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～発刊にあたって～

市営住宅は市の住宅政策の一環として、国と市が多額の建設費を負担して建設したもので、

市民の貴重な税金が注ぎ込まれた公共の住宅であり、市民共有の財産です。

市営住宅に居住するにあたっては、「団地」という集合住宅であることから、一般の賃貸住宅と

異なった「団地生活のルール」が必要になります。

この「市営住宅のしおり」は、市営住宅に入居される方に、守っていただかなければならない

事項、知っておいていただきたい事項をわかりやすく解説したものです。

繰り返しお読みになって、明るく楽しい共同生活を過ごされるようお願いいたします。

～市営住宅業務の取り扱い～

市営住宅の修繕や一部アパートの保守点検、また消防法に基づく消防設備の点検の業務を

㈱室蘭振興公社施設管理センターへ委託しています。

● 市営住宅の入居・退去の手続き

● 家賃の徴収及び相談に関すること

● 自動車保管場所承諾書（車庫証明）の交付

● 入居証明に関すること

● 苦情・相談

● 市営住宅の修繕に関すること

● 市営住宅の施設管理に関すること

室蘭市都市建設部市営住宅課

℡ ２５－２６８３ もしくは ２５－２６８５

㈱室蘭振興公社 施設管理センター

℡ ２５－２６９５
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１．住宅使用料（家賃）等の納め方

(1) 家賃や駐車場使用料の納め忘れを防ぐた

めに金融機関から自動的に引き落としができる

安心・便利な口座振替をお薦めしています。

口座振替を希望される方は、取引金融機関

へ通帳と銀行印を持参し、手続きをしてくださ

い。

※ 口座振替以外の方は毎月月末までに、お近

くの銀行、信用金庫、労働金庫、市内各郵便

局、コンビニエンスストアなどにて、納付書で納

めてください。

(2) 納期限までに納入されないと督促状が発送

されます。

(3) 正当な理由なくして住宅使用料を３か月以

上滞納されますと、住宅の明け渡しを請求しま

す。また、連帯保証人にも住宅使用料の請求

を行います。

連帯保証人に迷惑がかかるとともに、住宅を

明け渡さなければならなくなりますので、家賃を

滞納しないようご注意ください。

なお、市営住宅課では家賃の納入について

の相談を随時受け付けておりますので、滞納さ

れる前にご相談ください。

(4) 家賃を滞納していると、各種申請（同居承認

や入居承継、駐車場使用・変更申請等）の受

付が原則できません。

～スマホ収納について～

室蘭市では平成 30 年 4 月 1 日から、ヤフー

公式アプリ、令和元年10月1日からはPAYPAY

を利用したスマホ収納をはじめました。対象は室

蘭市の税及び料金（※水道料金・下水道使用料

を除く）で、納付書にバーコードの記載があるも

のです。

スマホ収納は自宅にいながら支払えて、手数

料も一切かかりません。

用意するもの

スマートフォン、納付書（バーコードが印字さ

れているもの）

注意点

(1) クレジットカードによるお支払いはできません。

領収書は発行されません。（納付履歴はウォレ

ット利用明細にてご確認ください）

(2) バーコードの印字が無い納付書は利用でき

ません。

(3) 汚損等によりバーコード情報が読み取れな

い納付書は利用できません。

(4) 水道料金・下水道使用料はスマホ納付をご

利用いただけません。

詳しい使い方はガイドページをご覧ください

QRコードをスマートフォンで読み取るとヤフー

公式アプリガイドページが表示されます。

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

住宅使用料（家賃）等について
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２．住宅使用料の算定

市営住宅入居者（同居者含む）は、毎年収入

申告をすることが法律で義務付けられていま

す。

住宅使用料は、毎年度、入居者からの収入申

告に基づき、同居者を含む世帯全員の収入と、

入居している棟の場所・築年数・部屋の広さ・設

備などを勘案し算定しています。

毎年、市営住宅課より収入申告書提出のお

知らせを送付しています。未提出の場合は翌年

度の家賃が近傍同種の住宅と同額の家賃（アパ

ートで一番高い家賃）となってしまいますので、

必ず期日までに収入申告を行ってください。

なお、家賃決定後、収入に変動があった場合、

収入の修正申告が必要です。

３．収入超過者に対する措置

収入超過者とは、市営住宅に引き続き３年以

上入居している方で、市営住宅の種類に応じて

政令で定められている収入基準を超えている方

をいいます。

収入超過者となられた方は、住宅を明け渡す

よう努力する義務があります。

(1) 毎年、入居者からの収入申告に基づいて、

入居世帯の収入を認定し、収入超過者に対し

ては、「収入超過者認定通知書」にて通知しま

す。

(2) 収入超過者の認定を受けた方で、その後退

職、同居親族の増加等があったときは、新たに

申告することができますので、市営住宅課まで

ご連絡ください。

審査の結果により、取り消しや更正を行いま

す。

４．高額所得者に対する措置

市営住宅に５年以上入居していて、直近２年

間引き続き法令で定める基準を超える高額の

収入のある方を高額所得者といいます。

高額所得者が市営住宅に入居していることは、

公営住宅法の目的から見て不合理なことです。

そこで公営住宅法により、次のような措置が定

められています。

(1) 市長は高額所得者に対して、期限を定めて

住宅の明け渡しを請求することができる。

(2) 明け渡し請求を受けた高額所得者は、定め

られた期限が到来したときは、すみやかに住宅

を明け渡さなければならない。

(3) 明け渡し請求を受けた高額所得者が、病気

その他特別の事情がある場合において、その

者から申出があったときは、明け渡しの期限を

延長することができる。

５．住宅使用料の減免及び徴収猶予

次の各号に該当する場合は、一定期間、住宅

使用料を免除したり、お支払いできるまで徴収を

猶予されますので、市営住宅課へご相談くださ

い。

(1) 収入が著しく低額となったとき。

(2) 病気等で著しく生活が苦しくなった時。

