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● すまいに関するイベント情報 

● すまいに関する助成制度情報 

● 京都市内で実施されている無料相談窓口 

CONTENTS 「京 安心すまいセンター」では、すまいに関する様々な相談をお受けいたします。 075-744-1670  

10 

各イベントのお申込・お問合先は京安心すまいセンターまで！(裏表紙最下部に電話番号他掲載) 
ホームページ「京すまいの情報広場」からもお申込いただけます。 

京安心すまいセンター 
秋のイベント祭 

    すまいスクールタイアップ 

「相続対策の新潮流 『家族信託』による円満相続のすすめ」 
  家族信託について知り、円満相続による空き家問題の解決方法等を 
  学びましょう！ 
 

    日 付：11月1日（土）13：30～14：30 
            定 員：200名(先着順)   参加費：500円(資料分実費として) 
   場 所：京都国際交流会館(左京区粟田口鳥居町2番地の1) 
   共 催：一般社団法人 相続相談センター 

        すまいスクールタイアップ型(全2回) 

    「京都市指定有形文化財駒井家の住空間に学ぶ」 

第1回 10/25(土) 14：00～16：00 「W.M.ヴォーリズによる住宅建築」 
    建築家W.M.ヴォーリズによって設計された駒井家住宅に見られる、すまい 
    づくりの工夫について学びます。 

第2回 11/15(土) 14：00～16：00 「駒井家住宅で考える –建てる、住まう-」 
    ヴォーリズの住宅を体験し、ヴォーリズが大切にした「建てる・住まう」とは 
    何であったのか、を学びます。 
    講師：元一粒社ヴォーリズ建築事務所 所長 石田 忠範氏 
 

    定 員：各30名(先着順)   参加費：各日1,000円(修復積立金として) 
   場 所：駒井家住宅(左京区北白川伊織町64) 
   共 催：公益財団法人日本ナショナルトラスト 駒井家住宅活用検討会 
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【凡例一覧】所開催する場所  時開催する日時  対対象者  定定員  ￥参加費用  申申込方法  主主催  問申込・問合先  ☎電話  FAXファックス  ✉電子メール  HPホームページ   他その他 

 

すまいに関するイベント情報 

京都市内のイベント 10月12日(日)/ 11月9日(日)/ 12月14日(日)  
 

森林観察と木工教室 
 

小学生が楽しみながら完成させることのできる、京北産木材を使った
キットを用意します。  
 

10月12日 「ハロウィンかぼちゃのウェルカムボード作り」  
11月  9日 「クリスマスツリーを作ろう」  
12月14日 「来年の干支羊を北山杉丸太でイス作り」 
 

所京都市京北森林公園(京都市右京区京北塔町愛宕谷25-3) 
時9:30～12:30 対小学生全学年と保護者(是非親子でお楽しみ
ください) 定先着順10名まで￥無料 申電話(開催7日前から申し
込み受付) 主・問京都市京北森林公園 ☎075-853-0200 

「安すま☆通信」(安心すまいづくり☆通信)は、京（みやこ）安心すまいセンター、区役所、市内公共施設(図書館・文化会館等)などに配架しています。 
京都市などで開催されるすまいに関するイベントや、支援制度の情報を掲載しています。詳細については各お問い合わせ先にお尋ねください。 

10月14日(火) 
 

町家をトーク2014 第7回 《銘木》  
 

 「町家をトーク」は、京町家の職人さん等が語る町家の学校です。 
 今回はテーマ『銘木』について、 
   ・京町家と銘木 ～構造材としての材料と銘木～ 
   ・室内の室礼 真・行・草 
   ・適材適所  
 などのテーマでお話を聞きます。 
  講師：吉村 英二氏 ＜㈲松文商店 代表取締役＞ 

 

所「ひと・まち交流館京都」地下1階ワークショップルーム(河原町五条
下る東側) 時19:00～21:00 定40名(事前申込要) ￥1,500円 
(学生1,000円)、通年会費12,000円/12回(毎月第2火曜日)  
申FAX 主・問「町家をトーク」事務局(担当：岡田優) 
☎090-6550-2468 FAX075-315-2394 

９月27日(土)～12月20日(土) 
 

マンション管理組合交流会セミナー 4回シリーズ 
「大規模修繕工事の進め方」 

 

