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区の住宅の入居者募集
� 住宅課住宅管理係　☎5211-3607
　住宅に困っている方を対象とした住宅です。空き
家が出た場合に入居者の募集を行います。募集につ
いては、広報千代田や区のホームページでお知らせ
します。
①�区営住宅　1年以上区内に在住している比較的低
所得の方の住宅です。

〈募集予定〉　5月・10月頃（空き家が出ない場合は
募集を行いません）

②�区民住宅　おおむね区営住宅の所得基準を超える
方の住宅です。区内在住・在勤または親か子が区
内在住であることが条件です。

〈募集予定〉　6月・11月頃（空き家が出ない場合は
募集を行いません）

③�高齢者住宅　1年以上区内に在住の高齢者（本人・
同居親族とも65歳以上。ただし、配偶者が同居親
族の場合はおおむね60歳以上）のための住宅です。

〈募集予定〉　5月・10月頃（空き家が出ない場合は
募集を行いません）

その他の住宅の入居者募集
①都営住宅
� （都）住宅供給公社募集センター　☎3498-8894
� テレホンサービス　☎6418-5546
　比較的低所得の都民のための住宅です。

〈募集予定〉
5月・11月上旬　一般募集住宅（家族向け・単身者

向け）・定期使用住宅（若年夫婦向
け・子育て世帯向け）・居室内で
病死等があった住宅

8月・2月上旬　� 家族向け（ポイント方式）・単身者
向け・シルバーピア・居室内で病
死等があった住宅

②都民住宅
　［東京都施行型募集分］
� （都）住宅供給公社募集センター　☎3498-8894
� テレホンサービス　☎6418-5571�
　［公社施行型・借上型募集分］
� （都）住宅供給公社募集センター　☎3409-2244
　［法人管理型（民間建設）募集分］
� （都）住宅供給公社募集センター　☎3409-2244
　いずれも、おおむね区営・都営の収入基準を超え
る方向けの住宅（家族向けのみ）です。
③公社住宅
� （都）住宅供給公社募集センター　☎3409-2244
④UR賃貸住宅
� UR都市機構東日本賃貸住宅本部　☎3347-4375
� コールセンター（空き室状況）　☎0120-411-363

公的住宅・住宅情報

家賃等の助成
� 住宅課住宅管理係　☎5211-3607
　家賃等の一部を助成します。所得制限、要件等が
ありますので、詳しくはお問い合わせください。
①次世代育成住宅助成
　親元近居のために住替えを行う子育て世帯・新婚
世帯や、子どもの誕生・成長に伴い区内転居する子
育て世帯を対象に、家賃・住宅ローンの一部を助成
します。
②居住安定支援家賃助成
　高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯が、取り

壊し等により転居が必要な場合や、やむを得ない事
由により世帯の所得が著しく減少した場合などに、
家賃等の一部を助成します。

事務所等の住宅転用助成
� 住宅課住環境整備係　☎5211-4312
　建物の所有権を有している個人または法人が、事
務所等として建設・使用している建物を建築基準法
等の関係法規を満たし、1住戸あたり50㎡以上の専
用面積のある住宅に用途転用する場合に、改造に要
する工事費の一部を助成します（条件等があります
のでご相談ください）。

家賃・その他各種助成
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マンション安全・安心整備助成
�（公財）まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　マンション管理組合が、共用階段に手すりを設置、
またはエレベーターに地震時管制運転装置・戸開走
行保護装置・その他自動着床装置の設置を含むエレ
ベーターのリニューアル工事を行う場合に、その費
用の一部を助成します。

耐震促進助成制度
� 建築指導課構造審査係　☎5211-4310
①特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震促進
　特定緊急輸送道路に接する建築物の所有者を対象
に、補強設計及び耐震改修等に要する費用の一部を
助成します。

②建築物の耐震促進
　事務所や店舗等の所有者・中小企業等を対象に、
耐震診断等に要する費用の一部を助成します。

③住宅付建築物の耐震促進
　事務所や店舗等の一部に住宅がある建物の所有
者を対象に、住宅部分の耐震改修等に要する費用
の一部を助成します。

④マンション等の耐震促進
　分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの
所有者を対象に、耐震診断・補強設計・耐震改修
等に要する費用の一部及びアドバイザー派遣に要
する費用を助成します。

