
6 
月号 

 

CONTENTS 

● すまいに関するイベント情報 

● 京都市のすまいに関する制度色々 

● 京都市内で実施されている無料相談窓口 京（みやこ） 安心すまいセンター  検索 

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/ 

ホームページは、「京 安心すまいセンター」で検索！ 

発行日／平成26年5月29日 
編集・発行／京 安心すまいセンター(京都市安心すまいづくり推進事業） 

京 安心すまいセンター 情報紙（運営：京都市住宅供給公社） 

みやこ 

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紹介を中心に、 
皆様が安心・安全・快適に暮らせる理想のすまいづくりを応援する住情報をお届けします。 

安心すまいづくり☆通信 

平成26年4月1日から、 
「京都市空き家の活用、適正管理等に関する条例」がスタートしています 

現在、京都市内には、約11万戸の空き家が 
あります。 
なんと、地区によっては5軒に1軒のところも！ 
そのため、京都市では空き家の発生の予防・ 
活用・適正な管理の方策などについて定める 
条例を施行し、総合的な取組みを進めています。 

あ  や 
  き  ん 
     博 士 

6月7日(土)に、空き家
の活用に関するイベン
トを行います！裏面(2
ページ)をご覧ください。 

～まずは予防が大切です！～ 

 建物は、所有者や居住者が責任を持って管理すべきものです。住んでいるときや使用してい
るときから、しっかりと維持管理をする、相続人をあらかじめ決めておく、現状に合わせた不
動産登記を行うなど、まずは空き家にしないための取り組みを進めましょう。 
 また、使われなくなった空き家は、老朽化が早まるため、できるだけ活用に努めましょう。
適正に管理されず放置され、「管理不全状態」となってしまった場合は、京都市が所有者や管
理者に対し、改善のための指導や命令等を行い、氏名の公表をすることがあります。 

「管理不全状態」とは… 

倒壊や崩壊などによ
り、人の生命、身体
などに危害を及ぼす
恐れがある状態 

簡単に侵入できる
など、防犯上の問
題がある状態 

樹木や雑草が生い
茂っているなど、
地域の生活環境に
悪影響を及ぼして
いる状態 

外観の汚れや破損
など、地域の景観
に悪影響を及ぼし
ている状態 
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この情報紙は、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。   は、京 安心すまいセンター主催・共催イベント。   は、京 安心す

まいセンターと住まい・まちづくりに取り組むNPOやまちづくり団体等の方々と協働してイベント等を企画するタイ

アップ事業。    は、専門家向けイベントのことです。 専 

京 イベント
情報 

京都市内のイベント 

6月20日(金)、27日(金) 
 

   京都市生涯学習総合センター 
              アスニーセミナー 

 

 6月20日(金) 

   「平安人の買物 
         ～公設市場「東西市」と私設店舗「町棚」～ 」 
平安京には東西市という公設市場がありました。市には商品
ごとに廛(いちくら)があって商品が交易され、市籍人とよば
れる人々がおもに物価の調整をしていました。平安京の人々
がどのように買い物をしたのか、私たちと同じようにショッ
ピングを楽しんだのか、考えてみます。 
 講師：五島 邦治氏(京都造形芸術大学客員教授) 
 

 6月27日(金) 

   「秀吉『御土居』の歴史  
        ～北野天満宮の史蹟『御土居』を中心に～」 
天正１９年(１５９１)に豊臣秀吉によって築造された「御土
居」築造の目的を再検討するとともに、その後、御土居が国
の史蹟に指定されるまでに辿った歴史を北野天満宮の御土居
を中心にお話しします。なお近年発掘された御土居の悪水抜
きにも触れていきます。 
 講師：藤井 譲治氏(京都大学名誉教授) 
 

