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５．リフォーム相談担当職員の育成

　5.1　リフォーム相談円滑対応のために必要な基本的知識を習得する。

【留意点】
●地域住民からのリフォーム相談は、多種多様であることから、リフォーム相談の主旨を的確に把握し、

説明できる事項は説明する。相談内容によっては適切な内部部署につなぐ。あるいは地域や主要な

外部専門家機関・組織を紹介するようにしなければならない。また、相談対応にいたずらに時間を

要するようであれば、住民の期待に応えるどころか、不満や苦情を招くことにもなりかねない。

●地域住民の期待に応え、満足感を得ていただくためにも、相談対応担当職員用としてリフォーム相

談対応課に具備した相談ツールや地域住民用に選定し窓口配備した相談ツールの内容について熟

知しておくことが望まれる。

＊少なくとも「住まいるダイヤル」、「リフォーム見積チェックサービス」、「住宅リフォーム相談◎事例

集」の内容を把握しておくことが望まれる。

＊「住宅リフォーム相談◎事例集」は、リフォーム相談のフロー図に該当事例番号を付し、現実の

リフォーム相談対応に役立つよう工夫されたものである。また、各事案の回答例も現実のリフォー

ム相談対応に役立つようにコンパクトに整理されている。

●相談対応の一助として、「市区町村窓口が利活用するための情報源リスト」を参考資料として掲載し

ている（参考資料5参照のこと）。基本的知識習得の一助として本参考資料を活用していただきたい。

＊「参考資料5　市区町村窓口が利活用するための情報源リスト」は、「住宅リフォームに係る全般

状況・知識」、「住宅リフォーム事業者の選定」、「住宅リフォーム関係法令の概要」、「住宅リフォー

ムに係る技術情報の概要」、「住宅リフォームに係る支援制度」、「住宅リフォームに係る相談事例」、

「住宅リフォームに係る紛争解決方法の概要」、「リフォーム相談に役立つその他情報」の8分類

にてリフォーム相談対応に有用と思われる情報源を掲載したものである。

　　なお、本情報源リストは、「インターネットで検索可能なものに限定する」・「純然たる民間企業

発行のものについては対象としない」・「一部情報が古いものが掲載されていても、有用かつ有益

と思われる部分があるものについては対象とする」ことを基本に選定したものである。



43

5.2　リフォーム相談対応担当課にリフォーム相談担当職員用の外部専門家機関・  組織
　　 のリフォームに係る相談ツールを配備する。

【留意点】
●全国レベルの主要外部専門家機関・組織に「（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター」と

「（一社）住宅リフォーム推進協議会」がある。

●（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、「住まいるダイヤル」の名称のもとに電話相談

を行っている。また、「リフォーム見積チェックサービス」も実施している。相談ツールとして「住ま

いるダイヤル」と「リフォーム見積チェックサービス」の積極的利活用が望まれる。

＊（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターのHPに「リフォーム見積チェックシステム」の

ページが設置され、消費者が自己チェックをするための「セルフチェックのポイント」、「見積事例」

や地方自治体等が住宅リフォーム工事の価格等に係る相談に対応する際のマニュアルである「リ

フォーム見積相談対応マニュアル」等のコンテンツが掲載されている。

●「住まいるダイヤル」と「リフォーム見積チェックサービス」は、各市区町村のリフォーム相談担当

職員にとって有用な相談ツールであるとともに地域住民も気軽にアクセスし、利用できる相談ツール

でもある。（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」、「リフォーム見

積チェックサービス」を始めとする有用な相談ツールやコンテンツを利活用していくことが望まれる。

－（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターのHP －

2013.09.10

＜注意＞公益財団法人住宅リフォー

ム・紛争処理支援センターの名前を使っ

た架空の増改築給付金・助成金証明書

にご注意ください

2014.02.24

第31回住まいのリフォームコンクール

（H26年度）を開催します 

2013.12.24

住宅相談と紛争処理の状況（2013年度

上半期の動向）を掲載しました

2013.12.02

ミサワホーム(株)が建設したプレハブ住

宅における施工不備について

2013.11.26

（株）ウッドフレンズが施工した木造住宅

（準耐火建築物）における国土交通大臣

認定等の不適合施工と対応について

2013.11.26

相談事例を更新しました

>>お知らせ一覧

サイトマップ お問い合わせ このサイトについて

 

English 文字の大きさ   
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－ 住まいるダイヤル －

  

2013年7月発行

相談サービスの流れ

相談サービスの流れをご説明します。

 

電話相談(住まいるダイヤル)

住まいのことなら何でもご相談ください。住まいの専

門家がご相談に応じます。

 

専門家相談（面談)

電話相談をいただいた方で、評価住宅又は保険付

き住宅を取得又は供給された方及びリフォーム工事

を発注された方（予定を含む。）は、各地の弁護士会

で面談による専門家相談を実施しています。

 

