
 

（１）「住まいの相談窓口」の開設について 

 

＜添付資料＞ 
  ●住まいの相談に関する関係課の対応についての取り扱い（案）資料 1－1 
     ・「住まい制度」ガイドブック掲載内容        別紙１ 
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     ・相談記録                                  別紙３ 
       
  ●関係課からの意見について                資料 1－2 
 

●住まいの相談に関する協定団体の対応についての取り扱い(案）資料 1－3 
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     ・情報共有シート                            別紙２ 
・協定団体別相談内容                       別紙３ 
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＜その他＞ 

・茅ヶ崎市「住まいの相談窓口」の説明資料   参考１ 
・住まいの相談窓口協定団体無料相談内容一覧  参考２ 
・茅ヶ崎市「住まいの相談窓口」開設のお知らせ 参考３ 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料１ 



住まいの相談に関する関係課の対応についての取り扱い 
 

①はじめに 

・住まいに関する悩みを持つ方に対し、相談内容を整理し、庁内の関係する課かい（以後「関 

係課」という。）または関係機関・団体につなぐ役割を担う制度として、平成 29年 1月よ 

り都市政策課窓口にて「住まいの相談窓口」を開設する予定です。  参考１説明資料参照 

・近年、少子・高齢化の進展やライフスタイルの多様化に伴い、住まいに関するニーズや悩み 

も多様化しており、それらに対応するため、少しでも相談者の抱えている多様な悩みの問題 

解決のサポートを行うことを目的としたものです。 

・従前より住まいに関する相談は、相談を受けた関係課により対応していただいているなかで 

新たに「住まいの相談窓口」を開設することとなりますが、相談のたらいまわしが１つ増え 

ることのないよう、関係課においては、本取り扱いを参照のうえ、基本的には従前どおりに 

相談を受けた課かいによる適切な関係課への誘導をお願いします。 

 

②基本方針 

・関係課が相談を受けた場合には、相談内容を聴いたうえで、「住まい制度」ガイドブック 

（住まいに関する市の支援制度や支援メニューを取りまとめた冊子）に記載されている関係課 

に誘導することとします。別紙１および別紙２【対応フロー(1)】参照 

・「どこに相談してよいのかわからない」案件は「住まいの相談窓口」（都市政策課）で受け、 

関係課窓口や協定団体へ誘導することとします。 別紙２【対応フロー(2)】参照  

 

③相談記録の作成別紙３相談記録様式参照 ＜都市政策課で相談案件・相談内容の集計を行う

ため＞ 

・「住まいの相談窓口」で相談を受けた場合：都市政策課が相談記録を作成（書ける範囲で）。 

関係課に誘導する際には、誘導先の関係課に持ち込み・メール送付等により引き継ぎます。 

誘導先の関係課は相談記録を追記し、相談終了後に都市政策課に送付します。（下図ア参照） 

○記録項目：相談日時、氏名、年齢、住所、連絡先（TEL・FAX・E-mail）、相談分類、具体

的な相談内容、対応状況（対応内容、案内した関係課）のうち必要な事項を記録 

・関係課で相談を受けた場合：関係課による相談記録の作成は不要です。（下図イ、ウ参照） 

                    

都市政策課が相談記録を作成  誘導    相談記録加筆 相談終了後都市政策課へ 

ア 相談者           （相談記録共）            相談記録を送付 

 

  相談記録作成不要                相談終了後都市政策課が 

イ 相談者             誘導               相談記録を作成 

              （相談先不明案件） 

  相談記録作成不要         相談記録作成不要  相談終了（複数課 

ウ 相談者             誘導            にまたがる場合も同様) 

住まいの相談窓口 関係課 

住まいの相談窓口 関係課 

関係課 関係課 

１ 

平成 29 年 1月 日 

資料１－１ 

 



④「住まいの相談窓口」の周知の方法 

・チラシによる周知を行います。（平成 29年 1月以降） 

○都市政策課窓口、市の総合案内、小出支所、公民館、コミュニティセンター、市民窓口セ 

ンター、高齢者・障害者関係施設、市民活動サポートセンター、その他関係課等にチラシ

を配布します。 

○茅ヶ崎市ＨＰにチラシを掲載します。（平成 29 年 1月以降） 

・都市政策課窓口に「住まいの相談窓口」の卓上サインを設置します。（平成 29年 1月以降） 

・１月 15 日号の広報ちがさきに周知記事を掲載します。 

 

⑤相談を受けた場所別の対応（来客・電話・ＦＡＸ・メール） 

・「住まいの相談窓口」（都市政策課窓口） 

 「住まい制度」ガイドブックに記載されている関係課に誘導します。あわせて③に記載のと 

おり相談記録を作成し、誘導先の関係課に持ち込み・メール送付等により引き継ぎます。 

誘導先の関係課は相談記録を追記し、相談終了後に都市政策課に送付してください。 

・関係課 

 「住まい制度」ガイドブックに記載されている関係課に誘導してください。 

なお、上記以外の案件の場合は「住まいの相談窓口」に誘導してください。 

・市の総合案内等 

 「住まい制度」ガイドブックに記載されている関係課に誘導してください。 

なお、上記以外の案件の場合は「住まいの相談窓口」に誘導してください。 

 

⑥相談内容が複数課にまたがる場合の対応＜関係課共通＞ 

・用件を聞き、複数課にまたがること、および、まず 1つ目の関係課へつなぐ旨を回答したう

えで、対応してください。（２つ目以降の関係課へつなぐ場合も同様とします。）なお個別

対応として相談者の負担を減らすため相談課に関係課職員を呼ばれてもかまいません。 

 

⑦庁内関係課と関係機関との連絡順位 

・庁内関係課が明確なもの（「住まい制度」ガイドブックに掲載の内容）については関係課へ

の誘導を優先します。 

 

