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資　料　編

（１）雨漏りに関するアンケート調査票の例

１　自己診断のためのアンケート調査票の例

○○マンション
居住者各位

平成○年○○月○○日
○○マンション管理組合
理事長　○○　○○

雨漏りに関するアンケート調査
　○月○日、当マンションの外壁に面する内壁の一部で、雨漏りと思われる
シミが発見されました。建物竣工後○○年以上を経過していることから、外
壁の劣化が進み雨漏りが発生したものと考えられます。所有者・居住者の大
切な住まいであり資産である当マンションを末永く維持・保全するために、
早急に現状を把握し、適切な対応が必要と考えられます。このため、当マン
ション全体での雨漏りの実態を把握することを目的に、全室を対象に、この
「雨漏りに関するアンケート調査」を実施することといたしました。
　つきましては、次の質問にお答えいただき、○○月○○日までに、管理事
務室までご提出くださいますよう、お願い申し上げます。

○○号室　氏名

問１　現在、お宅では雨漏り（雨漏りと思われる天井や壁のしみも含みます。）が発生して
　　いますか。　　　
　　１　はい　　　２　いいえ
問２　問１で「１はい」と回答された方に伺います。雨漏りしている箇所はどこですか。
　　具体的に記入してください。

問３　過去に雨漏りしたことがありますか。
　　１　はい　　　２　いいえ
問４　ベランダの外壁、床、天井の部分について、以下のような状態が見られますか。もし
　　見られるのであれば、該当するものに○を付けてください。
　　１　変色している　　２　ひび割れがある　　３　表面がはがれたり、欠け落ちている
　　４　表面がふくれたり浮いたりしている部分がある

以上、ご協力ありがとうございました。
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○○マンション
居住者各位

平成○年○○月○○日
○○マンション管理組合
理事長　○○　○○

　○月○日、当マンションの一部で、水道の水が濁っていることがあるとの
指摘がありました。建物竣工後○○年以上を経過していることから、給水管
のさびが進み、さびが水道水に混入したものと考えられます。所有者・居住
者の大切な住まいであり資産である当マンションを末永く維持・保全するた
めに、早急に現状を把握し、適切な対応が必要と考えられます。このため、
当マンション全体での水道水の実態を把握することを目的に、全室を対象
に、この「水道に関するアンケート調査」を実施することといたしました。
つきましては、次の質問にお答えいただき、○○月○○日までに、管理事務
室までご提出くださいますよう、お願い申し上げます。

○○号室　氏名

問１　お宅では、朝、最初に出した水道水に色が付いていることがありますか。　　　
　　　１　はい　　　　　２　いいえ

問２　問１で「１はい」と回答された方に伺います。どのくらいの時間、水に色がつきますか。
　　　１　20秒位　
　　　２　30秒位　　
　　　３　1分位　　
　　　４　2～3分位　　
　　　５　4分以上

問３　問１で「１はい」と回答された方に伺います。昨年と比べて、状況は悪化していますか。
　　　１　はい　　　　　２　いいえ

問４　うがい、歯磨きの時の水の味はいかがですか。該当するものに○を付けてください。
　　　１　にがい、変な味がする
　　　２　変な臭いがする
　　　３　何の問題もない

問5　洗面器などに水をためるとさび（赤水）が混入することがありますか。
　　　１　はい　　　　　２　いいえ

以上、ご協力ありがとうございました。

（２）水質に関するアンケート調査票の例
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（１）住宅金融公庫の「マンションの共用部分
　　　　　　　　　リフォームローン」（無担保コース）
修繕工事を行う管理組合に対し、工事費用の一部を融資する住宅金融公庫の

