



 