⑧関係課につなぐ主な内容と対応方法 

・「住まい制度」ガイドブック、および P.3～P.5 の別紙１【「住まい制度」ガイドブック掲

載内容】、および P.6、P.7の別紙２【対応フロー(1)】【対応フロー(2)を参照して対応し

てください。 

 

２ 

 



◆「住まい制度」ガイドブック掲載内容

担当部 担当課
環境部 環境保全課 ・雑草繁茂等相談（環境面）
消防本部 予防課 ・火災相談（火災）
都市部 建築指導課 ・建築相談（倒壊の恐れ等）

【確認事項】
相談は全て予約制で市役所に来所
してもらう。
司法書士相談・消費生活相談は寒
川町役場でも相談可

市民安全部 市民相談課 ・市民相談課が対応できる専門家
　○弁護士
　○税理士
　○司法書士
　○公証人
　○行政書士
　○不動産鑑定士、宅地建物取引
士
　○建築紛争相談員
　○マンション管理士
　○消費生活相談員
　○ファイナンシャルプランナー

【確認事項】
・どういった協定先に相談したいの
かを確認する。
・相談内容に対して、市が協定先に
対応できるかを確認する。
【連絡事項】
・協定先につなぐ場合は団体から連
絡する旨伝える
・相談内容が複数の協定先で対応
可能な場合は第１に相談者の意向
を聞き、第２に順番につなぐこととす
る。

都市部 都市政策課 ・都市政策課が対応できる
協定団体
　○神奈川県弁護士会
　○神奈川県司法書士会湘南支部
　○（公社）神奈川宅地建物業協会
　　湘南支部
　○全日本不動産義協会
　　神奈川県本部湘南支部

■高齢者円滑入居支援事業
（Ｐ３）

・市内の賃貸住宅を探しているが、
年齢を理由に断られた。
・一人で不動産店に行きづらい。

【確認事項】
・60歳以上であるかどうかを確認す
る。
【連絡事項】
・「住まい探し相談会」は、基本的に
は奇数月の第４木曜日開催。予約

保健福祉部 高齢福祉介護課 ・住まい探し相談会
・住まい探しサポーター
※直接（公社）かながわ住まいまち
づくり協会を紹介することも可。

■生活自立相談
（Ｐ４）

・離職により収入が無く、家賃が払
えない。

― 保健福祉部 生活支援課 ―

■市営住宅に関する相談
（Ｐ５）

・収入が少なく、民間の賃貸住宅を
借りられない。
・市営住宅に入居したい。

【連絡事項】
・入居者には要件があることを伝え
る。

建設部 建築課 ―

■高齢者の施設・住まいの紹介
（Ｐ６）

・老人ホームを探している。
・ケアハウスを探している。
・グループホームを探している。

― 保健福祉部 高齢福祉介護課 ―

建築指導課 たいあっぷ９５

・協定先につなぐ場合は都市政策課
を案内する。窓口での対応は中分
類住まいに関する相談に準じる。

都市政策課 ・都市政策課が対応できる
協定団体
(一社）茅ヶ崎建設業協会
建築士事務所協会茅ヶ崎寒川支部

■住宅購入に対する各種税金と給
付金に関する支援
（Ｐ８）

・住宅ローン控除について知りた
い。
・マイホームを購入したい。

― ― ― ※各種制度については、都市政策
課で説明対応し、相談先として県・
税務署・給付金事務局を紹介する。
神奈川県藤沢県税事務所
国税庁藤沢税務署
国土交通省すまい給付金事務局

■新築住宅に対する固定資産税の
減額制度
（Ｐ９）

・マイホームを購入したい。 【連絡事項】
・対象は新築住宅であり、中古住宅
は対象にならないこと。

財務部 資産税課 ―

■長期優良住宅の認定
（Ｐ１０）

・長期優良住宅の認定を受けたい。 都市部 建築指導課 ・認定

■長期優良住宅に対する固定資産
税の減額制度
（Ｐ１１）

・長期優良住宅の認定を受けたの
で、固定資産税の軽減措置を受け
たい。

財務部 資産税課 ・減税の申請の受付

大分類
中分類

(ガイドブック掲載ページ)
具体的な相談内容

相談窓口での
確認事項・連絡事項

備考

①住まい全般 ■住まいの周辺環境に関する相談
（Ｐ１）

・近所に空き家があって迷惑だ。所
有者に連絡を取って対応を依頼して
ほしい。

【確認事項】
・空き家の何が迷惑かを確認する。

■住まいに関する相談
（Ｐ２）

・相続、借地・家などの法律的な相
談
・相続・贈与・土地の売買などの税
金問題
・不動産・商業登記、成年後見制度
登記などの手続き
・大切な契約・遺言等を公正証書と
して作成したいとき
・行政書士による遺言、相続、内容
証明や市・県への許可申請手続き
・相続・贈与、地代・家賃の更新など
・中高層建築に係る紛争の調整
・管理組合の規約改正、修繕計画な
ど
・悪質商法、事業者との契約や訪問
販売等のトラブル
・家計や生活設計、住宅ローン
・マイホームを購入したが欠陥住宅
だった。

■建築なんでも相談
（Ｐ７）

・耐震改修を行いたい。
・リフォームをしたい。

④住宅購入

【確認事項】
・認定を受けたいのか、減税の申請
を受けたいのか。

茅ヶ崎市

都市部

②住まい探し

③建築全般

相談者に予約した上で月数

回市役所で相談したいか、協

定業者から相談者に連絡す

るのがよいか選択してもらう

（相談内容が両課で対応可

能な場合（都市政策課で対

応可能な具体例は調整中）） 

相談者に選択してもらう 

（市民相談課） 

（都市政策課） 

（都市政策課） 

（建築指導課） 

３ 

無料相談内容一覧 参照 

無料相談内容一覧 参照 

別紙１ 



担当部 担当課
大分類

中分類
(ガイドブック掲載ページ)