 大規模修繕工事の計画から完成までを解説します。 
 個別相談もお受け致します。 
 

第83回 9月27日(土)14:00～16:00  ３Ｆ第３会議室 
 テーマ 「長期修繕計画の重要性と見直し方法」 
 講師：田中建治（当 NPO 法人正会員・一級建築士） 
第84回 10月25日(土)14:00～16:00 ３Ｆ第３会議室 
 テーマ 「大規模修繕工事の進め方－手順の解説」 
 講師：五十嵐政文（当 NPO 法人正会員・マンション管理士） 
第85回 11月22日(土)14:00～16:00 ２Ｆ第２会議室 
 テーマ 「設計監理コンサルタントの業務内容と選び方」 
 講師：森 治幸（当 NPO 法人正会員・マンション管理士） 
第86回 12月20日(土)14:00～16:00 ３Ｆ第３会議室 
 テーマ 「施工業者の選び方と工事中の管理組合の役割」 
 講師 : 佐中育郎（当 NPO 法人正会員・マンション管理士） 
 

どの回に御参加いただいても結構です。 
併設:14:30～16:30個別相談会(要予約)無料 、3階ロビーにて 
 

所京都市立「ひと・まち交流館京都」(河原町五条下る東側、市バス
停「河原町正面」前) 定各回20名(申込先着順、定員になり次第
締切) ￥無料 主・問NPO法人京都マンション管理ネットワーク(後
援：京都市住宅供給公社京安心すまいセンター) 申電話、FAX 
☎・FAX075-275-0514(担当：佐中) 

10月10日(金) 
  
シンポジウム 建設未来京都フォーラム2014 

 

基調講演 「建設業の未来づくりは人づくり」 
 木村 亮氏（京都大学大学院工学研究科教授・工学博士 
                   NPO法人道普請人理事長） 
パネルディスカッション（Ⅰ）「建設業リアルー建設業を描く」 
        マンガ広報冊子「雨のち晴れ」作成経緯をめぐって 
コーディネーター：新井 清一氏 
          (京都精華大学デザイン学部建築科教授） 
パネリスト：一般社団法人京都府建設業協会広報委員会 
       河上 大志郎氏 
      (マンガ「雨のち晴れ」著者 京都精華大学マンガ学部卒業生) 
       竹宮 恵子氏(京都精華大学マンガ学部教授) 
       京都府担当者 
パネルディスカッション（Ⅱ）「建設業を考える」 
       建設業の担い手づくりの課題と展望 
コーディネーター：建山 和由氏 
          (立命館大学理工学部環境システム工学科教授) 
パネリスト：木村 亮氏(同上) 
              宮脇 恵理氏(ミヤシステム株式会社 常務取締役) 
              神原 孝行氏(株式会社五星 取締役副社長) 
 
※プログラムは変更する場合があります。 
 

所京都市立国際交流会館イベントホール(京都市左京区栗田口烏
居町2-1) 時14:00～17:00 ￥無料 申FAX、HPにて、企業・団
体名・住所・氏名・電話番号・FAX番号・メールアドレス・参加希望人
数を明記のうえ 問建設未来京都フォーラム事務局 
☎075-414-3000 FAX075-414-3344 
HPhttp://www.kensetsumirai.jp 

10月15日(水) 
 

EcologyInternational  

～えこいん話～vol.4  
 

エコロジーでインターナショナルなお話(えこいん話)の第4弾です。 
世界の環境問題や、環境教育を通じた国際協力の事例紹介をしま
す。「EcologyInternational」な視点で、私たちが世界や環境の
ためにできることを一緒に考えてみましょう。今回は、西アフリカ・ブルキ
ナファソと中米・ベリーズでの環境教育のお話です。 
 Part1. きいてみよう！ 
      事例紹介①ブルキナファソでの環境教育 石井敬己氏 
      事例紹介②ベリーズでの環境教育 古澤福太郎氏 
 Part2. しゃべってみよう！ 
      事例を受けての意見交換・参加者交流 
 

所京エコロジーセンター(京都市伏見区深草池ノ内町13) 時18:30
～21:00 定50名(先着順) ￥無料 申電話、FAX、HP 主京エコ
ロジーセンター、京都市職員国際協力研究会arco iris 問京エコロ
ジーセンター ☎075-641-0911 FAX075-641-0912 
HPhttp://www.miyako-eco.jp/ 

安心すまいづくり☆通信 掲載内容募集  
 すまいに関する情報を募集しております。イベント情報掲載希望の方

は、075-744-1670にご連絡ください。 

※ 特定企業の宣伝、営利を目的とした内容のイベントは掲載いたし
ません。お寄せいただいた情報も誌面の都合により、掲載できない場
合がございます。 



 

京 安心すまいセンターが運営する 
すまいに関する総合情報サイト 

http://www.miyakoanshinsumai.com/ 

  

 http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/mailmag/index.html 

安すま通信   検索  

安すま★通信 
メルマガ版 登録者募集 

 

facebook  https://www.facebook.com/miyakoanshin 
˝ 

11月7日(金) 
 

公益社団法人京都不動産研究協会による 

「不動産無料相談会」 
 

日々の生活の中でも特に判断が難しい「不動産」に関する相談に、専
門的な視点から総合的にお答えするため、公益社団法人京都不動
産研究協会が京都市の後援を得て、弁護士、税理士、司法書士、
土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅建取引主任者による「不動産
無料相談会」を実施します。  
 相談時間：10:30～16:30(受付10：00～16：00) 
 