制度です。法人格のない管理組合でも利用でき、劣化診断や耐震改修工事の費

用についても融資の対象となります。

融資に当たっては、管理組合が以下の条件を満たしていることが必要です。

６　修繕工事に関する公的融資制度

次の要件にあてはまる管理組合（法人格のない管理組合も申込みできます。）
1)管理規約・集会の決議
　次の事項が管理規約か集会の決議で定められていること。
　注）条件を満たしていない事項については集会（総会）を開いて議決してください。
　・管理組合が住宅金融公庫から資金を借り入れること。
　　（借入金額、借入期間、借入予定利率）
　・修繕積立金を返済金に充当できること及び、今回の借入の返済には修繕積立金を充当す
　　　ること。
　・手持金に充てるために臨時徴収金（一時金）を徴収するときは、その旨と徴収額
　・修繕積立金を増額する場合には、その旨と増額後の額
　・返済金に充当するために一定額を徴収する場合は、その旨と徴収額
　・管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する定め
　・（財）マンション管理センターに保証委託すること。
　また、次の事項が定められていないことが必要です。
　・管理費または組合費をもって充当すべき経費に修繕積立金を充当できること。
2)修繕積立金
　修繕積立金の状況が次のとおりであること。
　・１年以上定期的に積み立てられており、管理費や組合費と区分して経理されているこ
　　　と。（法人格のない管理組合が（財）マンション管理センターへ保証委託する場合で１
　　　戸当たり平均融資額が50万円を超える場合は２年以上）
　・適正に保管されており、滞納割合が５％以内であること。（法人格のない管理組合が
　　（財）マンション管理センターへ保証委託する場合で１戸当たり平均融資額が5 0万円を超
　　　える場合は３％以内）

3)返済額
　　毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金の額（返済金に充当するための一定額を徴収す
　　る場合には、その徴収額を加えた額）の80％以内であること。

4)代表理事・管理者
　　管理組合法人の代表理事または管理組合の管理者が、原則として、リフォームするマン
　　ションにお住まいになっている区分所有者のなかから選任されていること。

詳しくは、以下にお問い合わせください。

　住宅金融公庫　東京支店　まちづくり融資課

　〒112-8671　東京都文京区関口１丁目23番6号　プラザ江戸川橋ビル内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡03-5261-5986

（問い合わせ先の担当課及び電話番号は、平成15年４月１日現在）
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（２）東京都マンション改良工事助成制度
前ページで紹介した住宅金融公庫の「マンションの共用部分リフォームロー

ン」を利用する管理組合に対し、住宅金融公庫の融資金を対象に利子補給を行

う東京都の制度です。

申し込み資格と対象となる分譲マンション等は以下のとおりです。

１）申込み資格
　・都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
　・住宅金融公庫の「マンションの共用部分リフォームローン」による融資を受けること。
　・財団法人マンション管理センターの債務保証を受けること。
２）利子補給
　・利子補給の対象額は、管理組合が住宅金融公庫から融資を受けている額（戸当り1 5 0 万
　　　円）を限度とする。
　・利子補給額は、住宅金融公庫の金利が１％の低利になるよう都が利子補給する。
３）利子補給期間
　・利子補給期間は、マンション管理組合が、住宅金融公庫の融資を受ける期間とする。た
　　　だし、７年を限度とする。（住宅金融公庫の融資金の残額の全額を繰上償還した場合
　　　は、利子補給期間は全額の繰上償還を実行した日までとする。）

　

詳しくは、以下にお問い合わせください。

　東京都　住宅局　民間住宅部　優良住宅課

　〒163-8001　東京都新宿区西新宿２丁目８番１号　℡03-5320-4952
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自治体名 問い合わせ先制度名