具体的な相談内容
相談窓口での

確認事項・連絡事項
備考茅ヶ崎市

■低炭素建築物の認定
（Ｐ１２）

・低炭素建築物の認定を受けたい。
・エコロージーな住まいにしたいが、
方法を教えてほしい。

― 都市部 建築指導課 ※環境負荷低減に関する相談は全
て環境政策課に繋ぐ。建築指導課
に直接繋ぐのは低炭素建築物の認
定を受けたいと具体的に相談があっ
た場合のみ。

■住宅用太陽光発電設備設置費補
助制度
（Ｐ１３）

・住まいに太陽光発電を設置したい
が、活用できる補助金はないか。
・エコロージーな住まいにしたいが、
方法を教えてほしい。

【連絡事項】
・平成２８年度は補助金申請が予算
に達したため受付を終了しました。

環境部 環境政策課 ※環境負荷低減に関する相談は全
て環境政策課に繋ぐ。

■住宅用太陽熱利用設備設置費補
助金
（Ｐ１４）

・住まいに太陽光熱利用の給湯器を
設置したいが活用できる補助金はな
いか。
・エコロージーな住まいにしたいが、
方法を教えてほしい。

【連絡事項】
・平成２８年度は補助金申請が予算
に達したため受付を終了しました。

環境部 環境政策課 ※環境負荷低減に関する相談は全
て環境政策課に繋ぐ。

■住宅用コージェネレーションシス
テム設置費補助金
（Ｐ１５）

・エネファームを購入したいが、活用
できる補助金はないか。
・エコロージーな住まいにしたいが、
方法を教えてほしい。

【連絡事項】
・平成２８年度は補助金申請が予算
に達したため受付を終了しました。

環境部 環境政策課 ※環境負荷低減に関する相談は全
て環境政策課に繋ぐ。

■生け垣の築造に関する助成制度
（Ｐ１６）

・生け垣を増築したいが、活用でき
る補助金はないか。
・エコロージーな住まいにしたいが、
方法を教えてほしい。

― 都市部 景観みどり課 ※環境負荷低減に関する相談は全
て環境政策課に繋ぐ。景観みどり課
に直接繋ぐのは、生け垣を増築した
いと具体的に相談があった場合の
み。

■熱損失防止（省エネ）回収住宅に
伴う固定資産税の減額制度
（Ｐ１７）

・エコロージーな住まいにしたいが、
方法を教えてほしい。

― 財務部 資産税課 ※担当課は資産税課だが、環境政
策課に繋ぐ。

■合併処理浄化槽設置整備事業補
助金
（Ｐ１８）

・合併処理浄化槽を設置したいが、
補助金はないか。

【連絡事項】
・申請が予算に達していると補助が
終了する場合がある。

下水道河川
部

下水道河川建設
課

―

■雨水貯留タンク設置費補助金
（Ｐ１９）

・雨水貯留タンクを設置したいが、補
助金はないか。

【連絡事項】
・申請が予算に達していると補助が
終了する場合がある。

下水道河川
部

下水道河川建設
課

―

■水洗化奨励金制度
（Ｐ２０）

・トイレを水洗化したいが、補助金は
ないか。

― 下水道河川
部

下水道河川総務
課

―

■水洗化等式融資あっせん及び利
子補給制度
（Ｐ２１）

・トイレを水洗化したいが、資金が不
足しており銀行から融資が受けられ
ない。

― 下水道河川
部

下水道河川総務
課

―

■住宅改修費（介護予防住宅改修
費）の支給
（Ｐ２２）

・住まいをバリアフリー化したいが、
補助金はないか。

【確認事項】
・住宅改修希望者が要介護・要支援
認定を受けているか確認する。
【連絡事項】
・行おうとする住宅改修が住宅改修
費の支給対象となるか確認するた
め、着工前に事前申請し、確認証を
交付をされる必要がある

保健福祉部 高齢福祉介護課

■重度障害者住宅改修費助成（県）
（Ｐ２３）

・住まいをバリアフリー化したいが、
補助金はないか。

【確認事項】
・高齢者か障害者かを確認する。
【連絡事項】
・工事前に事前申請が必要なので、
事前に担当課を訪問すること。
・協定先につなぐ場合は都市政策課
をごお案内する。窓口での対応は中
分類住まいに関する相談に準じる。

保健福祉部 障害福祉課 ・障害者

■住宅改修費助成（日常生活用具）
（Ｐ２４）

・住まいをバリアフリー化したいが、
補助金はないか。

【確認事項】
・高齢者か障害者かを確認する。
【連絡事項】
・工事前に事前申請が必要なので、
事前に担当課を訪問すること。
・協定先につなぐ場合は都市政策課
をごお案内する。窓口での対応は中
分類住まいに関する相談に準じる。

保健福祉部 障害福祉課 ・障害者、難病者

■障害者自立促進用具購入費助成
（Ｐ２５）

・住まいをバリアフリー化したいが、
補助金はないか。

【確認事項】
・高齢者か障害者かを確認する。
【連絡事項】
・工事前に事前申請が必要なので、
事前に担当課を訪問すること。
・協定先につなぐ場合は中分類住ま
いに関する相談に準じる。

保健福祉部 障害福祉課 ・障害者

■高齢者等居住（バリアフリー）改修
に伴う固定資産税の減額制度
（Ｐ２６）

・住まいをバリアフリー化したいが、
補助金はないか。

【確認事項】
・高齢者か障害者かを確認する。
【連絡事項】
・工事前に事前申請が必要なので、
事前に担当課を訪問すること。
・協定先につなぐ場合は中分類住ま
いに関する相談に準じる。

