




















マイリノベーション制度(セルフリノベ) 
 

マイリノベーション制度(セルフリノベ)とは 
 

住宅内の内装等を変更したり、新たなものを設置したり。住まい手が自身の好みやライフスタイルに合わせた暮

らしを実現可能にすることを目的とした制度です。公社が承認した工事項目については、退去時の原状回復が不

要となります。 

 

 
 

セルフリノベーションにおける入居までの流れ 
 

 

モデルルームをご覧いただきます。 

内覧後でないとお申込みいただくことはできません。 

  

 

お申込書を提出いただきますと、お部屋を押さえられます。 

  

 

お申込み資格を満たしていることがわかる、各種書類等を提出いただきま

す。工事内容の審査は別途公社への申請と公社の承認が必要です。 

  

 

資格審査に合格すると、公社がお客様への引渡しに向けた工事を行いま

す。この間に賃貸借契約の手続きを進めます。 

  

 

賃貸借契約を締結し、鍵をお渡しします。 

  

 

工事を行うには公社への申請と公社の承認が必要です。申請や工事は入

居後（契約期間中）も可能です。 

  

 

 

 

実施可能な項目はあらかじめ公社が設定した項目に限られ、工事に先立ち、申込者、入居者による事前の申請と公社の承認が必要です。躯体や共用部分を工

事することはできません。入居後に、改めて申請・承認を経て追加で工事を行うことも可能です。本資料の内容は平成 29年 5月 27日時点のもので、予告なく

変更になる場合があります。 

 

マイリノベーション制度(セルフリノベ) 
 

欲しい暮らしはみんなで創る 
 

 

退去時の原状回復不要!! セルフリノベーション可能住宅 
 

おてがるリノベ 

  
   Before After 

 

工事内容：襖撤去、壁・天井など塗装、フローリング材設置、フローリング材塗装他 

 

しっかりリノベ 

  
   Before After 

 

工事内容：壁・天井塗装、床フローリング貼り、キッチン流し台設置、吊戸棚設置他 

 
上記は試験施工にて行った住戸の写真(一部加工済み)です。棟や住宅により、仕様などが異なる場合があります。また、未修繕での引渡しを前提としていま

すので、引渡し時の住戸内の状態は部屋により異なります。 

お客様自身で企画から施工まで自由に実施していただけます。(公社の

承認が必要です) 

内容としては、2 つのメニューがあります。 

①おてがるリノベ 

 内装等は未修繕ですが、最低限の機能は備わっているため、手軽に

好きなところだけリノベーションしたい方向き 

②しっかりリノベ 

 給湯設備については改修しますが、内装の仕上げやキッチン、洗面台

等がないため、室内全体を自分好みにリノベーションしたい方向き 

 
制度概要 

壁・天井の塗装、仕上材の貼付、床材のフローリング張替(畳撤去を含む)、室内木製建具、襖などの撤去、押入

中棚の撤去、キッチン流し台取替え、化粧シートやタイルなどの貼付、造作棚の取付など 

(注)電気、ガス、給排水工事など有資格者が行う必要がある工事を行う場合は施工業者等を届出いただきます。 

施工可能例 

内 覧 

お申込み(部屋押さえ) 

申込資格審査 

公社工事 

賃貸借契約手続き 

賃貸借契約締結 

セルフリノベーション申請・審査 

リノベーション工事 

入 居 

1週間 

3～7週間 

フリーレント 

2～3か月 

棟別月額家賃表 
（単位：円） 

棟 9・11・15号棟 12・13号棟 
16・19・21・22・ 

24～26号棟 

階 
おてがる 
リノベ 

しっかり 
リノベ 

おてがる 
リノベ 

しっかり 
リノベ 

おてがる 
リノベ 

しっかり 
リノベ 

5 28,700 34,700 29,100 35,100 28,700 34,700 

4 30,100 36,100 30,400 36,400 30,100 36,100 

3 31,400 37,400 31,800 37,800 31,400 37,400 

2 
31,600 37,600 32,100 38,100 31,700 37,700 

1 

上記家賃とは別に共益費が月額 4,000円必要です。 



マイリノベーション制度(セルフリノベ) 
 

 

おてがるリノベ 
 

 
 

■和室 

 
畳の表替えはしていません。 

 

■ダイニングキッチン 

 
 