(3) 災害等により著しく損害を受けた時。

６．敷 金

市営住宅に入居する際、家賃２か月分を敷金

として納めていただきます。
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１．入居世帯員の異動

(1) 同居者が死亡または退去する場合や、出生

により新たに同居者が増える場合は、すみやか

に『同居者異動届』を提出してください。

(2) 新たに同居させたい親族がいる場合は、

『同居承認申請書』を提出し、同居の承認を得

なければなりません。同居させることができるの

は名義人から３親等以内の親族に限ります。収

入要件等審査をし、同居資格を満たさない場

合は、同居を許可することはできません。

２．入居承継（名義変更）

名義人（申込人）が死亡または退去したとき、

同居者が引き続き市営住宅に住み続けるには

入居承継の手続きが必要です。

審査の結果、入居資格を満たさない場合は、

住宅を明け渡していただくことがあります。

（承継が可能な例：

同居している配偶者、高齢者、障害者等）

３．連帯保証人の変更等

連帯保証人は法令・条例・その他規定に定める

事項について、使用者と連帯して責任を負うもの

です。

次のような事項が生じたときは、連帯保証人変

更等の届出をしてください。

(1) 連帯保証人が死亡したとき。

(2) 失業等により、連帯保証人に保証能力がなく

なったとき

(3) 成年被後見人・被保佐人が指定されたとき。

(4) 住所・氏名・勤務先に変更があったとき。

(5) 連帯保証人と疎遠になったとき。

４．駐車場使用申請・変更返還申請

(1) 自動車を駐車する場合や買い替える場合は

市営住宅課へ届出が必要です。無許可での駐

車や路上駐車及び道路を車庫代わりに使用する

行為は法律で禁止されており、取り締まりの対象

となります。

保管場所使用承諾証明書の発行も市営住宅

課にて行っています。

市営住宅の敷地内に駐車できる車両は、原則

入居者名義の車両に限りますが、介護等のため

にやむを得ず駐車する場合や、空き区画が多く

余裕がある場合はその限りではありませんので、

都度ご相談ください。

(2) 駐車場の使用を中止し、区画を返還する場

合も届出が必要です。特に有料駐車場は、返還

申請を行わない限り、駐車場料金が発生し続け

るのでご注意ください。

(3) 身体障害者手帳（１・２級）を交付されている

方には駐車場使用料減免制度（一定期間、駐車

料金が免除となる制度）があります。

５．長期にわたり不在にするとき

やむを得ない理由により、市営住宅を１５日以

上不在にする場合は届出が必要です。

正当な理由なしに、市営住宅を長期にわたり使

用（居住）していない場合（水道や電気の契約を

していない等）は、市営住宅を明け渡していただ

く場合があります。

６．氏名変更

結婚や離婚などにより氏名が変わった場合は、

届出が必要です。

いろいろな届



4

７．住替えの申請

病気や加齢により、階段の昇降が困難になっ

たとき（医師の診断書が必要）や、世帯員の増減

により部屋の広さが不適当になった場合、住宅

の住替え申請が可能です。なお、住替え先の住

宅は選べません。

審査の結果、住替えが許可されない場合もあ

ります。

１．退去の手続き

(1) 住宅を退去されるときは、退去される日の

１０日前までに、退去届を市営住宅課に提

出してください。

あわせて棟の管理人に連絡してください。

(2) 退去の際は、入居時と同じ状態に戻してくだ

さい。ウォシュレットや瞬間湯沸かし器など、ご

自身で取り付けたものなどはすべて取り外して

ください。

(3) 月の途中で退去される場合の家賃・駐車場

料金、共益費（市で徴収している場合）は日割

計算となります。

(4) 無断で退去されますと、使用料は継続して請

求されます。

◎ 退去される前に住宅使用料・駐車場使用料・

電気代・ガス代・水道料・共益費等を完納して

ください。

◎ 退去のときは、住民票の異動、電気・ガス・水

道・郵便の手続きを必ずしてください。

２．修繕費の査定

(1) 退去されるときは必ず退去検査に立ち会っ

ていただき、鍵を返却していただきます。

(2) 入居時に納入した敷金は、未納分の家賃や

共益費（市で徴収している場合）、修繕費を

差し引き、残額があった場合のみ、退去立会

いの翌月末以降に還付いたします。また、大

幅に修繕が必要となった場合、追加で修繕費

を請求する場合もありますので、住宅は綺麗

に使用するよう心がけてください。

(3) 入居者負担修繕、不要の物品・ゴミ等の撤

去、部屋の掃除を必ずしていただきます。

３．車椅子用住宅・高齢者住宅

車椅子住宅や高齢者住宅に入居されている

方で、世帯員の異動等により入居資格がなくな

った場合は、当該住宅を明け渡していただきま

す。

なお、住替え先として他の市営住宅を紹介す

ることができますが、住替えに伴う費用は入居者

負担となります。

住宅を退去するとき
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１．入居者は、住宅・共同施設等について、正常な状態で維持管理し、使用しなけ

ればなりません。

２．修繕は、施設管理センターが行うものと、入居者に行っていただくものとがありま

す。また、入居者の故意や過失による破損や汚れは入居者の負担となります。

３．修繕が必要なときは、次ページからの修繕負担区分をよく読み、施設管理センタ

ーにご連絡ください。なお、修繕は内容により日数がかかる場合もあります。

４．退去時は、職員が立会い、修繕費の査定を行います。経年劣化以外の破損や

汚れはすべて修繕費が発生します。場合によっては費用が高額になることもある

ので、住宅は普段からきれいに使用するよう心がけてください。

５．退去時には、入居時と同じ状態に戻していただきます。

６．住宅設備の修繕中、設備が使用できない期間があっても、原則補償は行われま

せん。

住 宅 の 修 繕

～リース品に関して～

ガスストーブ、風呂釜、給湯器、オール電化製品等のリース品に関しては

直接室蘭ガスや北海道電力にお問い合わせください。

なお、リース品に破損や汚れを与えた場合、

リース元より高額の修繕費が請求される場合があります。
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公営住宅修繕区分一覧表