財務部 資産税課 ・高齢者、障害者
※減額の申請受付の担当課は資産
税課だが、高齢者の場合は高齢福
祉介護課、障害者の場合は障害福
祉課に繋ぐ。

■家具転倒防止金具等取付支援事
業
（Ｐ２７）

・地震が起きたときに家具が転倒し
ないか心配だが、よい方法はない
か。

【確認事項】
・世帯に高齢者・障害者・12歳以下
の子どもがいるかどうかを確認す
る。

都市部 建築指導課 ―

⑤環境配慮

⑥生活弱者支
援・バリアフ
リー

⑥生活弱者支
援・バリアフ
リー

 

４ 



担当部 担当課
大分類

中分類
(ガイドブック掲載ページ)

具体的な相談内容
相談窓口での

確認事項・連絡事項
備考茅ヶ崎市

■木造住宅耐震診断事業補助金
（Ｐ２８）

・古い住まいだが、耐震性があるか
どうか不安だ。

【確認事項】
・建築年月日、構造を確認する。
【連絡事項】
・診断前に事前申請が必要なので、
事前に担当課を訪問すること。

都市部 建築指導課 ・旧耐震の木造住宅

■木造住宅耐震補強事業補助金
（Ｐ２９）

・耐震補強工事を実施したいが、補
助金はないか。

【確認事項】
・補助金を利用して耐震診断を実施
したかどうかを確認する。
【連絡事項】
・工事前に事前申請が必要なので、
事前に担当課を訪問すること。

都市部 建築指導課 ・旧耐震の木造建築物で、補助金を
利用して診断が終了している木造住
宅

■耐震シェルター設置事業補助金
（Ｐ３０）

・耐震補強工事として耐震シェル
ターを設置したいが、補助金はない
か。

【確認事項】
・建築年月日、耐震診断の実施有無
を確認する。
【連絡事項】
・工事前に事前申請が必要なので、
事前に担当課を訪問すること。

都市部 建築指導課 ・倒壊の危険性がある住宅

■分譲マンション耐震診断事業補助
金
（Ｐ３１）

・マンションの耐震診断を実施したい
が、補助金はないか。

【確認事項】
・分譲/賃貸、建築年月日を確認す
る。
【連絡事項】
・診断前に事前申請が必要なので、
事前に担当課を訪問すること。

都市部 建築指導課 ・旧耐震の分譲マンション

■耐震改修適合住宅に伴う固定資
産税の減額制度
（Ｐ３２）

・耐震改修工事を実施したいが、補
助金はないか。

【確認事項】
・建築年月日、工事実施日（予定）を
確認する。

財務部 資産税課 ※減額の申請受付の担当課は資産
税課だが、建築指導課に繋ぐ。

◆「住まい制度」ガイドブック未掲載内容

担当部 担当課
その他 空き家 ・所有している空き家を除却したい

のだが、除却費用の低減が図れな
いか。

― 都市部 都市政策課 ・現状では対応できない。

空き家 ・空き家・空き地を売却したい。 ― 都市部 都市政策課 ・（公社）神奈川県宅地建物業協会
湘南支部／（公社）全日本不動産協
会神奈川県本部湘南支部に繋ぐ。

空き家 ・空き家をアパートに建て替えたい。
・空き地を活用してアパート経営をし
たい。

― 都市部 都市政策課 ・（公社）神奈川県宅地建物業協会
湘南支部／（公社）全日本不動産協
会神奈川県本部湘南支部に繋ぐ。

家財整理 ・相続した住宅の家財整理を行いた
い。

― 都市部 都市政策課 ・（一社）家財整理相談窓口に繋ぐ。

境界問題 ・隣家と境界問題で揉めている。
・道路の幅が狭く、家を建てられない
と言われた。

― 都市部 建築指導課
都市政策課

・神奈川県土地家屋調査士会湘南
第一支部に繋ぐ。

集合住宅 ・入居者とのトラブル（騒音、ゴミ
等）。

― 市民安全部 市民相談課 ・賃貸の場合：管理会社に相談する
よう助言。
・分譲の場合：管理組合に相談する
よう助言。

住み替え ・戸建てを賃貸に出して、マンション
に入居したい。

― 都市部 都市政策課 ・ＪＴＩ協賛事業者を紹介する。

住み替え ・子育てに適した戸建て住宅に引っ
越したい。

― 都市部 都市政策課 ・ＪＴＩ協賛事業者を紹介する。

建て替え・リフォーム ・建て替えやリフォームの優良事業
者を探している。

― 都市部 都市政策課 ・建築士事務所協会茅ヶ崎寒川支
部／（一社）茅ヶ崎建設業協会に繋

賃貸 ・アパートの空室を減らしたい。 ― 都市部 都市政策課 ・（公社）神奈川県宅地建物業協会
湘南支部／（公社）全日本不動産協
会神奈川県本部湘南支部に繋ぐ。

賃貸 ・ゴミ捨て場に粗大ゴミが不法投棄
されている。

― 環境部 環境事業セン
ター

・茅ヶ崎市環境部環境事業センター
に繋ぐ。

賃貸 ・アパートに入居している高齢者の
安否確認を定期的にしたい（貸主か
らの相談）。

― 都市部 都市政策課 ・（公財）かながわ住まいまちづくり
協会に繋ぐ。

賃貸 ・アパートの空室を減らすために高
齢者を入居させたいが、家賃が回収
できるかなど不安が多い。

― 都市部 都市政策課 ・（公財）かながわ住まいまちづくり
協会に繋ぐ。

　 　 　 　 　 　