 
洗濯機置場は設置済みです。床は通常はクッショ

ンフロア仕上げとなります。 

■浴室 

 
浴室内に洗面器と鏡付き(形状が異なる場合

があります) 

 

 
給湯・追焚はバランス釜です。 

■トイレ 

 
 

 
50年前のクラシカルな木製ドア 

■玄関 

 
 

 

しっかりリノベ 
 

 
 

■玄関・洗濯機置場 

  
 

■浴室 

 

 
浴室リモコン 

 

■トイレ 

 
 

■洋室 

 
押入を撤去しワンルーム化 

 

 
流し台・吊戸棚撤去済み 

 

 
壁・天井の補修はしていません。 

■配管接続部 

 
キッチン(左から雑排水、ガス、給湯、給水) 

 

 
洗面室(左から雑排水、給湯、給水) 
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以下の点について、ご承知おきください。 

 

■団地再編計画(コンパクト化)について 

現在の 28棟 856戸の二宮団地のうち、10棟 276戸(右マップ上、

グレー表示の棟)を 3 期に分けて賃貸終了します。 

(1) 賃貸終了棟と賃貸終了時期について 

賃貸終了棟 賃貸終了時期 

4 号棟 平成 30年 3 月 

8 号棟、10 号棟、14 号棟、

23 号棟 
平成 33年 3 月 

17号棟、18号棟、20号棟、

27 号棟、28号棟 
平成 36年 3 月 

・ 賃貸終了棟への入居はできません。 

・賃貸継続棟の空室については、一般の入居者募集を行わず、

賃貸終了棟にお住まいの方の移転先とする場合がありま

す。 

(2) 賃貸終了後の建物・敷地について 

・ 原則として、賃貸終了後は建物を解体する予定です。 

・ 現時点では、跡地を売却する予定はありません。 

・ 廃止棟および跡地を利活用する内容は、現在まだ決まって

おりませんが、駐車場の増設や団地・地域の魅力アップのた

めの利活用を今後検討していきます。 

 

■修繕計画について 

賃貸継続棟においては今後、耐震診断・耐震改修工事、外壁塗装などの経年修繕、下水道接続工事を実施する予定です。 

(1) 耐震診断・改修工事について 

・ 耐震診断を実施し、耐震改修工事を行うことが望ましいと判断された場合は、耐震改修工事を実施します。 

・ 5 号棟～7号棟は、耐震性が高い壁式構造のため耐震診断の対象としていません。 

(2) 経年修繕について 

・ 経年修繕は、外壁塗装、鉄部塗装、屋上防水(一部の棟は実施済)、ベランダ・階段室防水、ベランダ手摺アルミ化、共用部照明器

具の LED化を計画しています。 

(3) 下水道接続工事について 

・ 下水道接続に伴い、屋外排水管改修工事を計画しています。 

・ 下水道接続がされた後は、各入居者様の負担として、下水道使用料がかかります。 

(4) 実施スケジュール(※1) 

棟番号 耐震診断 耐震改修(※2) 経年修繕 下水道接続 

1～3 号棟 平成 29 年度 平成 31 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

5～7 号棟 ― ― 平成 29 年度 平成 30 年度 

9 号棟、11号棟、15 号棟 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

12・13 号棟 平成 29 年度 平成 31 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

16 号棟、24～26 号棟 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

19 号棟、21・22 号棟 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

※1 スケジュールは平成 28年 4月現在のものであり、変更になる可能性があります。 

※2 耐震診断の結果、耐震改修工事を行うことが望ましいと判断された場合に実施します。 

 

 

二宮団地 特記事項 
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■お申込みについて 

(1) お申込み可能住戸 

・ ホームページにて空室一覧がご覧いただけます。(Adobe PDF形式) 