区分 種別・品名 故障・破損の状況 修繕方法 適 用
修繕負担区分

入居者 市

１

内

部

床

フロア

・スリ傷、塗装の剥がれ、

しみ、落書き、割れ等

取替、補修

塗装

入居者の故意、過失に

よる場合
○フローリング

モルタル塗り

タイル貼り
雨漏り等の不可抗力に

よる場合
○クッションフロアー

畳

壁

ボード類

・スリ傷、塗装の剥がれ、

しみ、落書き、割れ等

取替、張替

塗装、補修

入居者の故意、過失に

よる場合
○スレート板

プリント合板

モルタル塗り
雨漏り等の不可抗力に

よる場合
○クロス張り

プリントボード

天

井

ボード類

・スリ傷、塗装の剥がれ、

しみ、落書き、割れ等

取替、張替

塗装、補修

入居者の故意、過失に

よる場合
○スレート板

プラスター

雨漏り等の不可抗力に

よる場合
○リシン吹き付け

モルタル塗り

建
具

・
建
具
金
物
付
属
品

木製建具

・スリ傷、塗装の剥がれ、

しみ、割れ、破損、紛

失等

取替、張替

塗装、補修

入居者の故意、過失に

よる場合
○

アルミ製、鉄製建

具

ふすま、障子

ガラス

引手、丁番

レール戸車

クレセント

雨漏り等の不可抗力に

よる場合
○

ドアクローザー

郵便受け

ドアチェーン

鍵錠
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区分 種別・品名 故障・破損の状況 修繕方法 適 用
修繕負担区分

入居者 市

２

外

部

外

壁

モルタル塗り

・亀裂、剥離
補修、改修

塗装

入居者の故意、過失によ

る場合
○ブロック

塗装

ベランダ手摺り
自然劣化、不可抗力によ

る場合
○物干し

ベランダ仕切板

屋
根
・
屋
上

鉄板

・亀裂、剥離
補修、張替

塗装

入居者の故意、過失によ

る場合
○防水モルタル

シート防水

アスファルト防水 自然劣化、不可抗力によ

る場合
○

塗布防水

３

設

備

関

係

電

気

設

備

配線

・外部の故障

・壁の引出口故障

・絶縁測定

調査、取替

補修
○

各器具関係

・球切れ、破損
取替、張替

補修、塗装

廊下灯、階段灯の交換

（白熱球）
○

蛍光灯 廊下灯、階段灯の交換

（LED）
○

電球 室内電球の交換 ○

スイッチ 入居者の故意、過失によ

る破損
○

外灯

換気扇
不可抗力による場合 ○

器具本体

動力関係

・破損、不具合
取替、修理

補修

入居者の故意、過失によ

る場合
○共聴施設ポール

誘導灯

メーター器

不可抗力による場合 ○配電盤

分電盤・制御盤
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区分 種別・品名 故障・破損の状況 修繕方法 適 用
修繕負担区分

入居者 市

３

設

備

関

係

給

排

水

・

衛

生

設

備

給水管

・メーター前の管の亀裂、

破損等

・室内の管の亀裂、破損

取替、修理

入居者の故意、過失に

よる場合
○

老朽化、自然破損等不

可抗力による場合
○

・凍結 取替、修理

室内 ○

ＰＳ内 ○

入居者の故意、過失に

よる場合
○

排水管 ・詰まり 掃除 定期掃除を含む ○

設備、器機等

・破損
取替、修理

清掃

入居者の故意、過失に

よる場合
○

流し台、ガス台

調理台

洗面化粧台、洗濯

槽

目皿

老朽化、不可抗力による

場合
○

トリップ､レンジフ

ード

換気扇・ロータンク

ハイタンク・蛇口

付属パッキン ・破損、故障 取替、補修

○

使用年数の経過したもの ○

トイレ、手洗器

・破損
定期点検

清掃、修理

入居者の故意、過失に

よる場合

定期清掃、内部の清掃

○

不可抗力による破損等 ○

・詰まり 清掃

入居者の故意、過失に

よる場合
○

設備不良による場合 ○
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明記されていない箇所に修繕の必要が生じた場合、施設管理センターにご相談