備考茅ヶ崎市
大分類 中分類 具体的な相談内容

相談窓口での
確認事項・連絡事項

⑦耐震改修
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【対応フロー　（１）】
◆関係課で相談を受けた場合

【凡例】

複数課にまたが
る場合は次の課

につなぐ

来庁 

相談を聴く 

電話 

担当課を判断（複数課にまたがる場合はその旨を相談者に伝え、まず１課目につなぐ。） 

（市民相談課または建築指導課につなぐ場合、相談内容に応じて都市政策課の協力団体

でも対応ができる場合もあることをアナウンスし、市民に選んでもらう。 P.3参照） 

住まいの相談窓口 

（都市政策課窓口） 

FAX・E-mail 

相談内容が不明な場合

は確認 

相談者 都市政策課 庁内関係課 協定団体（外部） 

相談を聴く 

自課で対応 

 

「住まい制度」ガイド

ブックに掲載されている

関係課につなぐ 

対応フロー

（２）による 

(相談先不明) 

来庁の場合原則同行、電話の場合は転送、電話・ＦＡＸの場合は転送又は持ち込み 

相談終了 

相談を聴く 

相談終了 

６ 
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【対応フロー　（２）】
◆「住まいの相談窓口（都市政策課）」で相談を受けた場合

【凡例】

複数課にま
たがる場合
は、次の課
につなぐ

 

来庁 

相談を聴く 

電話 

相談記録作成（簡易なものについては作成省略） 

担当課を判断 

（複数課にまたがる場合はその旨を相談者に伝え、まず１課目につなぐ。） 

（相談記録を送付する。） 

担当課に電話転送 
担当課誘導 

（原則同行） 

相談終了、相談記録追記 

相談記録を都市政策課に送付 

FAX・E-mail 

内容が不明な場合は

電話等により確認 

P.3～P.5を参考に協

定団体につなぐかどう

か判断 

相談者 都市政策課 庁内関係各課 協定団体（外部） 

協定団体に連絡 

相談記録送付 

協定団体による対応 

相談を聴く 

担当課に転送また

は持ち込み 

（都市政策課にてデータ蓄積） 

相談記録シートを都市政策課に送付 

７ 



 

対応後は下記の「対応内容」に概要を記入後、「都市政策課」まで返信をお願い致します。（内線２３４４） 

 

相談記録        Ｎｏ．       

相談日 年  月  日 （     課経由） 

対応課 都市政策 課 対応者  

関係課 1 課 対応者  

関係課２ 課 対応者  

◆相談者の情報  

ふりがな  

年 齢  性 別 □ 男性  □ 女性 
氏 名  

住 所  

電 話  ＦＡＸ  

属 性 □ 所有者 □ 近隣住民 □ 活用希望者 □ その他（         ） 

分 類 
□ 流通（売却、賃貸） □ 建物調査 □ リフォーム □ 権利調整 □ 定期管理 

□ 家財整理 □ 除却 □ その他（                  ） 

◆相談の内容  対応課  

□ 電 話    □ ＦＡＸ    □ メール    □ 面 談 

◆対応の内容（※欄内に記入してください）対応課  

相談日 年  月  日 対応者  所 属  

□ 電 話    □ ＦＡＸ    □ メール    □ 面 談 

電話の場合は、概要を記入してください。 
ＦＡＸ、メールの場合は、送信した内容を貼付してください。 
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◆相談の内容  関係課１  

□ 電 話    □ ＦＡＸ    □ メール    □ 面 談 

◆対応の内容（※欄内に記入してください）関係課１  

相談日 年  月  日 対応者  所 属  

□ 電 話    □ ＦＡＸ    □ メール    □ 面 談 

電話の場合は、概要を記入してください。 
ＦＡＸ、メールの場合は、送信した内容を貼付してください。 
 

 

◆相談の内容  関係課２  

□ 電 話    □ ＦＡＸ    □ メール    □ 面 談 

◆対応の内容（※欄内に記入してください）関係課２  

相談日 年  月  日 対応者  所 属  

□ 電 話    □ ＦＡＸ    □ メール    □ 面 談 

電話の場合は、概要を記入してください。 
ＦＡＸ、メールの場合は、送信した内容を貼付してください。 
 

 



庁内からの主な意見

番号 ご意見・修正内容 理由 対応

1
周知チラシについて関係課で配布を
お願いしてもよいのではないか

ご指摘のとおり修正します。

2

Ｐ１相談内容が同一でも、ア相談者
が住まいの相談窓口へ行った場合
は記録が残り、関係課の相談へ行っ
た場合は相談記録が不要なのか

イの流れでは関係課で記載がよい
のではないか

都市政策課での相談についても個
別案件次第となりますが、関係課の
負担軽減を考え相談記録作成は都
市政策課で行い、関係課において
は、具体的な対応について追記をお
願いすることを想定しております。

3
Ｐ２⑥ＦＡＸ・メール等についても⑤と
同様の対応でよいのではないか

課の代表メールに直接問い合わせ
がくる場合も想定されるため

ご指摘のとおり修正します。

4
Ｐ２⑦複数課がにまたがる相談の場
合、関係課の職員が相談者の窓口
に出向くのも必要と考える。

相談者がたらいまわしにされている
印象を与えるため

案件によるため、該当部分に参考で
追記しました。

5
協定団体への具体的な相談内容は
どのようなものか

市民に聞かれたときに不明なため
協定団体と調整した具体的な相談
内容については別添のとおりです。

6
市民相談課事業との選択を市民に
してもらうのは難しいのではないか

市民には両課で対応可能な場合は
「市役所で予約した上で相談したい」
又は「協定団体から電話をするのが
よいか」を選択していただければよ
いと考えております。同内容を追記
しております。