所京都アスニー 3階研修室(京都市中京区丸太町通七本松西入 京都市
生涯学習総合センター内) 時各回14:00～16:00 定各回100名(申込
先着順) ￥各回820円(京都まなびすと会員は620円) 受講料は、受講
日当日にお支払いください 主・問京都市生涯学習総合センター(京都ア
スニー)事業部 申電話、FAX、ハガキ。手話通訳・要約筆記は10日前
までに、託児は7日前までにご予約を ☎075-812-7222 FAX075-
803-3017 HPhttp://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/ 

6月1日(日) 
 

企画展「小学校の戦前・戦中・戦後～2011-2013年度 
新収蔵品展～」関連講演会   

“みんなで創ったみんなで育てた！ 
～京都番組小学校の歩み～” 

 
日本初の学区制小学校である京都の 
「番組小学校」は、地域の方々に 
よって設立・運営されました。その 
誕生までの道のりと、地域と学校の 
かかわり、明治初期の学校の様子等 
について、史料を用いながらわかり 
やすくお話します。  
 

 講師：和崎 光太郎氏(京都市学校歴史博物館 学芸員） 
 

所京都市学校歴史博物館(京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町437)
時14:00～16:00  対中学生以上 定60名(申込先着順) ￥無料(別途入
館料が必要、大人200円）申電話、FAX、ハガキ、Eメール(定員に達
し次第受付完了) ※イベント名、代表者氏名、連絡先電話番号、参加
人数を明記  主・問京都市学校歴史博物館  ☎075-344-1305 
FAX075-344-1327 ✉rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp 

写真：軍事教練「銃後の京都」 
第7号より 1943年 

6月10日(火) 
 

町家をトーク2014 第３回「左官」 
 

「左官仕事の種類 昔今」、「土壁 
の魅力」、「土壁の補修 現代の 
施工」について語ります。 
  講師：佐藤 ひろゆき氏 
            (佐藤左官工業所 代表) 
 

所京都市景観･まちづくりセンターワークショップルーム(河原町五条
下る東側 ひと･まち交流館京都 地下1階) 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 
他７/８(火)第4回｢坪庭｣のセミナーもあります。 

6月11日(水)、6月28日(土) 
 

★暮らしに役立つＦＰマネー塾 
 

 6/11(水)「大増税時代の家計運営術」 

 時  間 ：19:00～20:30(受付18:50～) 
 講  師 ：八束 和音氏 
 

 6/28(土)「超・簡単！家計簿のつけ方＆見直し方」 

 時  間 ：13:00～14:30(受付12:50～) 
 講  師 ：薮内 美樹氏 
 

所日本FP協会京都支部事務所(四条通室町東入函谷鉾町79 ヤサカ四
条烏丸ビル9階) ￥無料  申HP 主・問日本FP協会京都支部事務所 
☎075-253-4650 ✉kyouto_bb@jafp.or.jp HPhttp://www.jafp. 
or.jp 他7月9日(土)19:00～20:30(受付18:50～)には、「徹底比
較！ 持家？ 賃貸？」(講師：金森 茂也氏)」もあります。 

6月7日(土) 
 

「京都x「空き家」 x まちづくり」 
 
「京都だからできる空き家活用の可能性、空き家をきっかけ
としたまちづくり」 をテーマに、地域、空き家の借り手、所
有者、専門家、それぞれの立場からの空き家とまちづくりに
ついてのトークセッションとグループセッションを行います。 
 

 午前の部(10:00～12:00) 定員：先着10名 

 空き家所有者を対象とした地域の空き家相談員※等による相談会 
 

※地域の空き家相談員は、市民や知識の皆様からの空き家に
関する相談に応じるため、京都市が登録した不動産事業者の
方々です 
 

 午後の部(13:00～16:00) 定員：先着150名 

● 講演「空き家が地域に及ぼす影響」13:00～13:30  
 京都女子大学家政学部生活造形学科 井上 えり子准教授 

● トークセッション 13:30～14:30 
 それぞれの立場からの「空き家 x まちづくり」について、事例を 
交えてお話しします 
 ・「地域」六原まちづくり委員会委員長 菅谷 幸弘氏 
 ・「借り手」東山・アーティスツ・プレイスメントサービス 
  (HAPS)ディレクター 芦立 さやか氏 
 ・「所有者」春日学区シェアハウス大家 前田 徹生氏 
 ・「仕組み」京都地域創造基金専務理事・事務局長 戸田 幸典氏 