中央区 分譲マンション修繕工事助成 都市整備部住宅課計画指導係 03-3546-5466

港区 住宅修築資金融資あっせん（個人融資） （財）港区住宅公社 03-3593-5683

文京区 住宅修築資金融資あっせん（個人融資） 都市計画部住宅課 03-5803-1238

台東区 住宅修繕資金融資あっせん（個人融資） 都市づくり部住宅課 03-5246-1367

墨田区 住宅修築資金融資制度 都市計画部住宅課 03-5608-6215

江東区  都市整備部住宅課住宅推進係 03-3647-9473

品川区 住宅修築資金融資あっ旋（個人融資） まちづくり事業部住宅課 03-5742-6776

目黒区  都市整備部住宅課 03-5722-9878

大田区 住宅修築資金融資あっせん（個人融資） まちづくり推進部住宅課 03-5744-1343

世田谷区 住宅修築資金融資あっせん（個人融資）

杉並区 住宅修築資金融資あっせん（個人融資） 都市整備部住宅課 03-3312-2111 内3532

北区 住宅修築資金融資あっせん（個人融資） 都市整備部住宅課 03-3908-9205

荒川区 住宅増・修築資金融資あっ旋（個人融資） 都市整備部住環境整備課 03-3802-3111 内2824

練馬区 住宅修築資金融資あっせん（個人融資） 都市整備部住宅課 03-3993-1111 内8651

足立区 住宅改良助成事業 都市環境部住宅課 03-3880-5938

葛飾区  都市計画部住宅課 03-3695-1111 内3445

江戸川区 住宅改善資金融資あっせん（個人融資） 都市開発部住宅課相談係 03-5662-0517

狛江市 住宅資金融資あっせん（個人融資） 市民部産業生活課生活住宅係 03-3430-1111 内2224

東村山市 住宅修改築費補助制度（個人融資） 市民部産業振興課 042-393-5111

渋谷区 住宅修築資金融資あっせん（個人融資） 都市整備部住宅課住宅相談係 03-3463-1211 内2952

住宅修築資金融資あっせん（団体融資）
住宅修築資金融資あっせん（個人融資）

マンション共用部分リフォーム支援・
　　　　　　　　　　　　利子補給制度

住宅修築資金融資あっせん制度
　　　　　　　　　　　　　（個人融資）

世田谷総合支所街づくり課 03-5432-1111 内2870～2
北沢総合支所街づくり課 03-5478-8031
玉川総合支所街づくり課 03-3702-1131（代表）
砧総合支所街づくり課 03-3482-2594
烏山総合支所街づくり課 03-3326-9618

（３）区市における助成制度等一覧
（詳しい内容については、それぞれの問い合わせ先でご確認ください。）

■　共用部分の修繕・改良工事に対する区市の助成制度

（平成15年4月1日現在）
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自治体名 問い合わせ先制度名