ください。

施設管理センター （直通） ℡ ２５－２６９５

区分 種別・品名 故障・破損の状況 修繕方法 適 用
修繕負担区分

入居者 市

４

備

品

備

品

案内板

・汚損、破損、故障等
取替、補修

清掃

入居者の故意、過失によ

る場合
○

夏ブタ、吊り戸棚

水切り版

落下防止柵

消火器、プロパン庫

自然的狂い、法的義務の

あるもの
○

物置、物干し

手摺り

自転車置き場

陣笠

リース品 ・汚損、破損、故障等 取替、修理

暖房、給湯器、風呂釜

等、室蘭ガスや北海道電

力からのリース物品

○

５

そ

の

他

そ

の

他

害虫

・アリ、ゴキブリ、ダニ、

蛾、ネズミ、ワラジムシ

等の発生

駆除 ○

集合煙突
・詰まり 清掃 ○

・自然的腐食等 取替、補修 ○

側溝

・汚損、破損、故障等
取替、補修

塗装

入居者の故意、過失によ

る場合

○

○

フェンス

不可抗力による場合
○

遊具等
○



10

◎ 住宅使用上の注意

市営住宅は公共の建物であり、公営住宅法・

室蘭市営住宅条例等で運用されています。

したがって、しおりに書かれていることをよくお読

みになって、正しい住まい方・正しい使い方により、

快適な生活をされるよう心掛けてください。

◎ 禁止事項

１.譲渡・転貸は禁止されています。名目の如何

を問わず、住宅を他の者に貸し、または入居の

権利を他の者に譲渡した場合は、入居許可を

取り消し、住宅を明け渡していただきます。

２.犬・猫・鳩などペットの飼育や野生動物の餌

付けは禁止しています。発覚した場合、退

去していただきます。

３.敷地内での野菜や果物の栽培はできませ

ん。

４.許可なく他の人を同居させることはできませ

ん。

５.市営住宅の増改築や無許可の模様替はで

きません。

６.市営住宅を居住目的以外に使用することは

できません。

７.その他、公営住宅法等関係法規、室蘭市営

住宅条例および規則等に違反する行為。

《 専 用 部 分 》

１.玄 関

(1) 住宅の鍵は３本１組となっています。紛失した

り盗難に遭った場合は取り替えてください。この

費用は入居者の負担となります。

(2) 玄関ドアの乱暴な開け閉めは建物に響き、他

の入居者に迷惑をかけますので、お互い静か

に開け閉めしてください。

(3) ドアにはドアスコープ・チェーン・新聞受け等を

つけてありますので、十分利用し防犯には常に

お互い心がけてください。

(4) 玄関の掃除は、掃き掃除や拭き掃除にて行っ

てください。水を流しますと階下へ水漏れし、迷

惑をかけることになりますので注意してください。

住宅の使用について
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２．台 所 ・ 洗 面 所

(1) 流しや洗濯等の雑排水管は最上階から下水

道公共桝まで１年に１回は必ず総合的に掃除を

してください。

この清掃料は各入居者負担となります。

（共益費の中に掃除料を積立し、専門業者と年

間契約をする方法もあります。）

(2) 排水口には米粒、茶がら、ゴミ、油類等を流さ

ないようにしてください。

(3) 目皿をはずして、１日に１回は掃除してくださ

い。

(4) ステンレス流しは必ず中性洗剤で洗ってくださ

い。

※ クレンザーや金タワシ等で磨くと細かな傷が

つきます。

(5) ガスを使用するときは、必ず換気扇を回してく

ださい。換気扇、レンジフードのフィルターや羽

は、時々はずしてクレンザー等で拭き掃除をし

てください。油がこびりついて回らなくなります。

(6) 常に清潔に整理・整頓してください。

３．浴 室

(1) ガス風呂釜が設置されている住宅の場合、浴

槽及びガス釜は室蘭ガス㈱と賃貸契約をしてい

ただきます。

(2) 入浴時は必ず換気してください。

(3) 浴室の扉の下についている給気口や浴室の

排気口はふさがないでください。

(4) 夜遅くの使用は他の入居者に迷惑をかけます

ので注意してください。

よくゴミが溜まる

（とくに風呂場の髪の毛など）

※目皿、ストレーナー、ワントラップの下側に
つまったゴミは取り除いてください。
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４．ト イ レ

(1) 紙は水洗トイレ用のトイレットペーパーのみを

使用してください。

※ 紙おむつ・衛生綿等は排水管を詰まらせる

原因となります。この場合の修理などの費用

は入居者の負担となります。

(2) 便器やタンク配管に水滴がついたら雑巾等で

拭き取ってください。

(3) 便器・手洗器は中性洗剤で時々掃除し、清潔

に保ってください。

(4) 冬期間の凍結には十分注意してください。
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手洗付ロータンク故障のとき

A 水が止まらない場合

１．浮ゴムが古くなって弁の役を果たさなくなった場合

⇒ 新品と取り換える

２．浮ゴムが正しく弁室に戻らない場合

⇒ くさりを調節する

３． 浮玉がゆるんで内部金具にふれている場合

⇒ 浮玉支持棒がゆるまないようにナットを十分に締める

４． クサリがからまっている場合

⇒ からまりを外す。

この場合、浮ゴムが閉じたときクサリが１環くらいたるむようにする

５． タンク水抜栓弁座にゴミ等がはさまった場合

⇒ ゴミを取り除く、新しいパッキンまたは浮玉を取り替える

６． 洗浄管の接続部より水漏れがある場合

⇒ 元栓を止める

B タンクの貯水量の調節

水が少ない場合は支持棒を静かに上に曲げ、多すぎて溢れ出る場合は下に

曲げてください。
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フラッシュバルブの故障の原因とその対策