 京都市における空き家対策について  京都市まち再生・創造推進室 

● グループセッション 14:40～15:40 
 ・「空き家x 使う」空き家の活用事例と活用までの経過を紹介 
 ・「空き家x まちづくり」空き家xまちづくりに取り組む地域の事例 
  紹介と意見交換 
 ・「空き家x未来」空き家の未来について、ワークショップ形式で考 
  えます 

● 全体のまとめ 15:40～16:00  
 

所ひと･まち交流館京都2階大会議室 対京都市内に存する空き家の所
有者どなたでも ￥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) 
催し名、電話番号、代表者の氏名、参加人数、午前の部(相談会)の申
し込みについては、相談内容及び年齢を明記。期間5月13日(火)～5
月31日(土)必着 主・問日京都市都市計画局まち再生・創造推進室
(075-222-3503) 



    

          

  京 安心すまいセンターホームページから登録 

安すま通信   検索  

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

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/ 
メルマガの登録は 
こちらへ空メール 

 

◆ すまいの耐震化、エコ化に関する助成制度 ◆ 
 

1 既存住宅省エネリフォーム支援事業 
 窓の二重化や外壁・屋根等への断熱材の設置など、住宅の 
省エネ性能が確実に向上する工事に、定額を助成します。 
 対象設備：①窓や外壁、屋根、天井、床の断熱改修 
      ②屋根や庇、窓に対する遮熱工事 
           …他、オプション工事もあります 
 助成対象：京都市内に本店あるいは主たる事務所をおく 
      事業者と契約し、各工事を行う市内の住宅の 
      居住者、所有者 
 申請方法：事業の契約・着手前に、窓口で所定の様式での 
      事前協議が必要 
 

２ 自立分散型エネルギー利用設備の設置 
 再生可能エネルギーなどの普及を推進するために、太陽光 
発電設備などの設置費用の一部を助成します。 
 対象設備：①太陽光発電システム(全量売電は対象外) 
           ②蓄電システム 
                     ③太陽熱利用システム強制循環(分離)型、 
                                                          自然循環(一体)型 
                     ④家庭用燃料電池システム(エネファーム) 
                     ⑤家庭用エネルギーマネージメントシステム 
                         ( H E M S ) 
申請対象者：戸建・共同住宅に設置する個人(管理組合)、 
      集会所に設置する自治会等 
申請方法：対象設備の設置完了後に、所定の様式で窓口へ 
 

３ 耐震支援に関する一連の制度 
 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震化を 
進めるための支援制度です。 
 

<Step1>耐震診断士派遣制度 
   (利用者負担額：木造住宅2,000円/京町家5,000円) 
 専門家がすまいの安全性を確認し、耐震改修の必要性を 
判定します。 
 

<Step2>耐震改修計画作成助成制度 
 今のすまいの状況を踏まえて検討した耐震改修計画、設計 
及び工事見積費用の一部を助成します。 
 

<Step3>木造住宅・京町家等耐震改修助成事業 
 耐震改修工事費用の一部を助成します。 
 

そしてもう1つ…  

・まちの匠の知恵を活かした 
   京都型耐震リフォーム支援事業 
 耐震工事をあらかじめメニュー化し、比較的少ない費用 
負担で耐震性を向上させる助成事業です。(診断不要) 
 

【上記支援制度の詳細お問い合わせ先】  

075-744-1631（耐震・エコ助成ホットライン) 

京都市のすまいに関する制度色々 

6月22日(日) 
 