所ひと・まち交流館 京都(河原町五条下る、市バス「河原町正面」
前)時10:30～16:30 (受付10:00～16:00) ￥無料 定当日受
付(先着順) 主・問公益社団法人京都不動産研究協会 
☎075-231-5113 

～11月19日(水) 

「蛤御門の変と「どんどん焼け」 
 －テーマ展あれから150年－」 

どんどん焼け火災図(かわら版) 

11月8日(土) 
 

～安心・安全な住まいを見つけるために～ 

不動産に関する消費者講座＆無料相談会 
 

不動産について関心を持ち、安心・安全な住まいを求めておられる消
費者の皆様を対象に、不動産に関する相続税・贈与税のあらましや、
民法改正の動きなどについて分かりやすくお話しする「消費者講座」と、
参加者からのご質問やご相談にお答えする「不動産無料相談会」を
併せて開催致します。是非ご参加下さい。 
 

所ウィングス京都(京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262) 
時13:30～16:30 ￥無料 定予約制 主(公社)全日本不動産協
会京都府本部（共催：NPO法人京都消費生活有資格者の会、
公益社団法人全日本不動産協会京都府本部、京都府消費生活
安全センター）問京都府消費生活安全センター(075-671-0030)、
または(公社)全日本不動産協会京都府本部(075-251-1177) 

10月24日(金) 
 

京都市すこやか住宅ネット主催 

高齢者向け住宅の見学会 
 

60歳以上の方とそのご家族を対象として、高齢期に適した住宅を見
学して頂けます。普段なかなか見に行けない施設、この機会に是非お
越し下さい！ 
 

 スケジュール(予定) 
 10：00 地下鉄「竹田」駅北改札口 集合・受付 
 10：30 シニア住宅「ジュネット京都 久我の杜」見学・昼食 
 13：00 出発 
 13：40 こう・ゆう・ちん「シャリテすざく」・「シャリテ壬生」見学 
 15：00 地下鉄「五条」駅経由、「京都」駅八条口解散 
 

対市内在住の60歳以上の方及びそのご家族(1組2名まで) 
定10組(事前申込要、抽選制) ※当選者には詳細を記したハガキを
お送り致します￥500円(昼食代実費) 申はがき、FAX、Eメールにて、
氏名・年齢・住所・電話番号・同伴者の有無とその氏名、続柄を明
記の上、京安心すまいセンター(裏表紙下部に住所等あり)まで。申
込期間：10/1(水)～14(火)※消印有効、期間厳守 問京(みや
こ)安心すまいセンター ☎075-744-1670 FAX075-744-1637  
✉info@kyoto-sjn.jp HPhttp://www.kyoto-sjn.jp/ 

京都中心部が戦場となり、京都
市街に大きな火災をもたらした蛤
御門の変は元治元年(1864年) 
7月19日に起きました。 
今年平成26年で150年を迎え、 
これを機に京都に大きな影響を 
与えたこの事件と火災について、 
歴史資料や写真パネルで回顧す
る展示を開催いたします。 

 

所京都市歴史資料館1階展示室（上京区寺町通丸太町上る）
時9:00～17:00(休館日：月曜日、祝日) ￥無料 主・問行財
政局 歴史資料館 ☎075-241-4312 FAX075-241-4012 
他展示解説：平成26年10月23日(木)の午後2時から30分程度。
申込不要。 

11月11日(火) 
 

第9回「住まいの応援談」 
 

 テーマ 
 「安心して住み続けるための収納術と心の整理」 
 

歳を重ねるにつれて思い出の品も多くなり、なかなか家を片付けられな
い…そんな悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。 
片付けの問題は個人に留まらず、時に親子の関係にも影響し、場合
によってはゴミ屋敷や家を放置すること＝空き家へとつながります。 
京都市、(公財)京都市景観・まちづくりセンターの後援を受け、今回
は安心して住み続けるための家の片付け方として、整理・収納の方法
だけでなく、片付けに伴う心の整理についてもお話し頂きます。 
 

 講師：上坂 薫氏(モノコミュ研究所) 
 

所東山開睛館 2階多目的室(京都市東山区六波羅裏門通東入
多門町155番地) 時19:30～21:00 定なし￥無料 申不要 
問六原まちづくり委員会(担当：菅谷) ☎075-561-7541 
協京都女子大学、(一社)京都府建築士会、 (一社)京都府不動
産コンサルティング協会、(一社)相続相談センター 

 
10月29日(水) 
 

京都市「空き家活用×まちづくり」 
モデル・プロジェクト公開審査 

 