住宅紛争の処理（住宅紛争審査会による

調停など）

全国の弁護士会（52会）に設けられた住宅紛争審査

会で、建設住宅性能評価書が交付されている住宅

（評価住宅）や住宅瑕疵担保責任保険が付されてい

る住宅（保険付き住宅）のトラブルについて、裁判外

の紛争処理（あっせん・調停・仲裁）を行っています。

個人情報について

住宅紛争処理支援センターの電話による住宅相談業務では、統計処理等のため記録を作成していますが、相談の内容によっ

ては再度ご相談頂いた場合の前回記録の確認や補足回答等のご連絡に備えるため、氏名・電話番号等をお伺いすることがあ

ります。また、取得した氏名は法定の帳簿に記載します。

取得した個人情報については、適正に取り扱います。（ 個人情報保護方針）

Copyright(C)2002-2014 ,Center For Housing Renovation and Dispute Settlement Support
掲載内容の無断転載、商用利用を禁じます。

サイトマップ お問い合わせ このサイトについて

 

English 文字の大きさ   

－ リフォーム見積チェックサービス －

電話でご相談ください。不安点など概略のお話を伺います。

ご希望があれば見積書、契約書、図面などをお送りください

（郵送、ファックスなど）。

相談員が図面と見積書を照合し、見積項目や数量の確認、

見積書の単価と市場価格等との照合、技術的観点からのチ

ェック、契約書の記載内容などこまかくチェックします。

事業者に確認するポイント、リフォームを進める上で注意す

るポイントなどについて助言します。

リフォーム電話相談

リフォーム工事でのお困りごと、わからないこ

と。リフォームに関することは何でもお気軽に

ご相談ください。専門の相談員（建築士）が電

話でお答えします。

※住まいるダイヤルには弁護士が常駐しています。弁護士の
助言を受けながら回答いたしますので、法律的な案件につい
てもお気軽にご相談ください。(電話相談では、常駐弁護士と
の直接の相談は行っておりません。)

リフォーム見積チェックサービス（無料）

「見積書をもらったけど、何が書いてあるかよくわからないわ」「お願いしたリフォーム内容がちゃんと入っているかしら」

など、 リフォームの見積書をめぐっては、とかく不安が多いもの。

住まいるダイヤルでは、実際に見積書をお送りいただき、チェックするサービスを行っています。

※見積書は事業者を映す鏡です。トラブル防止、的確な事業者選定のために、リフォーム見積チェックサービスをぜひご

活用ください。

サイトマップ お問い合わせ このサイトについて

 

English 文字の大きさ   
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●（一社）住宅リフォーム推進協議会のHPにも「安心・快適住宅リフォームハンドブック」、「マンガで

わかる住宅リフォームガイドブック」などの刊行物や「地方公共団体における住宅リフォーム支援制

度」、「各税制の概要」などの有用な相談ツールが掲載されている。

　　同サイトも地域住民が気軽にアクセスできるサイトであり、各市区町村のリフォーム相談担当職員

にとっても必見のサイトの一つでもある。同協議会発行の「安心・快適住宅リフォームハンドブック」、

「マンガでわかる住宅リフォームガイドブック」をリフォーム相談対応時の必携相談ツールとして備え

ておくことが望まれる。

－ 安心・快適　住宅リフォームハンドブック(表紙、目次) －

リフォームって、
傷んだところを修理したりする
だけじゃないんだよね

新築にも負けないくらい
素敵よね

リフォームの
すすめ方を参考に

活用して満足いく
リフォームを!

や

消費者支援制度 を

な制度な制度お得

家族みんなのために

それなら、リビングと
ダイニングをつなげられ
ないかしら

快適な住まいに

じゃあ、近くのショールームに
行ってみましょうよ

安心してリフォームを

平成25年9月版

当ガイドブックに記載されている内容について詳しくお知りになりたい方は、
それぞれの専用窓口まで直接お問い合わせください。

2013.9

リフォームについて
詳しく

聞きたい・調べたい

●リフォームの相談について

●弁護士等によるリフォームの
　専門家相談制度について

●リフォーム無料見積チェック
　サービスについて

●お住まいの都道府県・市区町村の
　リフォーム相談窓口 

《窓口リスト》 http://www.refonet.jp/trsm

減税制度

補助制度

リフォーム瑕
か し

疵保険

融資制度

●補助の対象となる内容について 市区町村、各種団体等各種問い合わせ先へ（P.50, 51）

●支援制度検索について （一社）住宅リフォーム推進協議会ホームページ
 http://www.j-reform.com/reform-support/

●【フラット35】リフォームパックについて （独）住宅金融支援機構
●高齢者向け返済特例制度について お客様コールセンター
 TEL：0120-0860-35（フリーダイヤル）
 受付時間：9：00～ 17：00（祝日、年末年始を除く）
 IP電話等をご利用の方  TEL：048-615-0420
 http://www.jhf.go.jp