注１ フラッシュ弁修理の際は忘れずに開閉ネジをマイナスドライバーで右に回して

閉止してからすること。

注２ 開閉ネジ部を修理する際は水道の元栓を閉じること。

故障の分類 故障の原因 対策及び調整

水が流れ放しになった

場合

１．ピストンバルブとシートの間に雑物がはさまって

いないか

２．シートまたはシートパッキンに傷がないか

３．ピストンバルブのビスの小孔がつまっていないか

４．押棒と逃がし弁との間に隙間がなく常に押棒が

逃がし弁を押していないか

５．ピストンバルブのストレーナーにゴミがつまって

いないか

６．逃がし弁付近のゴムパッキンが傷んで漏水して

いないか

・雑物を取り除く

・ゴムパッキンを取り替える

・小孔を針様のもので掃除する

・隙間が 15mm程度になるように

調節する

・ブラシ等で軽く清掃する

・ゴムパッキンを新しく取り替える

水が出なくなった場合

１．押棒と逃がし弁との隙間が広すぎて押棒が逃が

し弁にとどいていない場合

２．ワン皮パッキンが摩耗等により傷んでいないか。

・押棒を長いものと取り替える

この場合隙間が 15mm 程度に

なるようにする

・新しいパッキンと取り替える

少々の摩耗なら指で広げる

放水量が少ない場合 調節ネジをしめすぎていないか ・調節ネジを左に回して調節する

放水量が多い場合 調節ネジがあきすぎていないか ・調節ネジを右に回して調節する

吐水時間が短い場合 調節ネジをしめすぎていないか ・調節ネジを左に回して調節する

吐水時間が長い場合

１．開閉ネジがあきすぎていないか

２．ビスの小孔にゴミがつまり気密室に少量の水しか

入ってこない場合

・調節ネジを右に回して調節する

・ビスの小孔を掃除する

ウォーターハンマーを

生じた場合

１．ワン皮を押している３本のビスがゆるんでいる場

合

２．非常に水圧が高く、かつ開閉ネジが開きすぎて

いる場合

３．ピストンバルブのワン皮に故障がある場合

・気密室に多量の水が流水し、ピス

トンバルブが急閉止して音が発する

ので３本のビスを固く締めつける

・開閉ネジをネジ込み、水の通路を

絞る

・気密が漏れてピストンバルブが急

閉止するためハンマーを生じるので

ワン皮を取り替えるか指で広げる

ハンドル部分よりの漏

水の場合

ハンドル押棒部のパッキンが摩耗していないか、

またはパッキンナットがゆるんでいないか

パッキンを補充するかパッキンナット

を増し締めする
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５．居 間 ・ 和 室 ・ 洋室

(1) 中・高層住宅では、階下に人が居住していますので「ドンドン」と音をたてないようにしてください。

特に夜はテレビ・ラジオ・音響機器等の音量は控えめにし、また大声での会話や掃除・洗濯等は近

隣の迷惑になりますので注意してください。

(2) 鉄筋コンクリート造りの住宅は湿度が高くなりやすく結露がおこりやすいので、換気口小窓等を開

いて換気してください。

特に押入れの下部・隅の部分は風通しをよくし、除湿を心がけてください。

(3) タタミは年に 1回、日光にあて清掃してください。

(4) 建具等は大事に使用してください。

(5) 転落防止のため、窓側には物を置かないでください。

(6) 床に防水加工はされていませんので、水をこぼすと階下に漏水する恐れがあります。

万が一、他の住宅に害を及ぼした場合、被害者や市から損害賠償を求められる場合があります。

水をこぼしてもすぐに拭き取る等、十分にご注意ください。
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結 露 現 象 に つ い て

１． 結露はどうして起こるのか

わかりやすい結露の現象は、ガラスコップに冷たい水を入れると、コップの周りに水滴がつきます。

この現象が結露の状態です。

２． 結露が起きる原因

(1) 暖房器具の大型化で必要以上に室温が上がること。

(2) ポータブルの灯油暖房器、ガス暖房器の使用。

(3) 炊事、洗濯時の乾燥、入浴時の水蒸気の発生。

(4) 人体からの汗、水分の放出。（特に寝具への吸湿放出）

３． 結露を防ぐ方法

(1) 室内の水蒸気の発生量を少なくする。

● 煙突のない灯油暖房器、ガス暖房器類は絶対に使用しないでください。

（灯油 1 リットルから 1 リットルの水分が発生します）

※電気ヒーターやホットカーペット等は認められています。

(2) 室内の換気をして、風通しをよくする。

● 炊事、洗濯の物干し、入浴時等は随時換気をする。

● 押入れの下部、隅の部分を風通しよくする。

● タンス・本箱・家具等を置く場合、壁より 10ｃｍくらい離して置く。

(3) 各室内に大きい温度差がないようにする。

● 南側、北側の部屋、押入れの内部（特に下部、隅の部分）の温度を一定にする。

● 室内の温度を２０℃～２２℃、湿度を５０％に調節する。

例えば…室温２７℃を２２℃に下げると１５％の燃料が節約されます。

● 室内に温・湿度計を用意し調節する。

もし、窓・ガラス・敷居に水滴・氷等が付着した場合は雑巾、古新聞で拭き取って

ください。結露が大量に発生し、床や壁などから、近隣の部屋に浸水したとき、損害賠償が

求められる場合もあります。

入居者の皆さんがお互いに協力し、快適な生活をされますようお願いします。
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６．ベランダ