⑤木造住宅の耐震促進
　木造住宅に居住する高齢者のみの世帯や要介護
認定者を含む世帯等を対象に、耐震診断及び耐震
改修等に要した費用の一部を助成します（平成32
年度までは、世帯の要件はなく、すべての木造住
宅が対象となります）。

建替え事業等に対する助成
� 住宅課住環境整備係　☎5211-4312
　マンション建替えや共同化による住宅整備事業を
計画する場合、一定の要件が満たされれば、国・都・
区から、工事費の一部の補助を受けられる制度があ
ります。事前にご相談ください。

ヒートアイランド対策助成
� 環境政策課エネルギー対策係　☎5211-4256
　ヒートアイランド現象を緩和する身近な対策とし
て、区内に建築物を所有または管理している方が、
屋上・壁面・地上部の緑化、屋上への高反射率塗料
の塗布、窓ガラスへの日射調整フィルムの貼付など
を行う際の費用の一部を助成します。

省エネルギー改修等助成
� 環境政策課エネルギー対策係　☎5211-4256
　地球温暖化対策を推進するため、区内の既存建物
の省エネルギー改修を進める方に対し、機器の改修
費用の一部を助成します。

マンションのコミュニティ活性化事業助成
�（公財）まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　マンションの維持管理や防災対策、管理組合活動
などを円滑に進めるため、その前提となるコミュニ
ティ形成に関する活動を支援します。

マンション劣化診断調査費助成
�（公財）まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　将来予定される大規模修繕に計画的に取り組む目
的で、建物及び設備について調査を実施する場合に、
当該調査費（調査費及び長期修繕計画の作成・見直
しを含む）に要する費用の一部を助成します。

分譲マンション共用部修繕工事債務保証料助成
�（公財）まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　管理組合が共用部修繕工事を実施する際に、住宅
金融支援機構の融資を利用し、マンション管理セン
ターに債務保証の委託をした場合に、その債務保証
料の一部を助成します。

マンション再生方針検討助成
�（公財）まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　マンションの再生を検討する際、調査や合意形成
などに必要となる経費の一部を助成します。

マンション再生計画検討助成
� (公財)まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　管理組合がマンションの再生方針を踏まえ、具体
的な再生計画を検討する場合に必要となる経費の一
部を助成します。
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土地の価格を調べるとき
a．地価公示価格および東京都基準地価格
� 景観・都市計画課調整担当
� 　☎5211-3610
b．固定資産税評価額
� 千代田都税事務所　☎3252-7141
c．路線価格
� 麹町税務署　☎3221-6011
� 神田税務署　☎3294-4811

土地を売買するとき
� 景観・都市計画課調整担当
� 　☎5211-3610
　都市計画道路など都市施設の予定区域を含む200
㎡以上の土地または規模の大きな5,000㎡以上の土
地を売買するときには、公有地の拡大の推進に関す
る法律（公拡法）による事前の届け出が売主に義務付
けられています。
　また、2,000㎡以上の土地取引については、国土
利用計画法（国土法）による事後の届け出が買主に義
務付けられています。

不動産登記の閲覧、謄本の請求
� 東京法務局　☎5213-1234
� 九段南1-1-15九段第2合同庁舎

賃貸・不動産取引に関する相談
� （都）都市整備局住宅政策推進部不動産業課
� 賃貸ホットライン　☎5320-4958
� 不動産取引に関する相談　☎5320-5071
� 不動産業者について調べるとき　☎5320-5072

不動産取引で弁護士による対応が必要な相談
� （都）不動産取引特別相談室（要予約）
� 　☎5320-5015
� 都庁第2本庁舎3階北側
　相談希望日の7日前から電話予約を受け付けます
（閉庁日は繰り下げ）。
　　受付時間　開庁日の午前9時～午後4時
　　（弁護士面談　開庁日の午後1時～ 4時）

土地・家屋の売買

住宅資金の融資等
マイホームの新築・購入・リフォーム等資金の融資

住宅金融支援機構の融資
� 住宅金融支援機構お客様コールセンター
� 　☎0120-0860-35
　マイホームを新築・購入するときに利用できる、
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供
している長期固定金利住宅ローン【フラット35】や、
耐震改修工事を行う方向けのリフォーム融資等のメ
ニューがあります。