7

Ｐ７相談記録作成、簡易なものにつ
いては作成省略とあるが、簡易なも
のとはどのような場合を想定してい
るか

都市政策課で相談内容により個別
判断となりますが、住まい制度ガイド
ブック記載内容については簡易なも
のと判断しております。

8
フォローアンケートとはどの程度のも
のを検討されていますか。また実施
のタイミングはいつになりますか。

現時点では都市政策課から協定団
体へつないだ相談者を対象として制
度改善のために後日行うことを想定
しております。
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住まいの相談に関する協定団体の対応についての取り扱い 
 

① はじめに 

・住まいに関する悩みを持つ方に対し、相談内容を整理し、庁内の関係課または関係機関・団

体につなぐ役割を担う制度として、平成 29年 1月より都市政策課窓口にて「住まいの相談窓

口」を開設する予定です。（参考１説明資料参照） 

・近年、少子・高齢化の進展やライフスタイルの多様化に伴い、住まいに関するニーズや悩み 

も多様化しており、それらに対応するため、少しでも相談者の抱えている多様な悩みの問題解

決のサポートを行うことを目的としたものです。 

 

②基本方針 

都市政策課が相談内容を聴いたうえで、以下を基本方針として対応することとします。 

 

・「住まい制度」ガイドブック（住まいに関する市の支援制度や支援メニューを取りまとめ

た冊子）に記載されている関係課に誘導することとします。 

・協定団体につなぐ必要があると判断した案件は情報共有シートを作成し、協定団体の了解

を得た上で、誘導することとします。別紙１対応フロー参照  

 

② 情報共有シートの作成（別紙２情報共有シート参照）及び協力団体のつなぎ方について  

・「住まいの相談窓口」で相談を受けた場合：都市政策課が相談内容を確認し情報共有シート

を作成します。 

○記録項目：相談日時、氏名、年齢、住所、連絡先（TEL・FAX・E-mail）、相談分類、具体

的な相談内容、対応状況（対応内容、案内した関係課）のうち必要な事項を記録 

・併せて協定団体に誘導する際の対応方法は以下のとおりを基本といたします。 

（１）協定団体代表又は事務局に対応が可能か電話確認を実施し対応可能な場合はメール等

により引き継ぎます。 

（２）直接協力事業者に連絡可能な協定団体については協力事業者リストより順番に対応可

能か電話確認を実施し対応可能な場合はメール等により引き継ぎます。（原則として協

力事業者リストは市民に公開しません。） 

（３）対応可能な協定団体が複数ある場合は、市民の意向を確認したうえで、順番に協定団

体に対応可能か電話確認を実施し対応可能な場合はメール等により引き継ぎます。 

・各協定団体及び協力事業者は協定書に基づく相談を実施していただき、情報共有シートを記

載できる範囲で追記し、相談終了後に都市政策課に送付します。（下図参照） 

                    

 

都市政策課が情報共有シートを作成  誘導 情報共有シート加筆 相談終了後都市政策課へ 

相談者            情報共有シート共        情報共有シートを送付 

 
住まいの相談窓口 協定団体 

平成 29 年 1月 日 
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③ 相談内容に応じた繋ぎ先（協定団体）の判断の方針について 

 

  方針１ 相談者の相談内容を整理したうえで、別紙３協定団体別相談内容に基づき対応が可能と想

定する協定団体を選定します。 

  方針２ 方針１に基づき選定後、③情報共有シートの作成（別紙２情報共有シート参照）及び協力団

体のつなぎ方についてに基づき最終的なつなぎ先を決定します。 

 

④ 「住まいの相談窓口」の周知の方法 

・参考３チラシによる周知を行います。（平成 29 年 1月以降） 

○都市政策課窓口、市の総合案内、小出支所、公民館、コミュニティセンター、市民窓口セ 

ンター、高齢者・障害者関係施設、市民活動サポートセンター等にチラシを配布します。 

○茅ヶ崎市ＨＰにチラシを掲載します。（平成 29 年 1月以降） 

・都市政策課窓口に「住まいの相談窓口」の卓上サインを設置します。（平成 29年 1月以降） 

・12 月 15日号の広報ちがさきに周知記事を掲載します。 

 

 



◆「住まいの相談窓口（都市政策課）」で相談を受け、外部関係機関につなぐ場合

【凡例】

対応フロー

来庁 電話 

協定団体に所属する協力事業者から連絡する旨市民に伝える 

協力事業者から市民に電話し相談に必要な事務連絡を行う 

協力事業者による相談 

（電話・訪問等の方法は協定に基づく範囲とする） 

情報共有シート追記 

情報共有シートを都市政策課に送付（メールまたはＦＡＸ） 

FAX・E-mail 

繋ぐ先（協定団体）を判断（別表により繋ぐ先を判断する。） 

相談者 都市政策課 庁内関係各課 協定団体（協力事業者） 

相談を聞く 

情報共有シートを作成 

相談内容が不明な

場合確認 

関係課につなぐ 

協定団体事務局または協力事業者に電話及びに情報共有シートを送付 

（メールまたはＦＡＸ） 

完結（都市政策課で情報共有シートデータ蓄積） 
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             御中 

 次のとおり相談がありましたので、対応をお願い致します。 

なお、対応後は下記の「対応内容」に概要を記入後、「茅ヶ崎市 都市政策課」まで返信をお願い致します。 

（【茅ヶ崎市 都市政策課】FAX：0467-57-8377 Mail：toshiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp ） 