(1) ベランダの床は完全防水ではありませんので

洗濯排水を流さないでください。水を流すと階

下に漏れ、排水管などを経由して流れた排水が

地上に流れ出て悪臭や害虫の発生をまねき、

環境を悪くします。

(2) ベランダの排水管の目皿掃除を時々おこなっ

てください。

(3) 隣家との仕切板は火災等の時の避難通路に

なりますのでベランダには絶対に物を置かない

でください。また、ベランダにゴミ類を放置する

のは絶対にお止めください。

(4) ダンボール箱その他踏み台になるような物を

置かないでください。小さなお子さんが足場とし

てよじ登る可能性があり、非常に危険です。

(5) ベランダから物を投げないでください。

７．電 気

(1) 電気容量は建設年度により１０Ａから２０Ａを

基本とします。建物によっては入居後、容量契

約を変更することは可能です。北海道電力（株）

へお問い合わせください。

(2) 一時的にたくさんの電気器具を使用するとブ

レーカーが落ちます。

● 使用中の電気器具を外し、ブレーカーを

ONに入れてください。

(3) コンセントの使用でタコ足配線は漏電等の危

険がありますので、絶対しないでください。

※ ベランダから物が落下すると、重大な事故に

つながる可能性があります。

絶対に物を置かないでください。
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８．ガ ス

(1) 地域によっては都市ガスとプロパンガスがあ

ります。

(2) 入居当初のガス開栓は室蘭ガス（株）が立

会し、ガス器具の点火試験をして、取り扱いに

ついて十分説明を受け、事故のないようにしてく

ださい。

(3) 部屋の換気に十分注意し、中毒事故のない

ようにしてください。

(4) ゴム管のヒビ割れや、古くて弾力のないもの

は使用せず、十分差し込んで安全バンドで止め

てください。

(5) ガスについて異常や事故があった時は、す

みやかに室蘭ガス(株)に連絡してください。

(6) お出かけの際は必ず火元を確認し、十分防

火に心がけてください。

９．給 排 水 設 備

(1) 入退去の時は室蘭市水道部に手続きをし

てください。

(2) 冬期間、長期に渡り家を空けるときや、冷え

込みの激しい夜間等は、必ず水抜きを行うなど

凍結防止に努めてください。水抜きを怠り、水道

管が破裂し、漏水により近隣の住宅に害を及ぼ

した場合の損害賠償は入居者の負担となりま

す。

※住宅により水抜き方法が異なります。

電動式・・・台所付近の壁にスイッチがありま

す。

手動式・・・水道メーター室や物置等に水抜き

バルブがあります。

(3) 給水管による漏水は、本管からメーターま

では室蘭市水道部へ、住宅の中での漏水は施

設管理センターへ連絡してください。

(4) 使用中に断水した場合、水栓を閉めてくだ

さい。

(5) 洗濯中の漏水による近隣住宅への被害が

多く発生しております。被害者や市から損害賠

償を求められることもありますので、ご注意くださ

い。
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１０．テレビアンテナ

住宅には、ＵＨＦに対応する共視聴用アンテナが設置されていますので、各家庭で個々にアンテナ

を設置する必要はありません。室内に専用端子を設置しています。接続は、各家庭のテレビにより違

いがありますので、最寄りの電器店に相談してください。

景観保全や建物機能の維持管理のため、アマチュア無線のアンテナ等、屋上やバルコニー手すり

などへのアンテナの設置はすべて禁止しております。なお、ＢＳ放送の共視聴アンテナが未設置の住

宅でＢＳアンテナを設置する場合に限って、バルコニーにのみ設置が可能です。この場合、バルコニ

ー手すりが設置止め具(金具)により傷がつかないよう被覆処置をしてください。また、設置したアンテ

ナが落下や破損をしないよう設置者で適切な対応を施してください。もし災害や落雪等でアンテナが

破損・落下した場合の被害に対して、市では賠償することができません。

BS アンテナが設置されているかは、市営住宅課までご確認ください。

住宅の増築・模様替・工作物の設置禁止

★ 市営住宅を増築・改築・模様替・敷地内に工作物を設置することは禁止されています。

★ 無断で設置した場合は、損害賠償・住宅の明け渡しをしていただきます。

ただし、「市営住宅模様替等許可申請書」を提出し、許可を得た場合はこの限りではありま

せんので、所定の手続きをしてください。

※ 手摺りの設置など軽微な模様替については「市営住宅模様替等申請書」を提出し、許可

を得た場合は入居者の負担で設置することができます。

※ エアコンは基本的に設置できませんが、型式によっては許可できる場合がありますので、

市営住宅課へ確認してください。
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《 共 用 部 分 》

１．廊 下 ・ 階 段

(1) 掃除は皆さんで協力して随時行い、いつもき

れいにして使用してください。

(2) コンクリートは音が響きやすいので、静かに歩

くように、また大声での会話は慎むよう心掛けて

ください。

(3) 共用部分に荷物を置かないでください。特に

大きい荷物は、緊急時の避難の障害になりま

す。

(4) 廊下・階段は禁煙です。

２．Ｐ.Ｓ (メーター類収納スペース)

(1) Ｐ．Ｓにはガス・水道メーター、ガス・水道管、

汚水排水管等が配管されています。

(2) 検針の障害になりますので、物は置かないで

ください。

３．自転車置場

(1) 自転車置場は、各棟に設置（一部には設置さ

れていない棟もあります）してあります。整理・整

頓して利用するようにしてください。

(2) 盗難には十分気をつけてください。

(3) 自転車置場は禁煙です。

４．駐車場

(1) 許可を受けた車以外の駐車を認めておりま

せん。駐車場利用希望の場合や車を入れ替

えた場合は必ず申請をしてください。無許可

での駐車や路上駐車及び道路を車庫代わり

に使用する行為は法律で禁止されており、取

り締まりの対象となります。

(2) 自動車は、駐車場の決められた区画内に駐

車してください。特に住宅前のアプローチや

路上駐車は、人身事故や落雪による損壊事

故が生じるもとになるだけでなく、ゴミ収集車

の作業を妨げたり、緊急時の救急車や消防車

の出入をふさぐことになります。

(3) 駐車場内ではスピードを出しすぎないようにし

てください。

(4) 駐車場使用料を３か月以上滞納されますと、

駐車場使用許可が取り消され、駐車できなくなり

ます。

(5) トラブルのないようご利用ください。なお、駐車

場内でのトラブルは原則当人同士で解決いた

だきます。

(6) 駐車場は禁煙です。

(7) 有料駐車場で区画に充分な空きがある場合、

外部の方へ貸出しを行う場合があります。
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５．エレベーター

(1) エレベーター内で飛んだり跳ねたりするとエレ

ベーターが止まります。

(2) 溝にゴミ・雪等が詰まりますと止まりますので、

お互いに協力して掃除してください。

(3) 特にいたずら等の無用な使用は電気の負担

が多くなりますので注意してください。

(4) 小さなお子さんの一人乗り、夜間の女性の一

人乗りは危険です。お互いに注意してください。

(5) 必要以外のボタンを押すことは、事故のもとに

なります。

(6) エレベーターが動かなくなった時は、非常停

止ボタン・非常呼出ボタンを押し、インターホン

で外部と連絡をとってください。

(7) 故障を発見した場合、ステッカーに明示されて

いる連絡関係者にお知らせください。

(8) 火災や地震の際は、エレベーターは使用しな

いで階段を利用してください。

(9) エレベーター内は禁煙です。

６．敷地内の公園

(1) 団地内には、子供の遊び場や緑の広場が設

置されています。

(2) 遊具は大切に使用し、お互いに協力して除

草・清掃を行い、美しく楽しい団地にしてくださ

い。

(3) 遊具施設によっては、幼児が一人で遊ぶと危

険なものもあります。必ず保護者が付き添うよう

にしてください。

(4) 敷地内の公園は禁煙です。

７．団地内通路・敷地

（オープンスペース）

(1) オープンスペースは、入居者の皆さんが利用

する敷地であり、駐車場としてのみに利用する

敷地ではありません。

(2) 団地内の通路・敷地・排水溝は春と秋の清掃

週間に合わせて行うようにしましょう。また、冬期

間の除雪はお互いに協力して行ってください。

(3) 環境の美化、花壇スペース等の運営は入居

者相互のコミュニケーションの場として利用して

ください。

※ 農作物の畑として利用することは出来ません。

(4) 芝生・樹木等の保護維持については皆さんの

ご協力をお願いいたします。

※ 敷地内に物品を置かないようにしてください。

(5) 敷地内は屋外であっても禁煙です。
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８．ゴミステーション

