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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 

   フェイスブック 

 facebook はじめました！ 

https://www.facebook.com/miyakoanshin  

京（みやこ） 安心すまいセンター  

いいね！ 

 昔の人はどうやって暑さを凌いでいたのかな？ 

  エッセイ「京都のくらし・昔の知恵」 
 

 そろそろ新築…でもどこから始めたらいいの？ 

 Y建築士のお悩み相談室 
 

 ジメジメ、いや～な匂いが気になる！ 

 すまいの相談Q&A 
 「カビ、どう解決していますか」 
 
 

安心すまいづくり☆通信 
メルマガ も、よろしくお願いします！！ 

メルマガ登録のQRコードはこちら！⇒ 

すまいに関するさまざまな相談もお受けいたします！ 
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京都市内のイベント 

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。 

すまいに関するイベント情報 

7月9日(水)、7月26日(土) 
 

★暮らしに役立つＦＰマネー塾★ 
 

 7月9日(水) 「徹底比較！ 持家？ 賃貸？ 」 

 時  間 ：19:00～20:30(受付18:50～) 
 講  師 ：金森 茂也 氏 
 

 7月26日(土) 

「知って得する！ お金の雑学(インターネットを探ってみる)」 
 時  間 ：13:00～14:30(受付12:50～) 
 講  師 ：高峰 明男 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 

7月8日(火) 
 

町家をトーク2014 第4回 《坪庭》  
 

「町家の庭の特色」、「坪庭の材料と再生」、「埋もれた宝物
を探そう」などのテーマで、坪庭について語ります。 
  講師：北岡 慎也 氏（(株)環境事業計画研究所） 
 
 

*「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。 
 

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 他８/12(火)《錺金物》のセミナーもあります。 

7月11日(金)、8月8日(金) 
 

京都市生涯学習総合センター アスニーセミナー 
 

 7月11日(金) 

  「西欧人たちが垣間見た近世京都 
       ～出島医師・商館長・軍人の眼～」 
出島医師(元禄年間のドイツ人ケンペル、安永年間のスウェーデン人
ツュンベリー)、オランダ商館長(天明年間のティチング、文化年間
のドゥーフ)、軍人(慶応年間のフランス人パリス)を取り上げ、彼ら
の関心のありかを通して当時の日本文化の国際的な意味を考えます。    
 講師：松田 清 氏(京都外国語大学外国語学部教授) 
 

 8月8日(金) 

 「京観深々セミナー15『五山の送り火』 
  ～お精霊さんの迎え方、送り方 京都式お盆の法則～ 」 
お盆の風習から入り、五山の送り火の由来や規模、そして面白
いエピソードを御案内します。 
 講師：小嶋  一郎 氏 
          (京都産業大学日本文化研究所 上席特別客員研究員) 
 

所京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)３階研修室 
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(〒604-8401 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)。手話通訳・要約筆記は10日前までに，託児は7日前
までにご予約ください ☎075-812-7222 FAX075-803-3017 
HPhttp://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/ 

7月28日(月) 

平安京探検隊 
平安京をめぐるウォーク  

 

京都市平安京創生館(京都アスニー)を出発点に、紙芝居など
で楽しく学びながら、約2.5Kmの範囲内を色々な平安宮遺跡
を訪ねて歩きます。最後は西陣織会館で解散します。 
※持ち物：水筒、帽子、筆記具、カメラ等(暑さ対策は十分に！) 
 

所京都市生涯学習総合センター1階 平安京創生館 集合(京都市中京区
丸太町通七本松西入る 京都アスニー) 時9:３0～12:00 対小学生全学
年と保護者 定20名程(申込制) ￥100円(保険料) 申氏名・性別・生年
月日・住所・電話番号・学校名を明記のうえ、電話・FAXにて。申込
締切７/23(水) 主・問公益財団法人京都市生涯学習振興財団 
☎075-812-7222 FAX075-803-3017 

8月1日(金)～9月28日(日) 

企画展 エコ住宅素材展 
～木のある暮らし～ 

 