地域力を活かし、空き家の新しい活用方法提案を実現するために必
要な費用の一部を助成する京都市「空き家活用×まちづくり」モデル・
プロジェクト。同プロジェクトの公開プレゼンテーションと来場者参加型に
よる審査を実施し、補助金対象となるプロジェクトを選定します。 
 

所ひと･まち交流館京都2階大会議室(下京区西木屋町通上ノ口上
る梅湊町83番地の1) 時18：30～20：30 対どなたでも ￥無料 
申京都いつでもコール(☎075-661-3755、FAX075-661-5855、
HPhttp://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html)まで、
催し名、電話番号、代表者の氏名、参加人数を明記。期間10月1
日(水)～10月27日(月)必着 主・問京都市都市計画局まち再生・
創造推進室(075-222-3503) 
 



京（みやこ）の秋のすまい方 ～文雅人(ぶんかじん)の生活～ 
文：京安心すまいセンター 山岡 伸二郎 

 

 後 ( あ と ) の 月 見  

 月を愛でることは、古くから行われていました。特に秋の月は 
ことのほか美しいといわれ、中秋の名月の夜には日本のみ 
ならず中国や韓国においてもいろいろな行事が行われました。 
 中秋とは、秋である旧暦の7月から9月の真ん中の日、旧暦 
8月15日のことで、今年は9月8日にあたります。 
 日本では平安時代の延暦９年(909)8月15日、宇多(うだ)法
皇が別荘に文人を招き、池に浮かぶ月を見て漢詩を詠ませたと 
『日本紀略』に記され，これが「月見の宴」の始まりだといわれて
います。当時は月を直接見ることを忌む風習があり、『竹取物
語』にも月を眺めるかぐや姫が注意される場面が出てきます。 
 中国の唐の時代では、この日を「中秋節」と呼び、月神に供
物をして月を拝み、月餅などを食べて豊作を祈るものでした。ま
た韓国ではその日を「秋夕(チュソク)」という祝日とし、墓参りを 
するなど、日本のお盆に当たる日となります。 

月 待 ち  
  江戸時代、夜に庶民が出かけたり集まることは稀でした。 
  娯楽であった歌舞伎も、現在のような照明はありませんから、一般の公演は日の入りまででした。 
  また、藩邸にいる武士は夜間外に出ることはなく、時代劇で見る夜に遊郭を歩く藩邸の武士は、現実には昼間に通ったのです。 
  庶民が夜に集まることが許されるものとして宗教行事がありました。 
  その一つに「月待ち」というものがあります。 
  これは、三日月待、十六夜待、十七夜待、十九夜待、二十二夜待、二十三夜待などの特定の月齢の夜に「月待講」と称す 
  る仲間が集まり、飲食を共にし、お経を唱えて月を拝み、悪霊を追い払うというものでした。 
  文献からみると室町時代に端を発し、江戸時代の文化・文政期(1804～29)の頃に全国で流行しました。 
  最も古く、最も普及したのが「二十三夜待」で、16世紀ごろに京都の公家社会で行われました。特に旧暦の正月、5月、9月の 
「月待ち」が重視され、その夜は家の主人は斎戒沐浴して翌朝まで起きているのが本来で、勢至菩薩(せいしぼさつ)の掛軸を 
飾りました。これは、二十三夜の月は勢至菩薩の化身と考えられたからです。二十三夜に勢至菩薩に念ずれば万劫の 
罪が滅するという俗信がありました。 
  庶民はこの日、何処かの家に近隣の人々が集まって酒食や長話などを楽しみながら月を拝したそうです。 
  その日の月は下弦の半月、月の出は午前零時頃で、月が出た後も夜が明けて日が出るまで夜を徹しました。 
  世間をはばからず、堂々と夜通し庶民が集まることが許された宗教行事だったのです。 

 月見と言えばやはり団子、所謂「月見団子」を思い浮かべますね。 
 庶民に月見の風習が広まるのは江戸時代になってからで、中秋、旧暦8月15日の夜、
月が見える場所にススキを飾り、一年の月の数である12個の団子や里芋を盛り、酒を 
供えて月を眺めるようになりました。また「芋名月」とも呼ばれ、農家では秋の収穫祭でも 
ありました。 
 江戸時代の風俗史家の喜田川守貞筆の類書(百科事典)『守貞漫稿』や江戸から赴
任した大坂町奉行の久須美祐雋(くすみとしすけ)筆の随筆『浪花の風』では、月見団子
について、江戸と京、大坂(当時は「大阪」ではなく「大坂」)の違いを述べています。 
 