 https://www.nino-satoyama.com/boshujuko/ 

・ 空室一覧のタイプのところに家賃が入っているものが選択可能タイプとなります。 

・ 選択可能タイプは部屋の状態、設置済み設備の状況などにより公社で設定します。 

(2) 入居までの期間 

・ 原則として、お申込みおよび申込資格の確認をさせていただいてから工事を行うため、

入居まで日数がかかります。 

・ 各タイプごとの「契約始期日の決定」から「鍵のお渡し」までの期間は右表のとおりです。 

・ 工事期間(最短での契約日)は祝日や年末年始などの休日や全体の発注戸数などによ

り、さらに延長となる場合があります。 

・ 最長期間を超えての契約日の指定はできません。 

■1LDK-A5 タイプ、2K-B2 タイプ、2K-B3 タイプについて 

(1) 木材(杉)について 

床やキッチンなどに使われている木材について、その性質などをご理解いただき、お申し込みください。 

・ 色や模様、節の有無などはそれぞれの部材で異なります。部材の選択や交換などはできません。 

・ その性質から、時間経過に伴い、収縮しますので、将来床材などに隙間ができる場合もあります。 

・ 木材の表面はコーティングはされていませんので、ささくれなどが出る場合があります。 

・ 汚れがついたり、色が変わったりする場合があります。 

(2) フローリングお手入れ方法 

フローリングのお手入れ方法は以下のとおりです。(仕様：杉フローリングオイル塗装仕上げ) 

・ 普段はほうきや掃除機を使用、または雑巾、フロアワイパー(ドライタイプ)等で乾拭き 

・ 汚れがひどいときは、固く絞った雑巾等で拭く 

・ へこみ傷は、水を含ませたティッシュやキッチンペーパーをのせておくとへこみ部分が膨らむことがある(目安 1 時間程度) 

(3) オプション工事 

 県産材製の棚などのオプションは右表の金額で取り付けが可

能です。 

・ 複数をまとめて注文いただくと若干の割引があります。 

 <例> B2・B3 タイプの場合 

 ①+③⇒152,938円(3,240 円割引) 

 ①+②+③+⑤⇒330,684円(20,520 円割引) 

・ オプション品はお客様の所有物となります。居住中、公社

で修理対応等はおこないません。 

・ オプション品については退去時の原状回復(撤去)義務は免除となります。ただし、退去時に本来の機能が喪失している場合は撤

去していただきます。 

■その他 

(1) 電話・インターネット 

・ 電話線の宅内引込は公社では行いません。電話線の設置は入居者負担となります。 

・ NTT 東日本の「フレッツ光ネクスト ギガラインタイプ」の利用が可能です。(各住戸に実際に引込みが可能かどうかは NTT 東日本ま

でお問い合わせください。) 

(2) 電気関係 

・ アンペア数の上限は各戸 30A となります。また 200V電源は利用できません。 

・ エアコンは南側和室(または洋室)にのみ設置が可能です。 

・ 各居室(キッチン、ダイニングキッチンを含む)の天井の照明用引掛シーリングには壁付のスイッチがありません。ひもスイッチまたは

リモコンスイッチ付きの照明器具を設置してください。 

(3) 自転車置場・バイク置場 

・ 各棟に駐輪場があります。駐輪場内の空いているスペースに置いてください。（使用料は無料。申込み手続き等も不要。） 

・ 駐輪場の管理は自治会が行っています。 

(4) 石綿（アスベスト） 

・ 二宮第 2（5～7 号棟）においては、事前調査の結果、外壁仕上塗材に石綿の含有が確認されています。ただし、昨今の報道にあるよ

うな、吹付けアスベスト等とは異なり、仕上塗材に含まれるもので固化されているため、通常、飛散の可能性は低いものです。除去等

を行う際は、所轄官庁の指導に基づき適切な飛散防止措置を講じます。他棟については、今後計画的に調査を行っていきます。 

タイプ 
入居までの期間 

最短 最長 

A・B・C(修繕済) 3 週間 7 週間 

  〃  (未修繕) 5 週間 7 週間 

A1・A2・A3・C1 6 週間 8 週間 

A4 7 週間 9 週間 

B2・B3 8 週間 10 週間 

A5 10 週間 12 週間 

タイプ 項目 金額(税込) 

A5 ① 室内建具 2 箇所の木質化 約 9 万円(※) 

 ② キッチンカウンター 約 14 万円(※) 

B2/B3 ① 造作棚(洗濯機置場上部) 94,910 円 

 ② 造作棚(キッチン流し脇) 62,942 円 

 ③ 造作棚(キッチン・洋室間建具上部) 61,268 円 

 ④ 造作棚(玄関収納奥) 43,114 円 

 ⑤ バルコニーすのこ 132,084 円 
※A5 タイプの詳細な金額は 1月中旬頃以降にお問合せください。 

https://www.nino-satoyama.com/boshujuko/