Ｎｏ．    

情報共有シート 

相談日 年  月  日 対応者  相談先 
□庁内（       課） 
□庁外（         ） 

◆相談者の情報  

ふりがな  

年 齢  性 別 □ 男性  □ 女性 
氏 名  

住 所  

電 話  ＦＡＸ  

属 性 □ 所有者 □ 近隣住民 □ 活用希望者 □ その他（         ） 

分 類 
□ 流通（売却、賃貸） □ 建物調査 □ リフォーム □ 権利調整 □ 定期管理 

□ 家財整理 □ 除却 □ その他（                  ） 

◆相談の内容  

□ 電 話    □ ＦＡＸ    □ メール    □ 面 談 

◆初回対応の内容（※欄内に記入してください）  

相談日 年  月  日 対応者  所 属  

□ 電 話    □ ＦＡＸ    □ メール    □ 面 談 

電話の場合は、概要を記入してください。 
ＦＡＸ、メールの場合は、送信した内容を貼付してください。  
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1

公益社団法人か
ながわ住まいまち
づくり協会

・市内の賃貸住宅を探しているが、年齢を理由に断られた。
・一人で不動産店に行きづらい。
・アパートに入居している高齢者の安否確認を定期的にした
い（貸主からの相談）。
・マイホームを新築、リフォームするときの注意点を知りたい
・マンション管理（管理組合の運営等）について相談したい

事務局 ０４５－６６４－６８９６

2

公益社団法人神
奈川県宅地建物
取引業協会湘南
支部

・空き家・空き地を売却したい。
・空き家をアパートに建て替えたい。
・空き地を活用してアパート経営をしたい。
・アパートの空室を減らしたい。

3

公益社団法人全
日本不動産協会
神奈川県本部湘
南支部

・空き家・空き地を売却したい。
・空き家をアパートに建て替えたい。
・空き地を活用してアパート経営をしたい。
・アパートの空室を減らしたい。

事務局 ０４６６－２８－４６４４

4
神奈川県弁護士
会

・相続、遺言、借地、借家、空き家成年後見などの法律的な
相談
・境界問題などの近隣住民との紛争の調整に関する法律的
な相談
・住宅リフォームに関する悪質商法・事業者との契約・訪問
販売などのトラブル
・マイホームを購入・新築したが欠陥住宅だった

専用窓口 ０４５－２１１－７７１９

5
神奈川県土地家
屋調査士会

・隣家と境界問題で揉めている。
・道路の幅が狭く、家を建てられないと言われた。

事務局
（小澤事
務所）

０４６７－５４－７６０５

6

一般社団法人建
築士事務所協会
茅ヶ崎寒川支部

・建て替えの優良事業者を探している。
・耐震改修を行いたい。
・リフォームをしたい。

代表 ０４６７－８５－１３８７

7

一般社団法人
茅ヶ崎建設業協
会

・建て替えの優良事業者を探している。
・耐震改修を行いたい。
・リフォームをしたい。

事務局
０４６－７８６－６２０２

8
一般社団法人家
財整理相談窓口 ・相続した住宅の家財整理を行いたい。 事務局 ０３－５２８７－４３８７

9
神奈川県司法書
士会

・相続登記、不動産登記、会社の登記などの手続き
・成年後見制度を利用したい
・遺言書を作成したい

協力事業者に連絡

協力事業者に連絡

協定団体別相談内容

番号 協定団体 具体的な相談内容 電話番号 備考
連絡先
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協定団体からの修正点

番号 団体名 協定書記載内容 ご意見・修正内容 理由 対応

1
公益社団法人かな
がわ住まいまちづく
り協会

・不動産取引の促進
に関すること
・活用促進に関する
こと

別紙４協定団体別相談内容について
以下を修正
・「アパートの空室を減らすために高齢
者を入居させたいが、家賃が改修でき
るか不安が多い」を削除
・「マイホームを新築、リフォームすると
きの注意点を知りたい」を加筆
・「マンション管理（管理組合の運営
等）について相談したい」を加筆

一点目については不動
産の専門団体の方が適
切なため、加筆部分につ
いては対応が可能なた
め

ご指摘のとおり
修正いたしま
す。

2
公益社団法人 神奈
川県宅地建物取引
業協会 湘南支部

・不動産取引の促進
に関すること
・活用促進に関する
こと

別紙４協定団体別相談内容について
以下を修正
・連絡先を事務局ではなく協定業者に
修正（協定団体のリストが間に合わな
い場合は事務局に連絡）

事務局を通さなくても対
応が可能なため

ご指摘のとおり
修正いたしま
す。

3
公益社団法人 全日
本不動産協会 神奈
川県本部 湘南支部

・不動産取引の促進
に関すること
・活用促進に関する
こと

特になし

4 神奈川県弁護士会
・権利関係の整理に
関すること

別紙４協定団体別相談内容について
以下を修正
・相続、遺言、借地、借家、空き家成年
後見などの法律的な相談
・境界問題などの近隣住民との紛争の
調整に関する法律的な相談
・住宅リフォームに関する悪質商法・事
業者との契約・訪問販売などのトラブ
ル
・マイホームを購入・新築したが欠陥住
宅だった
・連絡先を０４５－２１１－７７１９に変更

対応が可能な記載方法
に変更した。具体的に当
てはまらない場合でも相
談いただければ、対応す
るが初回無料相談となら
ない可能性があるため、
相談者に伝えること。ま
た連絡先は相談窓口に
修正した。（自治体から
の問い合わせも可）

ご指摘のとおり
修正いたしま
す。

5
神奈川県司法書士
会

・権利関係の整理
（調整）に関すること
・空き家予防のため
の啓発活動に関す
ること。

別紙４協定団体別相談内容について
以下を修正
・相続登記、不動産登記、会社の登記
などの手続き
・成年後見制度を利用したい
・遺言書を作成したい
事務連絡は事務局、相談は協力事業
者リストに直接連絡