中央区 分譲マンション計画修繕調査費助成 都市整備部住宅課計画指導係 03-3546-5466

千代田区 マンション計画修繕調査費助成 （財）千代田区街づくり推進公社整備促進部
　　　　　　　　  マンション支援課　03-3262-0211

江東区 マンション計画修繕調査支援制度 都市整備部住宅課住宅推進係 03-3647-9473

墨田区 分譲マンション計画修繕調査支援制度 都市計画部住宅課 03-5608-6215

自治体名 問い合わせ先制度名
千代田区 建築物耐震診断助成制度 まちづくり推進部地域整備課 03-3264-2111 内88222

中央区 中央区建築物耐震診断助成制度 都市整備部建築課構造係 03-3546-5460

港区 港区建築物耐震診断助成 街づくり推進部建築課 03-3578-2111 内2281

文京区 東京都文京区耐震診断助成制度 都市計画部建築課構造担当 03-5803-1264

台東区  都市づくり部建築課 03-5246-1335

墨田区 墨田区民間建築物耐震診断助成 

目黒区 目黒区建築物耐震診断費用助成 都市整備部建築課 03-5722-9642

世田谷区 建築物耐震診断助成

足立区  都市整備部住宅課 03-3993-1111 内5721

葛飾区 葛飾区民間建築物耐震診断助成 都市計画部建築課構造係 03-3880-5938

武蔵野市 武蔵野市民間住宅耐震診断助成 都市開発部住宅対策室 0422-60-1905

八王子市 八王子市木造住宅耐震診断補助 都市整備部建築指導課 0426-20-7264

三鷹市 三鷹市木造住宅耐震診断助成制度 都市整備部まちづくり建築課 0422-45-1151 内2867

昭島市 昭島市木造住宅耐震診断補助制度 都市計画部都市計画課 042-544-5111 内2264

町田市 町田市木造住宅耐震診断助成 建設部住宅課 042-724-1130

多摩市  くらしと文化部住宅課 042-338-6817

板橋区 板橋区民間建築物の耐震診断経費助成 都市整備部建築指導課 03-3579-2579

練馬区 建築物の耐震診断経費の助成 総務部防災課 03-3993-1111 内5721

豊島区 豊島区木造建築物耐震診断補助 都市整備部建築指導課 03-3981-1111 内3112

北区 北区民間建築物耐震診断補助制度 都市整備部建築課構造係 03-3908-9176

渋谷区 渋谷区建築物耐震診断助成事業 都市整備部建築課構造係 03-3463-1211 内2660～1

台東区建築物耐震診断
　及び高齢者等の住宅補強工事助成

都市計画部建築指導課構造担当
 03-5608-1111 内3955～7

世田谷総合支所街づくり課 03-5432-1111 内2870～2
北沢総合支所街づくり課 03-5478-8031
玉川総合支所街づくり課 03-3702-1131（代表）
砧総合支所街づくり課 03-3482-2594
烏山総合支所街づくり課 03-3326-9618

多摩市木造住宅耐震診断助成制度
多摩市非木造住宅耐震診断助成金交付制度

足立区住宅改良助成事業
　　　　　（同時に改修する場合のみ）

■　共用部分の修繕調査に対する区市の助成制度

■　耐震診断に対する区市の助成制度
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自治体名 問い合わせ先制度名
文京区 文京区住宅修築資金融資あっせん制度 都市計画部住宅課 03-5803-1238

墨田区 住宅修築資金融資制度 都市計画部住宅課 03-5608-6215

目黒区 目黒区建築防災資金利子補給 都市整備部建築課 03-5722-9642

世田谷区 世田谷区住宅修築資金融資あっせん制度

武蔵野市 武蔵野市民間住宅耐震改修助成 都市開発部住宅対策室 0422-60-1905

三鷹市 三鷹市木造住宅耐震改修助成制度 都市整備部まちづくり建築課 0422-45-1151 内2867

町田市 町田市木造住宅耐震改修助成 建設部住宅課 042-724-1130

江戸川区 住宅改善資金融資あっせん 都市開発部住宅課相談係 03-5662-0517

杉並区 住宅修築資金融資あっせん制度 都市整備部住宅課 03-3312-2111 内3532

葛飾区 葛飾区住宅修築資金融資あっせん制度 都市計画部住宅課 03-3695-1111 内3445

渋谷区  都市整備部住宅課 03-3463-1211 内2952

世田谷総合支所街づくり課 03-5432-1111 内2870～2
北沢総合支所街づくり課 03-5478-8031
玉川総合支所街づくり課 03-3702-1131（代表）
砧総合支所街づくり課 03-3482-2594
烏山総合支所街づくり課 03-3326-9618

渋谷区共同住宅耐震補強工事資金の融資に
係る利子補給制度

■　耐震改修に対する区市の助成制度
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名　称 概　　要連絡先

（財）マンション管理センター

総務・書籍購入
03-3222-1516
組合運営の相談

03-3222-1517
修繕工事の相談

03-3222-1519
公庫融資の債務保証

03-3222-1518
http://www.mankan.or.jp/

　管理組合や管理関係者の良きパートナーとしてマ
ンション管理についての適切な指導、相談、情報提
供等のほか、総合的な調査研究、関連事業の推進を
行なうことを目的に設立された財団法人で、管理組
合の運営、管理規約の内容に関すること、修繕計画、
修繕工事に関すること、修繕積立金の運用、債務保
証に関することなどを受付けています。

名　称 概　　要連絡先

（社）不動産協会 03-3581-9421
http://www.fdk.or.jp/

　住宅供給及び都市整備等不動産に係る事業並びに
不動産業の健全な発展を図り、もって国民経済と国
民生活の向上に寄与することを目的としている社団
法人で、管理組合の運営・規約、マンション購入、
売買契約、大規模修繕、アフターサービス等や会員
会社とのトラブルに関することを受付けています。

名　称 概　　要連絡先

（社）高層住宅管理業協会 
03-3500-2721

http://
www.kanrikyo.or.jp/

　マンション管理業者の業務の改善向上を図ること
を目的とし、マンション管理業者を会員とする社団
法人で、分譲マンションの規約・運営、トラブル、
修繕、管理委託契約等に関すること、管理組合等か
らの会員の営む業務に関する苦情を受付けています。

