
横浜市神奈川区栄町8-1
電話：045-451-7740

事業名 支援概要 問い合わせ先

市民が行う地域の課題解決や魅力向上のための施設整備費を助成する
など、市民が主体となったまちづくりを支援

・助成対象は、二段階の公開コンテストで選考
・整備場所、整備分野、整備内容は限定しない
・１次コンテスト通過：活動費（上限30万円）を助成
・２次コンテスト通過：整備費（50～500万円）を助成

都市整備局
地域まちづくり課
671-2679

介護予防や、健康の維持増進、閉じこもりを防止することを目的に
高齢者が集うサロン等の拠点を整備する際の整備費等に対する補助
（補助額ほか詳細は、担当課に御確認ください）

健康福祉局
地域包括ケア推進課
671-3464

地域が主体となり、住宅地や商店街等様々な街で、地域にふさわしい緑を
創出する計画をつくり、緑化を進める活動に助成

①民有地の緑化に関する設計等経費助成率100%、整備費助成90%
②景観木の保全費助成率100%（上限あり）
③地域の緑化活動費助成率100%（上限100万円/年）

※ ①～③を合わせて３年間で1500万円が上限（最低額の設定はありません）
応募方法等は、お問い合わせください。

環境創造局
みどりアップ推進課

671-3447

発行：横浜市建築局住宅再生課（電話：045-671-2954） 発行日：令和４年６月

マンション・団地の支援制度に関する相談窓口 案内図

その他支援制度

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/manshon/m-tebiki.html

横浜市では、「マンション管理・再生の手引き」を発行しています。「お悩み別メニュー表」
により必要な章からお読みいただける構成となっています。マンションの維持管理や再生
の際の参考にしてください。本書は、市役所市庁舎３階で配布しているほか、以下ホーム
ページからもダウンロードできます。
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※ 各支援制度の内容は、令和４年６月時点のものです。
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横浜市では、マンション・団地の相談内容や段階に応じて

さまざまな支援制度を設けています。

ぜひお気軽にご相談ください。

地域の

活動拠点を

つくりたい

管理組合の

日々の運営
に困っている

団地の将来
を

みんなで検討したい

横浜市建築局

横浜市都筑区中川1-4-1
電話：045-912-7482

横浜市中区本町６丁目50番の10
電話：裏面の問合せ先のとおり

ヨコハマ
ポートサイドビル

ハウスクエア横浜



バリアフリー工事を実施したい

・バリアフリー工事をする予定だが

工事費の補助はあるのだろうか

団地の将来に不安を持っている

・このまま修繕を続けるだけでよいのか

・高齢居住者の支援体制を考えたい

・既存の空室･外部環境をうまく活用したい

いろいろなことに悩んでいて

何から始めればよいのかわからない

建替え･大規模改修の検討をしたい

・建替え検討を進めたい

・建替えと大規模改修の比較をしたい

バリアフリー工事を実施する

検討にかかる費用に助成があるか知りたい

耐震診断の補助を受けたい

耐震化をどのように進めればよいか
などについて相談したい

耐震改修設計・工事の補助を受けたい

窓口にて、マンション全般に関する相
談に応じます

･相談無料（予約制）
･原則、毎週土曜日13～17時

マンション情報を登録いただくことで、
管理組合に役立つ情報提供を行います

･登録無料

マンション専門家（建築士・マンショ
ン管理士・弁護士等）を派遣し、相談
に応じます

･初回のみ無料
･2回目以降12,57２円/回
･年度当たり最大６回を限度
（回数制限あり）

各区でマンション管理の専門家と管理
組合同士の交流会を開催しています

･原則毎月第一日曜9時30分～
･各区で同時開催
･参加費無料

耐震診断費用を補助します
･耐震診断：2/3補助
※ 補助限度額あり
※ その他要件あり。要問合せ

専門の相談員を派遣し、診断の方
法・概算費用、一般的な耐震改修
方法等の相談に応じます

･無料（回数制限あり）
※ その他要件あり。要問
合せ

耐震改修設計・耐震改修工事費用
を補助します

･設計費・工事監理費の2/3､
工事費の1/3補助

※ 補助限度額あり
※ その他要件あり。要問合せ

建替え・大規模改修、住環境の整備
などにかかる検討費用の一部を補助
します （省エネルギー化の検討を併
せて行う場合、追加の補助あり）

･費用の1/2補助､上限30万円
（省エネ化検討する場合、さ
らに費用の1/2､上限15万円）

･5年度を限度（5年目の補助
受領後､5年経過で再補助可）

再
生
の
方
針

改修・建替え

住環境整備

長期管理計画の策定

耐震

マンション登録制度 マンション再生支援事業

マンション管理組合サポートセンター事業

マンション管理相談

マンション・団地再生
コーディネート支援事業

マンション･バリアフリー化等支援事業

マンション耐震診断支援事業
マンション耐震訪問相談（耐震トータルサポート事業）

マンション耐震改修促進事業

マンション･アドバイザー派遣支援

再生準備段階 再生検討（調査・比較検討） 再生段階（設計・工事）

NPO法人横浜市住宅
リフォーム促進協議会
TEL 912-7474
10時～18時(水曜除く)

横浜ﾏﾝｼｮﾝ管理組合ﾈｯﾄﾜｰｸ
TEL 911-6541
10時～16時(水日祝除)

横浜市住宅供給公社
街づくり事業課
TEL 451-7740
9時～17時(土日祝除)

横浜市ﾏﾝｼｮﾝ管理組合
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事務局
TEL 663-5459
10時～17時(土日祝除)

横浜市住宅供給公社
街づくり事業課
TEL 451-7740
9時～17時(土日祝除)

横浜市建築局
住宅再生課
TEL 671-2954
８時45分～12時
13時～17時15分
(土日祝除) 

横浜市建築局
建築防災課(耐震担当)
TEL 671-2943
８時45分～12時
13時～17時15分
(土日祝除) 

◆支援事業のご案内 ＜検討段階別＞

◆支援事業のご案内 ＜相談内容別＞

マンション・団地の将来検討（建
物、住環境、コミュニティ形成
等）を支援するコーディネーター
を派遣します

･年度あたり5回、3年度
を限度
･支援に要する費用は無料
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管理組合の日々の運営に困っている

・役員のなり手がいない

・管理規約を見直したい

建物の維持管理について相談したい

・共用部の維持管理について相談したい

・大規模修繕の進め方について相談したい

・長期修繕計画を見直したい

気軽に相談したい

現地に来て欲しい、皆で話を聞きたい

他の管理組合と交流・意見交換をしたい

管理組合活動に役立つ情報が欲しい

建物の耐震性に

問題はないだろうか

耐
震
に
関
す
る
相
談

管理組合活動活性化支援

管理組合の組織化、総会の開催などの
組合運営について、マンション専門家
（建築士・マンション管理士・弁護士
等）を派遣し相談に応じます

･一定の管理組合活動ができて
いない団体に原則１～２年目
は年度当たり7回
･支援に関する費用は無料

横浜市住宅供給公社
街づくり事業課
TEL 451-7740
9時～17時(土日祝除)

管理組合活動がきちんとできていない

・理事会、総会が開催されていない

・これまで管理規約を見直したことがない

日
常
管
理･

運
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に
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基本的な管理組合の活動ができるように

支援して欲しい

マンション共用部分の手すり設置・
段差解消等のバリアフリー整備費用
の一部を補助します

･費用の1/3補助
･1管理組合当たり上限30万円
･手すり工事の場合１戸当た
り上限8,000円
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