「月見に団子を作ることは江戸も京、大坂と同じだが、江戸は何も団子につけない。京、 
大坂の団子は、きな粉や餡をつけて食べる。」 
 

 現在、京都などの和菓子屋でみられる月見団子は芋型で餡を巻いたようなものですが、
ここにそのルーツを見ることができます。 
 しかし「後の月見」には団子を供えないようです。 
 前述の『浪花の風』には「十三夜は団子を作ることはなく、茹でた豆を多く用意し、 
家内の下女、下男までこれを食べる。そのため、十三夜の月を【豆名月】と 
いう。」と述べています。 

月 見 と 団 子    

京都のくらし・昔の知恵 



 

 時 代 祭       10月22日(水) ※雨天順延  

 京都三大祭りの一つである「時代祭」は、その中で最も新しい祭りです。 
 平安遷都から1,100年目を記念して明治28年に桓武天皇を祭神として平安神宮が造営され、10月22日から24日ま
で紀念祭が盛大に挙行され、その翌日25日、市民によって組織された「平安講社」によって各時代の風俗に扮した仮
装行列が行われました。 
 翌年からは毎年遷都の日にあたる10月22日になり、これが「時代祭」の始まりとなりました。当初は６行列でしたが、大
正、昭和初期に列が増やされ、戦後の昭和25年に時代婦人列が加えられ、現在に至っています。 
 列の順序は、明治維新から順次古い時代に遡って延暦時代に至り、どの列も京都にかかわる列になっています。 
 先頭は「維新勤王隊列」、２番目は「幕末志士列」、桂小五郎、坂本龍馬、高杉晋作等、３番目は「徳川城使上
洛列」です。これは、幕府が重要な皇室の行事の際に京都へ城使を上洛させた様子を偲ばせるものです。 
 ４番目は「江戸時代婦人列」で、和宮をはじめ蓮月、吉野太夫、出雲阿国など、５番目は「豊公参朝列」で豊公が
牛車に乗って御所に参内する様子、６番目は「織田公上洛列」で応仁の乱後、織田信長が羽柴(豊臣)秀吉らを連
れて上洛する行列、７番目は「室町幕府執政列」で足利将軍を先頭に主要氏族が御供衆として従う様子、８番目は
「室町洛中風俗列」で室町時代後半に経済力を蓄積した京の町衆によって盛んに催された風流踊り、9番目の「楠公
上洛列」は後醍醐天皇が隠岐から還幸された際、楠木正成が天皇を迎え上洛した様子、10番目は「中世婦人列」
で、大原女、桂女、淀君、静御前等、11番目は「城南やぶさめ列」で、鎌倉時代、後鳥羽天皇が朝威回復を図られ、
城南離宮での流鏑馬(やぶさめ)に託して近畿十余国の武士を召された様子をあらわしています。 

 12番目は「藤原公卿参朝列」、平安中期以後、藤原氏の盛時における文武
両様の姿、13番目は「平安時代婦人列」で、巴御前、常盤御前、清少納言、
紫式部、小野小町などが続きます。 
 14番目は「延暦武官行進列」、征夷大将軍坂上田村麻呂を先頭に行列が
進み、15番目は「延暦文官参朝列」でこの時代の公卿諸臣の参朝の状景を
あらわし、時代風俗はここで終わります。 
 この後に「神饌講社列」、雅楽の伶人の「前列」、次に先の御鳳輦(ごほうれ
ん)に孝明天皇、後の御鳳輦に桓武天皇がおわす「御神祭」が進み、その後に
「白川女献花列」、最後に桓武天皇平安遷都の際にその御列の警護にあたっ
た丹波国の「弓箭組」(きゅうせんぐみ)がしんがりをつとめ、京都御所から平安神
宮までの道のりを、雅やかに進んでゆきます。 

文：京安心すまいセンター 生川 慶一郎 

    
秋のすまい方情報 

冬支度に向けてのおすすめリフォーム 

(図１)夏のしつらえ 

(図２)冬のしつらえ 

京町家に受け継がれる夏の暑さと冬の寒さをしのぐ居住文化 
 京町家では、外部空間と内部空間とのつながりが重視され、その中で豊かな
居住文化が蓄積されてきました。 
 夏の暑い時期は、縁側と座敷の間にある建具(たてぐ)を外して代わりに御簾
(みす)を下げ、日射を遮りながらも通風を確保できるようになっています(図1)。 
 一方、冬の寒い時期は、建具をしめきり、縁側を外部空間からの寒さのクッ
ションとしながら、雪見障子やふすまなどの自然素材でつくられた建具で部屋
を細かく区切ることで(図2)、冷気の侵入を防ぎ、暖房能力の低い火鉢でも暖が
採れるように工夫されています。 
 以上のような、京町家におけるすまい方は「模様替え」と呼ばれます。「衣
替え」の時期である6月初めと10月初めに執り行うのが一般的で、現在でも多
くの京町家に受け継がれています。昔ながらの京町家には外部空間と内部空間
のつながりを大切にしながら、断熱性能は低いながらもエネルギー消費を抑え
つつ快適性を高めるしくみが備わっていました。 
 