対応が可能な記載に変
更した。

ご指摘のとおり
修正いたしま
す。

6
建築士事務所協会
茅ヶ崎寒川支部

・活用促進に関する
こと

・団体名の修正「一般社団法人神奈川
県」を追記

誤りのため
ご指摘のとおり
修正いたしま
す。

7
一般社団法人 家財
整理相談窓口

・活用促進に関する
こと

特になし

8
一般社団法人 茅ヶ
崎建設業協会

・活用促進に関する
こと

特になし

9
神奈川県土地家屋
調査士会

・不動産取引の促進
に関すること
・活用促進に関する
こと

・別紙１説明資料団体名修正「湘南第
一支部」を削除
・別紙４協定団体別相談内容の連絡
先を０４６７－５４－７６０５に修正

誤りのため。連絡先につ
いては全て小澤事務所
で話をきくため。

ご指摘のとおり
修正いたしま
す。
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■茅ヶ崎市「住まいの相談窓口」の説明資料 
 
１．目的 
近年、少子・高齢化の進展やライフスタイルの多様化に伴い、住まいに関するニーズや

悩みも多様化している。それらに対応するため、誰もが気軽に相談できる「住まいの相談

窓口」を都市政策課に開設し、少しでも相談者の抱えている多様な悩みの問題解決のサポ

ートを行い、「安心して住み続けられる住まいづくり」を目指す。 
 
２．役割 
「住まいの相談窓口」は、どこに相談したら良いか分からない等の「住まいに関する悩

み」を持つ方に対し、相談内容を整理し、適切な担当課や関係機関・団体につなぐ、“住

まいのポータルサイト”の役割を担う。 
 また、必要に応じて関連する様々な制度や支援メニュー等の紹介も行う。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．関係機関・団体との協定について 
 相談内容によっては、市では対応困難な事が想定される。そのため、関係機関・団体と

「住まいの相談窓口」に関する協定を締結し、問題解決を目指す。 
 【メリット（市民・市）】相談の早期解決、責任の明確化、安心感 等 
 【協定締結団体（予定）】９団体（順不同） 

① (公財）かながわ住まいまちづくり協会     ⑦（一社）茅ヶ崎建設業協会 
② (公社）神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部  ⑧（一社）家財整理相談窓口 
③ (公社）全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部 ⑨神奈川県司法書士会 
④ 神奈川県弁護士会              
⑤ 神奈川県土地家屋調査士会       
⑥ (一社)神奈川県建築士事務所協会茅ヶ崎寒川支部 

   
４．開始時期 
 平成２９年１月に「住まいの相談窓口」開設予定 

住まいの
相談窓口
（都市政策課）

相談者

地域の専門家や団体※

※地域包括支援センター、
自治会、民生委員児童委員、
ケアマネージャー等

地域より
情報提供

市
担当課

生活相談等

相談先が
不明なもの

相談先が
明確なもの 関係機関・団体

‣ 住宅全般

‣ 建築技術

‣ 法律・相続関係

‣ 不動産

‣ 融資・税金

「住まい制度」

ガイドブック活用

＜イメージ図＞ 
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◆「住まいの相談窓口」の流れについて 

① 住まいに関する悩みを持つ相談者 

②「住まいの相談窓口」に相談（役割：住まいのポータルサイト） 

ケース１  ：住まい制度など庁内の関係課へつなぐ 

ケース２  ：外部の協力団体へつなぐ 

ケース２’：協力団体内の協力事業者へ直接つなぐ（協力団体へも情報提供） 

ケース３  ：空き家を活用させたい、活用したい相談者には「マッチング制度」を紹介 

ケース４  ：その他（継続的な相談対応） 

③「相談者」と関係課、協力団体、協力事業者等とのやりとり 

④ 関係課、協力団体、協力事業者から対応の報告 

⑤「相談者」へフォローアンケートの実施（適宜実施。目的：継続性、質の向上等） 

 

 

 

 

 

協定団体★ 
（９団体） 

協力事業者 

庁内関係課 「マッチング制度」紹介 

・空き家物件登録 

・空き家利活用希望者登録 

・情報提供 

・当事者間顔合わせ 

（市立会い：マッチング） 

当事者での協議 

（不動産・宅建協会立会☆） 

賃貸借契約 

（不動産・宅建協会立会☆） 

ｹｰｽ 1 

ｹｰｽ 2 ｹｰｽ 2’ ｹｰｽ 3 

③相談対応 

制度説明等 

相談対応等 

③相談内容に応じ、協力事業者へ 

④対応結果を都市政策課に報告 

★：相談窓口に関する協定締結 
☆：ﾏｯﾁﾝｸﾞ制度に関する協定締結 

⑤「相談者」へフォローアンケート実施 

（後日協定団体に繋いだ相談者を対象に検討） 

＜イメージ図＞ 

(「情報共有シート」活用) 

報告 

ｹｰｽ４ 

①住まいに関する悩みを持つ「相談者」 

②「住まいの相談窓口」 

（都市政策課）  

【ポイント】 

・相談内容の整理 

・住まい制度「ガイドブック」紹介 

相談 

その他 

（継続的な相談対応） 

空き家活用等マッチング制度 

初回対応の報告 

相談終了 

相談記録作成 



 

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会 
•相談内容によるため都市政策課が個別に案内 

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部 
•初回対応無料 

公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部 
•初回対応無料 

神奈川県弁護士会  
•初回当初２０分電話での相談は無料（相談内容による） 

神奈川県土地家屋調査士会 
•初回対応無料 

一般社団法人神奈川県建築士事務所協会茅ヶ崎寒川支部 
•初回対応無料 

一般社団法人茅ヶ崎建設業協会 
•初回対応無料 

一般社団法人家財整理相談窓口 
•初回対応無料 

神奈川県司法書士会 
•初回対応無料 

参考２ 

住まいの相談窓口協定団体無料相談内容一覧 
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