NPO法人 京町家・風の会 第59回例会 

「銘竹問屋『竹平』さんを訪ねて」 
 

銘竹の問屋『竹平』の蔵の見学と、先代社長(平成20年度
「京の名工」授彰者、利田 竹芯氏)のお話をお聞きします。 
母屋の珍しい左官仕上げ竹おさえの漆喰天井も必見です。 
 

所有限会社竹平商店(京都市下京区大宮通五条上る西側) 時13:00～
14:30頃 定10名 ￥会員1,000円、非会員1,500円 申電話、FAX、
参加申込ページ(http://www.kyo-kaze.jp/mailsanka.htm)。FAX
の方は、次の項目をご記入の上、送信してください。1)氏名(ふりが
な) 2)会員/非会員 3)連絡用電話番号(携帯電話があれば、その方があ
りがたいです) 4)住所 5)その他 主・問NPO法人 京町家・風の会 
☎075-841-8074 FAX075-841-8089 
✉ machiya@kyo-kaze.jp 

◆ DO YOU KYOTO? クレジット制度 ◆ 
 

概ね10世帯以上のグループで省エネ(電気・ガス)に取り組む
ことで、その成果に応じた額の奨励金を受け取ることができ
ます。 
 

 助成対象：市内在住の、概ね10世帯以上のグループ 
 交付額：省エネ効果をCO2削減量に換算し、1t当り1万円 
 問合先：京都市地球温暖化対策室( 075-222-4555) 

 

◆ まちなか緑化 ◆ 
 

まちなかの緑が増えることで景観が守られ、建物内の空調の
効果も上がり、地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和に
つながります。 
 

 助成対象：緑化重点地区内の道路に面する建築物や敷地 
 助成条件：樹木等の緑化を新たに行う際、設置費用の 
      2分の1（1万円/m2以内。上限有） 
 問合先：京都市みどり政策推進室( 075-222-3589) 

「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。   

6月28日(土) 
 

 一般社団法人 京都府マンション管理士会主催 

マンション管理士による相談会 
 

お近くのマンション管理士が、無料相談を行います。 
＊理事会の運営方法はどのようにしたらいいか？ 
＊大規模修繕工事はどのように進めたらいいか？ 
など、管理組合の悩み解決を、私たちがお手伝いします。 
 

所京都市呉竹文化会館 第２会議室(京阪・近鉄電車 丹波橋駅下車 
徒歩1分)時13:30～16:30 定当日参加可・先着順(予約優先)対マン
ション管理組合・区分所有者・マンション入居者・マンション購入予
定の方 ￥無料 申電話、FAX 、〒住所、氏名、マンション名を明記 
主・問(一社)京都府マンション管理士会  ☎・FAX075-708-2887 

『安すま☆通信』にイベント情報掲載希望の方は、京安心 

すまいセンター TEL 075-744-1670にご連絡ください。     



  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 

Miyako  Anshin  Sumai  Center 

 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する「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 

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 

● 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 

■ 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） 
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普及啓発 

情報提供 
アドバイス 相  談 

4月18日(金)に、都市居住推進 
研究会の依頼で『すまいスクール出張版※ 』を行いました！ 

＊イベント報告＊ 

※ 当センターは、ご近所の皆さん、親子の集まり、学生・同僚グループなどに 
  対して、専門家を派遣し、「すまい」に関する出前講義を行っています。 

テーマ   : 建築  
依頼者 : 都市居住推進研究会 
派遣講師 ： 渡部幸治氏 
         （ワタベアンドカンパニー代表取締役社長） 

内 容 ： 別荘を「我が家」に変えた男 
      ～故郷以上の存在のセカンドハウス 
      を創り、まちを変えていく～ 
 
 講師の渡部幸治氏は、全国で屈指の別荘
地である軽井沢において、別荘管理を超えた
日本初となる「別荘サービス」を展開しています。 
 当日は、渡部氏が展開している事業の事例
をたくさん教えていただきました。講義の後は、
今後、京都ではどのような展開が可能か意見
交換会をし、積極的に地域振興に結びつけら
れる取り組みについて議論しました。 