 これから暖房費が心配になる冬の季節に突入していきますが、現在ある開口
部の内側にもう一枚窓を設置するだけでも寒さ対策になります。 
 京都市では今年度から「既存住宅省エネリフォーム支援制度」を立ち上げ、
内窓設置等に補助金がでます。 
 

 他にも住まいの耐震化や太陽光パネルの設置などについても補助金を用意し
ておりますので、是非この機会に快適な住まいに向けてのリフォームをご検討
ください。(京都市の補助制度は8ページをご参照ください。) 



 

※京安心すまいセンターでは、すまいよろず相談を実施しています。 (内容によってはお受けできない相談もあります。詳しくはセンターまで 

   お問い合わせください。) 今号の文中の相談者は実在しません。京安心すまいセンターに寄せられた相談をもとに作成しています。   

第3回「わかれ道 ～私にはこれしかない～」へ続く… 

 
                                           4回連続企画 

 

第2回 決心 ～清水の舞台から飛び下りました～ 
そろそろ家が欲しい京子さん、人生初の大きな買い物を悩みに悩んで決心しましたが…。  

おなじみＹ建築士が様々な悩みにお答えします。 

 Y建築士の     お悩み相談室 

お悩み ３ 
 

文：京安心すまいセンター 横山 好三・内野 理絵 
イラスト：京安心すまいセンター 吉松 亜侑美  

お悩み 1 
 

Ｙ建築士、注文住宅で建てることに決めました。 
まずは土地選びです。 
安全な土地を買いたいけれど、どう選べばいいの？ 

 土地選びの際は開発年度や周囲の石積み等のひび割れ状態を 
よく調べましょう。 
また、地中の状況は知っておきたいものですね。 
地震による液状化現象などは地盤の含水率の影響によるもの 
です。 
10～20万円くらいで調査できますので、ボーリング調査を 
お勧めします。 

土地にも情報収集が大切なのですね。 
不動産屋で良い土地を見つけたんですが、 
お隣が空き家みたい…。大丈夫かしら？ 

家を建てるにあたっては特に問題はありませんが、周囲の環境に 
ついての情報を知る必要はあるでしょう。 
どれくらいの期間空き家になっているのか、放置されているのか 
いないのか等ですね。 
この先、建物が崩落したり、ごみ屋敷になりだしたら大変です。 

お悩み ２ 
 

土地は高い買い物、慎重にしないとね…。 
土地代以外にも何かお金が必要ですか？  

取得税、保存登記費用をはじめ、土地によっては塀を作っ 
たり、木を切り倒したり、庭石を取り除いたり、埋蔵物の 
撤去など…ライフラインの整備の程度も大事です。 
思いもよらない費用が必要になる場合があります。 

誰しも騙されたくないと思っていますが、騙される事件が後を絶ちません。 
不動産の購入にあたって冷静になれない精神状態になることが多々あります。 
今購入しようとしている家や土地を客観的に見る冷静さが試されます。 
納得いかない話は曖昧にしないこと。しっかり情報を確認しましょう。 

土地の売買契約前です。 
だまされないためにはどうしたらいいの？ お悩み  4 

 



すまいの相談  Q 
 A 相隣トラブルについて 

 

「安すま☆通信」(安心すまいづくり☆通信)は、京(みやこ)安心すまいセンター、区役所、市内公共施設(図書館・文化会館等)などに配架しています。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文：京安心すまいセンター 人見 有希 

秋深き 隣は何を する人ぞ… 
芭蕉も人恋しさを歌った秋。昨今、人間関係が希薄になっていると言われています。 

ご近所とうまく付き合っていくにはどうしたらいいのでしょうか？ 

Q 

A 
            掃除機や足音など、生活音に含まれる音であれば、             
      もしかしたらお相手の方は意識していないかもしれま 
      せん。五感に関する受容度合いは人それぞれなので、
その辛さを訴えかけるには、その騒音がどのくらいのレベルなのか
を客観的に調べる必要があります。 
京都市であれば、申し込めば北部環境共生センター(075-
451-0211) か 、 南 部 環 境 共 生 セ ン タ ー (075-671-
0511)で簡易騒音計の貸出を受けられます。(台数に限りが
ありますので、まずお電話にてご確認下さい) 
その結果と、実際の音を、まずは管理人さんや世話役さんなど
第三者に確認してもらってはどうでしょうか。 