賃貸住宅建設時の融資
住宅金融支援機構本店地域業務第一部まちづくり推
進グループ　� ☎5800-8468
　共同建替え事業、地区計画等適合建替え事業や省
エネ基準を満たす賃貸住宅、サービス付き高齢者向
け賃貸住宅を建設する方に、長期・固定金利の資金
を融資します。

高齢者向け返済特例制度
①住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度
� 住宅金融支援機構お客様コールセンター
� ☎0120-0860-35
� （一財）高齢者住宅財団　☎6870-2410
　満60歳以上の高齢者の方が、マンション建替え
事業等の住宅を建設・購入する場合や自ら居住する
住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施す
リフォームを行う場合、返済に関する特例制度が利
用できます。
②千代田区高齢者向け返済特例制度助成
� 住宅課住宅管理係　☎5211-3607
　住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例制度」を
利用した融資を申込んだ高齢者の方に、（一財）高齢
者住宅財団で行った簡易不動産鑑定費用と融資に伴
う債務保証料の一部を助成します。
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土地に定められている都市計画
� 景観・都市計画課都市計画係　☎5211-3610
　土地には将来の道路整備や地区計画などの都市計
画が定められている場合があります。土地の購入や
建物を建築される際は、事前にご確認ください。

景観まちづくりに係る行為の届出等について
� 景観・都市計画課景観指導係　☎5211-3639
　建築物の新築、工作物の新設、屋外広告物の表示等、
景観まちづくりに影響を及ぼす行為を行う場合、景観
まちづくりに係る行為の届け出をお願いしています。

建設業者について調べるとき
� （都）都市整備局市街地建築部建設業課　
� ☎5388-3351

住環境整備・ワンルームマンション指導
� 住宅課住環境整備係　☎5211-4312
　大規模な開発事業計画及びワンルームマンション
建設時には、事前協議制度があります。

建築に伴う日照等の諸問題
� 環境まちづくり総務課建築紛争調整担当
� 　☎5211-3608
　近隣の建築計画により日照・プライバシー・風害・
工事被害等の影響を受ける方を対象として、相談を
受け付けています。

建築確認申請（新築・増築・改築などするとき）
� 建築指導課建築審査係　☎5211-4308
　すまいの新築・増築・改築などをするときには、
敷地・用途・構造・建ぺい率・容積率・高さなどに
制限があります。工事を始める前に必ず建築確認申
請を行い、建築確認を受けてください。

土木・建築工事の際は遺跡などの確認を
� 日比谷図書文化館文化財事務室　☎3502-3348
　土木・建築工事を計画する場合、該当地が区内の

遺跡など（埋蔵文化財包蔵地）にかかるかどうか、で
きるだけ早い時期に確認してください。遺跡の有無・
概要・範囲やその保護措置等についてお答えします。

新しい建物には住居表示を
� コミュニティ総務課コミュニティ係
� 　☎5211-4180
　住居表示実施地区で建物の新築、改築、出入口の
変更の際は、届け出が必要です。

マンションの維持・管理相談支援
�（公財）まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　管理・修繕・建替え・管理組合運営などマンシ�
ョンのライフステージに応じた支援を行っていま
す。またマンション管理士による無料窓口相談を
行っています。

まちづくりアドバイザーの派遣（建替え等）
�（公財）まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　共同建築、再開発、マンションの建替えや大規模
修繕、マンションの管理等既存建築物の保全や活用
等の活動に対して専門家を派遣します。

再開発・共同建築等推進組織に対する助成
�（公財）まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　再開発、共同建替え等により、良好な住宅供給の
拡大と商業業務施設の調和のとれた街づくりを目指
す組織に対し、助成金を交付します。

マンション管理組合顧問派遣
� (公財)まちみらい千代田住宅まちづくりグループ
� 　☎3233-3223
　千代田区内に所在する高経年の分譲マンションの
再生(修繕・耐震等改修・建替え)にあたり、管理組
合が実質的に機能していないマンションに対して、
専門家を管理組合の顧問として派遣し、適正な管理
に向けて支援します。

建設・維持管理
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※顧問派遣はまちみらい千代田でヒアリング等を行
い、必要と認めた場合に実施します。
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