●災害復興住宅融資について 災害専用ダイヤル
 TEL：0120-086-353（フリーダイヤル）
 受付時間：9：00～ 17：00（祝日、年末年始を除く）

 IP電話等をご利用の方  TEL：048-615-0420

 http://www.jhf.go.jp/shinsai

●所得税の控除、贈与税について お住まいの地域を管轄する税務署へ

●固定資産税の減額について 物件所在の都道府県・市区町村へ

●リフォーム減税の概要や証明書等について 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp）中、
 住宅・建築→サイドメニュー「住宅税制の概要」→「各税制の概要」

 （一社）住宅リフォーム推進協議会ホームページ
 http://www.j-reform.com/zeisei/index.html

●保険の内容について 住宅専門の保険会社へ（P.33 住宅瑕疵担保責任保険法人）

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

TEL：0570-016-100（ナビダイヤル）
受付時間：10：00～ 17：00
（土・日・祝日、年末年始を除く）

PHSや一部のIP電話をご利用の方　TEL：03-3556-5147
http://www.chord.or.jp

各支援制度に関するお問い合わせ窓口一覧

国土交通省住宅局
TEL.03-5253-8111（代表）
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/index.html

このガイドブックへのお問い合わせは、下記当協議会までお願いします。
このガイドブックを希望される方は当協議会ホームページからお申込みください。

発行：一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
TEL.03-3556-5430
http://www.j-reform.com

2 3

P.3 リフォームの流れやポイントを確認しよう！

P.12 リフォームってどんなもの？

P.25 リフォームのすすめ方と消費者支援制度

リフォームのお得な制度の紹介

P.36 Ⅰ  リフォームの減税制度
P.48 Ⅱ リフォームの融資制度
P.50 Ⅲ  リフォームの補助制度

P.52 各支援制度に関するお問い合わせ窓口一覧

ご近所の海
かいしゅう

宗家でのリフォーム見学会

昔ながらの家だったのに、
リフォームで見違えるように
きれいになるものだね

そうそう
昔からある思い出の柱を残して
リフォームした話を聞いて、
感動しちゃった

リフォームって、
傷んだところを修理したりする
だけじゃないんだよね

新築にも負けないくらい
素敵よね

P.27	 リフォーム見積チェックサービス

P.29	 クーリングオフについて

P.31	 弁護士等によるリフォームの専門家相談制度

P.33	 リフォーム瑕
か し

疵保険

P.35	 住宅履歴情報（いえかるて），既存住宅の住宅性能表示制度

消費者支援制度

目次 リフォームの流れやポイントを確認しよう！ リフォームの見学

－ マンガでわかる住宅リフォームガイドブック(表紙、目次) －
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●（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター発行の「住宅リフォーム相談◎事例集」をリフォー
ム相談対応時の必携相談ツールとして備えておくことが望まれる。

　＊「住宅リフォーム相談◎事例集」の参考資料に「相談に活用できる情報・サービス資源」が掲載
　 されている。相談ツール利活用の参考とされることが望まれる。

－「住宅リフォーム相談◎事例集」（表紙、目次）－
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●両組織のHP並びに「参考資料6　相談対応のための住宅リフォーム・紛争処理支援センター、住宅

リフォーム推進協議会刊行物」を参照のうえ、相談ツールを選定し、状況に応じて利活用していた

だきたい。

●国土交通省のHPや同HPに所在する「住まいのあんしん総合支援サイト」にもアクセスし、リフォー

ムに係る種々情報を把握しておくことも望まれる。

≪現状≫
●平成24年度に実施したアンケート調査結果においても多くの地方自治体が地域住民等に「住まいる

ダイヤル」を紹介している現状がみられている（309/491=62.9%。参考資料１　平成24年度「ア

ンケート調査結果」の概要、71ページの「紹介実績のある外部組織等」を参照のこと）。

≪実施例≫
≪愛知県：協議会作成の冊子を県下各市町村が活用≫

・ 愛知ゆとりある住まい推進協議会では住まいに関する幅広い情報を掲載した冊子「知って良かった

住まいの知識」を作成し、県内の市町村に配布している。同冊子では住まい・建築全般に係る相

談窓口に加え、「住宅リフォーム・紛争処理支援センター相談窓口（住まいるダイヤル）」や「住ま

いのホームドクター /設計者の会（NPO法人）」等といったリフォーム相談に係る窓口も紹介している

（2014年3月30日HPアクセス）。

     ＊「知って良かった住まいの知識」のコンテンツは、愛知ゆとりある住まい推進協議会のHPにも  

           掲載されている(http://www.yutori.gr.jp/)。また、愛知県（建設部建築局住宅計画課）も、HP

          上で同冊子を紹介している（2014年3月30日HPアクセス）。

－ 知って良かった住まいの知識（表紙）－