ゴミは必ず下記のルールを守って出してくださ
い。

◎ 指定のゴミ袋を使用し、ゴミを分別して入れてく

ださい。

◎ 所定のゴミ置場に、曜日を守って朝８時までに

捨ててください。

◎ 袋に入らないゴミは必ず、ゴミ処理券（シール）

を貼って出してください。

※ 引っ越しなどでゴミが大量に出たときは、自分

で石川町のメルトタワー21 へ運ぶか、右記の

「許可業者」へ収集を依頼してください。

※ 次の４品目は購入先の家電店か右記の「許可

業者」へ処理を依頼してください。

・テレビ ・冷蔵庫 ・洗濯機 ・エアコン

※ 電話機、デジタルカメラ、リモコンなどの小型家

電は室蘭市で回収ボックスを設置しておりま

す。

火 災

普段から火災予防に気を配り、火災が発生した

場合は速やかに１１９番に通報し、避難してくださ

い。避難が困難な場合は、窓や出入り口の戸を閉

めて火や煙が室内に入らないようにしてください。

廊下、ベランダ、階段室などや防火戸の周辺に

自転車などの物品を置きますと防火戸の機能が有

効に作動せず、また避難通路も確保されない状態

になりますので物品を置かないでください。

【原因別の消火方法】

油類 ⇒ 消火器を使う。

電気器具・電線 ⇒ ブレーカーを切る。

ガス ⇒ 元栓を閉じる。

入居者の不注意による火災は、現状回復・損害

賠償・住宅明渡し等を求めることになりますので注

意してください。

【収集運搬許可業者】

・道南清掃㈱ ☎ ４３－５５８０

室蘭市東町３－２－１１

・道南クリーンセンター ☎ ５５－５０８３

室蘭市高平町１－１９

・三協清掃㈱ ☎ ４１－５０７１

室蘭市日の出町２－１８－２

ゴミの出し方等についてわからないことが

ありましたら下記までお問い合わせください。

室蘭市役所生活環境部環境課

☎ ２２－１４８１

※ ゴミの不法投棄や放置は法律で禁止されてい

ます。たとえ小さいゴミであっても刑罰に処される

場合があります。絶対にしないでください。

台 風

(1) なるべく留守にしない。

(2) 外廻りの窓・出入り口等はしっかり閉じておく。

(3) 室内側に雨が吹き込まないように新聞紙等を

隙間に詰める。

(4) ラジオ・テレビ等で常に情報を得るよう心掛け

る。

(5) 強風で飛散しそうな物品は置かない。

地 震

(1) あわてて外に飛び出さない。

(2) すばやく火の始末をする。

(3) 落下物・転倒しやすい物から身を守る。

(4) 避難にはエレベーターを使用しない。

災 害 予 防
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市営住宅は、一定の条件の下に不特定の方が

入居しています。お互いにルールを守りましょう。

１．動物の飼育禁止

市営住宅では、犬・猫・鳥などを飼うことは禁止

しています。また、餌付けも禁止しています。

飼う方にとってはなんでもない鳴き声・臭いなど

も、他人にとっては大変迷惑になるものです。

「飼わない・飼わせない」を徹底しましょう。

２．迷惑行為

次のことがらは常識的なことです。

お互いに注意を払い、他人に迷惑をかけないよ

うにしてください。

(1) 階上から物が落ちて人身事故になると大変

です。落ちる原因になるものをベランダや手すり

の上、共用階段等に置かないでください。

(2) コンクリートは、音に対して意外と敏感です。

集合住宅の性格上ある程度聞こえることは避け

られませんが、テレビ・ステレオ・楽器などは音量

に注意してください。深夜・早朝の洗濯やドア・

窓などの開閉音にも注意してください。

(3) 床に完全防水を施してあるのは浴室だけなの

で、少しの水でも階下に漏水します。洗濯機の

ホースが抜けたなど、もし不注意で階下に漏水

させた場合、階下の方が被った損害賠償の負

担や、畳・建具・天井などの補修費の負担をし

ていただくことにもなりますので、水漏れには十

分注意してください。

(4) 共用部はすべて禁煙です。（屋外であっても

敷地内は禁煙です。）

迷 惑 行 為 等 の 禁 止
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《共益費》とは、団地生活を営む上で、共同で使用する施設・設備の維持運営に要する費用