７　長期修繕計画、修繕積立金及び修繕工事に関
　　する問い合わせ先等一覧

（１）専門相談機関

■　国土交通省所管の財団法人

■　分譲会社の団体（社団法人）

■　管理会社の団体（社団法人）

（問い合わせ先の担当課及び電話番号は、平成15年４月１日現在）
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（２）各自治体の問い合わせ先

自治体名 電話番号（内線）担当課
千代田区 （財）千代田区街づくり推進公社 整備促進部 マンション支援課 03-3262-0211 (内346～7)

中央区 都市整備部　住宅課　計画指導係  03-3546-5466

港区 （財）港区住宅公社　相談支援担当課  03-3593-5688

新宿区 都市計画部　住宅対策室　住宅課　計画係 03-5273-3567

文京区 都市計画部　住宅課  03-3812-7111 (内2921)

台東区 都市づくり部　住宅課  03-5246-1367

墨田区 都市計画部　住宅課  03-5608-6215

江東区 都市整備部　住宅課　住宅推進係  03-3647-9473

品川区 まちづくり事業部　住宅課　住宅計画担当 03-5742-6777

目黒区 都市整備部　住宅課　居住支援係  03-3715-1111(内2982) 

大田区 まちづくり推進部　住宅課　住宅担当  03-5744-1343

世田谷区   03-3411-6634

渋谷区 都市整備部　住宅課　住宅相談係  03-3463-1211  (内2952)

中野区 都市計画部　住宅課　相談担当  03-3228-5564

杉並区 都市整備部　住宅課　住宅施策推進係  03-3312-2111 (内3532)

豊島区 （財）豊島区街づくり公社　事業推進課　まちづくり係 03-5992-3329

北区 都市整備部　住宅課　住宅計画係  03-3908-9201

荒川区 都市整備部　住環境整備課　まちづくり・建築紛争相談担当 03-3802-3111 (内2826)

板橋区 区民文化部　住宅課　住宅相談係  03-3579-2186

練馬区 都市整備部　住宅課　管理係  03-3993-1111  (内8641)

足立区 都市整備部　住宅課　計画推進担当  03-3880-5249  

葛飾区 都市計画部　住宅課　住宅計画係  03-5654-8352

江戸川区 都市開発部　住宅課　計画係  03-5662-6387

（財）世田谷区都市整備公社　まちづくりセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　まちづくり相談・居住支援担当
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自治体名 電話番号（内線）担当課
八王子市 都市整備部　管理課  0426-20-7260

立川市 都市建設部　都市管理課　住宅係  042-528-4360

武蔵野市 都市整備部　住宅対策課  0422-60-1905

三鷹市 都市整備部　まちづくり建築課　住宅対策係 0422-45-1151(内2867)

青梅市 建設部　管理課　住宅係  0428-22-1111  (内289)

府中市 生活文化部　住宅勤労課　住宅係  042-364-4111(内2428)

昭島市 都市計画部　都市計画課　住宅係  042-544-5111(内2265)

調布市 都市整備部　開発調整課　住宅係  0424-81-7141

町田市 建設部　住宅課  042-724-1130

小金井市 都市建設部　開発課　開発指導係  042-387-9861

小平市 都市整備部　総合計画課　計画係  042-346-9554

日野市 まちづくり推進部　都市計画課　まちづくり係 042-585-1111(内304)

東村山市 都市整備部　都市開発課　開発指導係  042-393-5111(内2714)

国分寺市 都市建設部　都市計画課都市  042-325-0111(内512)

国立市 建設部　まちづくり推進課　まちづくり推進担当 042-576-2111(内382)

西東京市 都市整備部　都市計画課　住宅係  0424-64-1311(内2422)

福生市 都市整備部　都市計画課　都市計画担当 042-539-0673  

狛江市 市民部　産業生活課　生活住宅係  03-3430-1111(内2226)

東大和市 都市建設部　地域整備課　地域整備係  042-563-2111  (内1261)