ご近所の騒音が辛いです。 
 

Q 

      風や自然がすることは、人の世の法律では判断が 
      難しいですね。 
      ですが、人間が住居に立ち入ることはまた別の話。 
民法上、例えお隣さんが「うちの枝がごめんなさいね」とおっしゃっ
ても、あなたのお家に勝手に入ってきて掃除することはできません。 
掃除してもらえるように交渉してみるのも手だと思いますが、「そち
らのお宅の葉っぱだ」という証拠を突き付けるのも、難しいですね。 
 良い関係を保つためにも、お互い様だと思ってお掃除してみませ
んか？ 
ただ、常識の範囲を超えてひどい量であれば、土地の占有権の
侵害として改善をお願いすることはできます。 

台風一過、気付いたらご近所の木の枝 
や葉が我が家の庭にわんさか… 
片付け、我が家がしなくちゃいけないの？ 

 

Q 
ご近所のタバコのにおいが家に入って 
きます。 

      換気扇の下で吸っていたりする場合、お互いの換気 
      置や風向きによって、煙が入ってくるといったこともある 
      ようです。 
お子さんの喘息などがあれば健康状態も気になるところですね。 
しかし、嗜好品でもあるし、お相手が自宅の敷地内で吸ってい
るようであれば吸わないで下さいと強制することは難しいです。 
かと言って毎日窓を閉め切るわけにもいかないし…デリケートな
問題ですよね。 
お相手が吸っておられるところに、穏やかにお願いに行ってみては
どうでしょう。ひょっとしたら、煙がこちらに流れていることを、お相
手は知らないかもしれません。 

Q じゃあ、お隣との境目、『境界線』って 
どうやって調べるの？ 

       一度でも調べたことがあるようなら、法務局で調べる    
      ことが出来ます。それで納得がいかなかったり、調べた
ことがないようなら、土地家屋調査士に測量と登記を依頼して
みましょう。土地家屋調査士は国家資格で、測量や不動産表
示に関する登記のスペシャリストです。 
お隣の人にも立ち会ってもらい、この機会に正確に調べて境界
確定をしておけば今後も安心です。 

      基本的に、建築が始まったということは、建築基準法 
      によってその建築物が認められたと判断できます。 
            土地の持主が何を建てるかは、建築基準法やその
地区の景観法などに違反していない限りは自由ということになり
ます。 
では、「50cm」の根拠とはなんでしょう？ 
民法にはこういう条文があります。 
 

『第234条（境界線付近の建築の制限） 
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の
距離を保たなければならない。 
2．前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、
隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることが
できる。 
ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が
完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。』 
 

簡単に言うと、「家と家の間は50ｃｍ以上離して建て、違反し
ていたらその責任を問える」ということ。 
しかし、京都市内、特に市街中心地の土地の広さは限られて
いるので、50cm以下は違法だと言い切ると、お互いの生活が
成り立たないのです。 
そこでこういう条文が追加されています。 
 

 『第236条（境界線付近の建築に関する慣習） 
 前２条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。』 
 

つまり、その土地土地で、町並みや家々が出来てきた文化や
経緯があります。 
その慣習に各土地で従ってよいとのこと。 
ですので、「50cm以下、即ち違法！」ということにはなりません。 
窓の位置や目隠しは、後から建物を建てる方が気を付けるのが
奥床しい京都人としてのマナーではないでしょうか。 
せっかくお隣同士で過ごしていくのですから、お互いに心地よく生
活してゆけるよう話し合いで合意を得ていくことをお勧めします。 
 
 

Q 
お隣にマンションが建つみたい。 
窓の位置や、日当たりが心配… 
絶対に50cm以上離して建ててもらえ
るんですよね？ 

 

A 

A 

A 

A 



 京 安心すまいセンターは、京都市住宅供給公社が運営しています  
 

■ すまいスクール  
すまいやくらしに役立つ講座やイベントを実施しています。 
一般市民対象の「すまいスクール」のほか、「子ども向けス
クール」、事業者対象の「専門家向けスクール」、すまいに関
する専門家団体と連携して実施の「すまいスクールタイアップ
型」も開催しております。  
■ すまいスクール出張版 
日頃からセンターの相談業務に対応している専門家を、皆
様のご近所まで派遣します。PTAや自治会、マンション
組合などの集まりなどにお役立てください。 

 すまいに関するセミナーやイベントを開催 
 しています。 ２ 

京 安心すまいセンターは 

■ 耐震・エコ助成ホットライン 
耐震診断士派遣事業や耐震改修助成事業、耐震専門家派
遣事業、省エネリフォーム助成事業、太陽光発電等の自
立分散型エネルギー利用設備の設置等に関するお問合せ
やお申込み受付を行うほか、すまいの耐震化やエコ化に
関する疑問や相談に応じます。 

すまいの耐震化、エコ化、太陽光発電シス
テム等の助成制度の相談、申請を一元的に
支援します。 

4 

分譲マンション、建て替え・大規模修繕の
アドバイザーを派遣しています。 

３ 

分譲マンション管理組合の方を対象にマンション管理士等
をアドバイザーとして派遣し、効果的な修繕計画の作り方
や建て替え、建物を良好なものにするためのアドバイスを
行っています。 