をいい、入居者全員で負担していただきます。

維持管理が必要な施設・設備はおおむね次のとおりです。

☆ 廊下灯・階段灯・外灯の電気代

☆ 電球の取り替え費用

☆ 受水槽ポンプ動力代

☆ エレベーター動力代

☆ 排水管・集合煙突の清掃代

☆ テレビ共聴アンテナブースター電気代

☆ 排気ファン動力代

☆ 水槽等凍結防止ヒーター電気代

☆ 敷地内の芝生や樹木等の管理

※ 建物により負担の内容が異なるため、金額は各アパートで独自に定めています。

なお、令和４年度より、高齢化等によって住人による共益費の徴収・管理が困難な住棟に関して

は市による徴収・管理が可能となりました。詳細は市営住宅課までお問い合わせください。

市営住宅の管理人（連絡員）の職務内容は、次のとおりとなっています。

１． 管理する住宅等の維持管理に関すること。

(1) 住宅の主体部分（基礎、屋根、壁、階段など）及び関連施設の破損、故障等により

修繕を要する場合、施設管理センターへ連絡すること。

(2) 住宅及び関連施設が火災、強風、洪水等により災害が発生した場合、市営住宅課へ

連絡すること。

(3) 住宅敷地の環境保全に関すること。

２． 入居者の入居・退去の確認に関すること。

３． 自動車の保有者の把握に関すること。

４． 市営住宅課からの通知文書等を配布すること。

５． その他、市営住宅課が指示する事項。

日常生活のいろいろなことについて、入居者皆さんで協力し合い、快適な団地生活を過ごすこ

とができるよう、管理人へのご協力をお願いします。なお、特段の事情がない限り、管理人に氏名

等を知らせてください。

※ 管理人は市が各団地の状況等を把握したり、市の業務に協力いただく連絡員です。

共益費の徴収・金銭管理等は、管理人の業務ではありません。

共 益 費 に つ い て

管理人（連絡員）



25

１．自治会

市営住宅は、多くの人々が共同生活を営む関

係上、いろいろな問題が生じがちです。

それらの問題は、その団地全体の入居者が協力

して解決しなければなりませんので、皆さんで自治

会を結成し、団地の親睦をはかり、諸問題を解決

して、快適な生活を送ってください。

結成した自治会は、よりよい地域作りのため、町

内会連合会に加入することを推奨しております。

２．安否確認

近年の高齢化に伴い、全国的に孤独死が問題

となっており、残念ながら市営住宅でも毎年発生し

ております。入居者の皆さまが日常生活で以下の

ような異変を感じましたら、警察もしくは市営住宅

課までご連絡いただきますようお願いいたします。

○新聞や郵便物がたまっている

○昼間でも電気がついたままになっている・夜にな

っても電気がつかない

○洗濯物が干したままになっている

○夜通しテレビの音が聞こえるが、居住者の声や

姿を見かけない

○助けを呼ぶような声がする

○いつも参加していた集まりで見かけなくなった

○異臭がする など

※ 家を空ける場合は数日であっても近所の方や

管理人に声をかけるよう心がけてください

※ 緊急性が高いと判断した場合は、鍵や窓を破

壊し部屋の中へ入ることがあります。その際の鍵

や窓の破壊・付け替え等の費用は入居者の負

担となりますので、ご理解のほどお願いします。

３．集 会 所

団地には、集会・講習会・その他入居者相互の

親睦・福利厚生・教養等の向上を目的に集会所を

設けています。

きまりをよく守って利用してください。

集会所一覧表

４．そ の 他

(1) 市営住宅の建替、その他市営住宅の用途を

廃止する場合には、立ち退いていただくことが

あります。

(2) 住宅管理上、必要があるときは住宅の立入検

査を行います。 この場合、検査員は身分証明

書を呈示しますのでご協力ください。

名 称 住 所 ・ 電 話 申し込み先

弥生集会所
東町 1-26-2

℡ 44-0968

株式会社

中田商会

℡ 43-7669

たいわ集会所
東町 5-10-3

℡ 46-3577

白鳥台集会所
白鳥台 5-2-2

℡ 59-4806

そ の 他
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最近、市営住宅において火災・漏水事故が多発しています。事故を起こさないように注意を払って生

活していただくことはもちろんですが、事故等が起こった際に加害者・被害者ともに保険に入っていなか

ったため、家財や引っ越し代の保障が何もなく、数十万円～数百万円もの損失を被る場合がありますの

で、もしもの事故に備えて、住宅総合保険への加入をお勧めしております。なお、市営住宅入居者の過

失による火災や漏水事故などに対しては、加害者はもとより被害者であっても室蘭市では、補償等は出

来ませんのでご注意ください。

※室蘭市で斡旋している保険会社はありません。ご自身で損害保険会社にお問い合わせください。

住宅総合保険の主な補償内容について

●火災保険（家財保険）

家財を目的に付帯する火災保険契約を家財保険などと呼びます。家財とは生活関連の動産全般（TＶ

やパソコン・冷蔵庫・洗濯機などの AV機器や家電、テーブルやタンス、洋服など）のことです。

【補償内容例】

≪損害保険金≫

・失火やもらい火による損害を補償（消防活動による水ぬれ、破壊などを含む）

・風水害等の自然災害による損害を補償

・ガス爆発など、破裂・爆発による損害を補償

・給排水設備に生じた事故などを原因とする水ぬれによる損害を補償

・家財、現金の屋内での盗難を補償

≪費用保険金≫

・不注意により水道管を凍結させてしまい、破裂した水道管を修理する場合

・建物のドアのカギが盗難され、錠を交換する場合

・事故の復旧に必要な、仮修理や原因調査をおこなう場合

・事故の後に生じた残存物の取片づけや、清掃をおこなう場合

・消火に使用した消火薬剤を再取得する場合

●賠償責任保険（※特約）

賃貸物件で自分が火災の火元になった場合、賃貸物件の所有者（市）に対しては損害賠償義務が発

生します。自分が火災を起こして数千万円単位の賠償責任を負った場合、保険なしで賄うことは困難と

思われます。

また共同住宅などの場合、火災の消火活動による放水や水道管凍結等によるに漏水によっても階下

に被害をあたえることがあります。こうした日常生活の賠償責任を補償するのが賠償責任保険（特約）で

す。

（※特約として火災保険、自動車保険、傷害保険等につけることができます。）

【補償内容例】

≪個人損害責任補償特約（借家人賠償責任補償特約）≫

・賃貸物件の所有者への法律上の賠償責任を補償。（例）タバコの火の消し忘れから、建物に被害をあ

たえた。

・日常生活での第三者への法律上の賠償責任を補償。（例）洗濯機の水があふれ、階下の住宅の家財

に損害をあたえた。

※上記保険内容は参考例です。保険会社、契約内容により補償内容が異なりますので、必ず詳細をご確

認のうえ契約してください。

住宅総合保険について
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◎ 市営住宅入居時・退去時の手続き

◎ 市営住宅関係連絡先一覧

◎ 休日・夜間の連絡先

手続き内容 手続き先 電話番号

住民票の異動

戸籍住民課（広域センタービル） ０１４３－２５－２４１６

蘭東支所（東室蘭駅連絡通路内） ０１４３－４６－１１１１

水道の使用開始・中止 室蘭市 水道部料金課 ０１４３－４４－６１１８

電気の使用開始・中止 北海道電力 ０１２０－１２－６５６５

ガスの使用開始・中止

ガスリース機器の契約関係
室蘭ガス ０１４３－４４－３１５６

郵便の移転届 最寄りの郵便局

相談内容 連絡先 電話番号

修繕に関すること
㈱室蘭振興公社

施設管理センター
０１４３－２５－２６９５

水道に関すること 室蘭市 水道部料金課 ０１４３－４４－６１１８

電気に関すること 北海道電力 ０１２０－１２－６５６５

オール電化住宅の

リース機器に関すること
北海道電力 室蘭支店 ０１４３－４３－８６３３

ガスに関すること

ガスリース機器に関すること
室蘭ガス ０１４３－４４－３１５６

上記以外のご相談 室蘭市 市営住宅課
０１４３－２５－２６８３

０１４３－２５－２６８５

相談内容 連絡先 電話番号

給排水・衛生設備の緊急修繕 室蘭市管工事業協同組合 ０９０－３３９６－３０１１

上記以外の緊急連絡 室蘭市役所代表電話 ０１４３－２２－１１１１