清瀬市 建設部　建設課　住宅係  0424-92-5111  (内374)

東久留米市 都市建設部　地域政策課　住宅施策係  0424-70-7764

武蔵村山市 企画財政部　企画調整課  042-565-1111  (内374)

多摩市 くらしと文化部　住宅課　住宅対策担当 042-338-6817

稲城市 都市建設部　まちづくり推進室　開発調整グループ 042-378-2111  (内324)

羽村市 建設部　管理課　管理係  042-555-1111  (内260)

あきる野市 都市整備部　都市計画課　計画係  042-558-2026



87

（　　　　　　　　　）
電話番号問い合わせ先

（財）マンション管理センター 03-3222-1519

（社）高層住宅管理業協会　マンション保全診断センター 03-3500-2721

マンション診断等を行う建築事務所グループの
紹介を行っています。

電話番号問い合わせ先
東京都　都市計画局　市街地建築部　建築企画課　建築防災係 03-5388-3344

東京都　多摩建築指導事務所　指導第一課 042-523-3171

東京都　多摩建築指導事務所　指導第二課 0424-64-1515

東京都　多摩建築指導事務所　指導第三課 0428-22-1151

 　・・・・
各区役所、調布市役所、八王子市役所、立川市役所、三鷹市役所、町田市
役所、武蔵野市役所、府中市役所、日野市役所の各建築相談窓口にお問い
合わせください。 

電話番号 問い合わせ先 

（財）東京都防災・建築まちづくりセンター　建築防災事業部  03-5466-2001

電話番号 問い合わせ先 

東京都昇降機安全協議会  03-3406-5471

電話番号 問い合わせ先 

（財）日本建築設備・昇降機センター  03-3591-2421

（３）その他の特別な内容についての問い合わせ先

■　劣化診断について

■　耐震診断について

■　特殊建築物の定期調査について

■　昇降機の定期検査について

■　建築設備（換気・排煙・非常用照明・給排水）の定期検査について
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電話番号 問い合わせ先 

 ・・・・ 

各市町村の水道担当部にお問い合わせください。 ・・・・ 

最寄りの水道局の営業所（検針票記載の営業所）にお問い合わせ 
ください。 

多摩 

区部 

電話番号 問い合わせ先 

最寄りの保健所（公的水質検査機関や「建築物における衛生的環境の確保 
に関する法律」に基づく水質検査機関等があります。）にお問い合わせく 
ださい。 
　 ・・・・ 

電話番号 問い合わせ先 

（社）全国建築物飲料水管理協会東京都支部 03-3359-2741

電話番号 問い合わせ先 

日本給水用防錆剤協会 03-3255-5979

電話番号 問い合わせ先 

総合設備メンテナンスセンター 03-3585-0195

全国管洗浄更生協会（主に排水） 03-3276-0681

電話番号 問い合わせ先 

 ・・・・ 

各市町村の水道担当部にお問い合わせください。 ・・・・ 

最寄りの水道局の営業所（検針票記載の営業所）にお問い合わせ 
ください。 

多摩 

区部 

■　飲み水の水質検査について
直結式給水方式で飲み水に異常がある場合

貯水槽式給水方式や井戸水などの施設で水質検査を実施したい場合

■　貯水槽の清掃について

■　給水管の防錆について

■　給・排水管の洗浄について

■　給水管等の補修・工事について
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電話番号 問い合わせ先 
最寄りの都市ガス・プロパンガス会社（ガス検針票記載の場所）にお問い 
合わせください。  　・・・・ 

電話番号問い合わせ先
リフォネット相談センター 03-3556-5144

■　排水管等の補修・工事について

電話番号 問い合わせ先 
最寄りの東京電力（株）の各支社（電気利用明細書記載の支社・営業所） 
にお問い合わせください。   　・・・・ 

電話番号 問い合わせ先 

 　 最寄りの下水道局の管理事務所にお問い合わせください。 　・・・・ 

各市町村の下水道担当部にお問い合わせください。 　・・・・ 

 

多摩 

区部 

■　ガス設備の点検等について

■　リフォームについて

■　電気設備の点検等について