■ 一般相談（開館中随時、予約不要）  
センター職員が一般的な相談に電話や面談で応じます。 

■ 専門相談（毎週日曜日午後、予約制）  
専門家が、建築、法律、不動産、分譲マンション管理等専

門的な知識が必要な相談に応じます。   

 すまいに関する相談を行っています。 １ 

 問合せ先 :                  は、 075-744-1670 

             は、 075-744-1631（耐震・エコ助成ホットライン） 

2 1 3 

4 

関連機関が実施している無料相談の一覧 
 
 
 

（公財）日本賃貸住宅管理協会 京都府支部（面談、要予約） 
京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637第41長栄カーニープレイス 四条烏
丸2FＡ号 ☎075-211-4774 第１・３木曜日 13時～、14時～、15時～ 
 

 

京都府不動産コンサルティング協会（面談、要予約） 
京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637第41長栄カーニープレイス 四条烏
丸2F 京都府不動産コンサルティング協会事務所  ☎075-251-1145  
毎月第2・4金曜日 13時～16時（一件あたり1時間弱 ） 

全日本不動産協会 京都府本部（面談、電話、要予約） 
京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町98-2全日京都会館  
☎075-251-1177 毎月第1・2・3・4火曜日 13時30分～16時 

京都府宅地建物取引業協会（面談、電話、予約不要） 
【本部】京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3京都府不動産会館2階  
☎075-415-2121 毎週火曜日・金曜日  13時～16時 （一人当たり30分 ） 
 

 
日本司法支援センター京都地方事務所（法テラス京都）（面談、要予約）  
※民事法律扶助による無料法律相談（収入制限あり）  
京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427京都朝日会館９階  
☎050-3383-5433 月～金 10時～12時、13時30分～16時 

京都司法書士会（面談、要予約）  
京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目232番地の１ ☎075-255-2566 
①登記・法律相談 ： 月～金曜日 15時～17時、土曜日 10時～12時  
②多重債務相談・消費者トラブル相談 ：月・水・金曜日 15時～17時、土曜日 
10時～12時 
③登記・多重債務・法律相談： 木曜日 19時～21時 、日曜日 14時～ 17時 

京都市消費生活総合センター （面談、要予約） ☎075-256-2007  

京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館 ４階 
①月・火・木（当日9：00から整理券配布） 13時15分～15時45分 ②金（電話
予約制） 13時15分～15時45分  ③第２・４水曜（電話予約制） 18時～20時 

各区役所・支所地域力推進室 水曜日 午後1時15分～午後3時45分 

※ 定員あり。詳しくは各地域力推進室（北区は総務・防災担当，それ以外の区・支
所はまちづくり推進担当）にお問合せください。 

● 賃貸に関する相談 

● 法律に関する相談 

● 不動産に関する相談 

※駐車場はございません。公共交通機関でお越し下さい。     

【平成26年4月から】京都市では、 
歴史的な細街路を対象とした制度を 
見直すとともに、木造密集市街地に 
おいて、袋路を含む道の拡幅整備を 
基本とし、これまで建替え等ができ 
なかった細街路において、歴史都市 
京都の町並みを継承しつつ、細街路 
の安全性を確保し、建替え等を可能 
とする制度を創設しました。 

 
 

【お問合先】京都市建築指導課道路担当  
075-222-3620 

 幅員1.8ｍ以上4ｍ未満の袋路 
 ⇒2項道路指定（3項道路指定併用） 

  幅員1.8ｍ未満の通り抜け  
 ⇒ 2項道路指定（3項道路指定併用） 
 建物に 

制限付加 

道路後退1.35ｍ以上に緩和することも可 
（ただし、建物の壁面は2m後退） 

     再建築が可能  

建替え等を誘導 

建物に 
制限付加 

道路後退1.35ｍ以上に緩和することも可 
（ただし、建物の壁面は2m後退） 

袋路の入口部を拡幅 
道路の担保性向上 

 幅員1.8ｍ以上4ｍ未満の通り抜け 
  （2項道路）⇒ 3項道路指定 

建物に 
制限付加 

路地のある町並みを再生する新たな制度 

道路後退1.35ｍ以上に緩和 
（ただし、建物の壁面は2m後退） 

建替え等を誘導 

  午前10時から午後5時まで ※水曜日、祝日、年末年始を除く   
  075-744-1670 （センター全般、すまいよろず相談）  

  075-744-1631 （耐震・エコ助成ホットライン） 

  075-744-1637  
  http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/  

〒604－8186   京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館４階 

開館時間 

TEL 

FAX 

ホームページ 

相談 
したい 

知り 
たい 

安心 
したい エコ 

したい 

安心・安全・快適な暮らしとすまいづくりを応援します 