日本には「植える」「育てる」「利用 
する」を繰り返してきた森林がたくさ 
んあります。地域の木を使用した住宅 
素材の展示や様々なワークショップを 
通じて、「木のある暮らし」について 
考えてみませんか。 
 

所京エコロジーセンター2階企画展示コーナー(京都市伏見区深草池ノ
内町13) 時9:00～17:00 定各企画内容による￥入場無料 主・問京エ
コロジーセンター (公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 ) 
☎075-641-0911他８/9(土)・9/28(日)には小学生対象のワーク
ショップがあります。詳細は3ページをご覧ください。 

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、京 (みやこ )安心すまいセンター 
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。ご了承ください。 

7月26日（土） 
 

第82回マンション管理組合交流会 
  「再発見！組合運営のコツ」について 
 

国土交通省の「マンション管理標準指針」に示された、管理
組合が留意すべき5つの基本的項目、 
 ①管理組合の運営 
 ②管理規約の作成及び改正 
 ③管理組合の経理 
 ④建物・設備の維持管理 
 ⑤管理業務の委託 
について、各管理組合がどのような運営を行っているか、情
報交換を行いませんか。 
  

所「ひと・まち交流館京都」3Ｆ第3会議室(河原町五条下る、市バス
河原町正面前) 時14:00～16:30 定20名(事前予約要) ￥無料 
対管理組合役員・区分所有者 申FAX 主・問NPO法人京都マンション
管理ネットワーク  
☎ ・FAX075-275-0514 HPhttp://www.kmkn.jp 

小雨 
決行 



「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。   

7月16日(水) 
 

人生の完成期準備セミナー 
  -人生は終わるのでなく、完成させるもの。 
              具体的に行動してみよう- 
 

 テーマ『公正証書のススメ+家族会議のススメ』 
 実際の遺言書の作成方法について詳しく解説します。 
 親子で納得できる完成期を目指しましょう！ 
 

   講師：西木 文明氏(行政書士) 
    田中 由利子氏 
            (高齢者住宅情報センター大阪相談室長）  
 

所住まい情報センター3階ホール(大阪市北区天神橋6丁目4-20) 時セ
ミナー13:30～15:40、個別相談15:50～ 定100名(先着順)、個別
相談8組(1組30分、遺言の相談4組、住替の相談4組 ※申込多数の場
合は抽選) ￥無料 申郵便、FAX、HP。住所、氏名、年齢、電話番号、
個別相談希望の有無(希望する場合は、相談内容を明記)を明記。郵便
の宛先/〒530-8582住まい情報センター４階住情報プラザ「人生の
完成期準備セミナー」係 主・問大阪市立住まい情報センター 
☎06-6242-1160 FAX06-6354-8601 
HPhttps://www.sumai-machi-net.com/ 

 
7月２６日(土) 
 

親子でワークショップ 
木の家で地球にやさしいまちをつくろう！ 

 

いろいろな材料を使って自分だけの家をつくり、班ごとに 
まちをつくります。   
 講師：NPO法人 もく(木)の会メンバー 
 

所住まい情報センター3階ホール(大阪市北区天神橋6丁目4-20) 
時13:00～16:00 対小学生対象(保護者同伴) 定30名(申込多数の場
合抽選) ￥1,000円 申郵便、FAX、HP。申込締切7月21日。代表者
の住所、参加者の氏名、年齢、電話番号を明記.。 
郵便の宛先/〒530-8582住まい情報センター４階住情報プラザ「木
の家で地球にやさしいまちをつくろう！」係 主・問大阪市立住まい情
報センター☎06-6242-1160 FAX06-6354-8601 
HPhttps://www.sumai-machi-net.com/ 

9月5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) 
￥無料 申当日受付(先着順) 
主・問公益社団法人京都不動産研究協会 ☎075-231-5113  

8月9日(土)、9月28日（日） 
 

ミニチュアハウス組立ワークショップ 
 

京都産の木で家を作ってみよう！ 
皆で協力しながら、土台、柱、屋根 
へと順番に木を組み立てていきます。 
 

*動きやすい服装でお越しください。 
 

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13:30～15:00  
対小学生全学年、保護者 ￥無料 定15名申込制(先着順) 申参加者 
全員の氏名、年齢、連絡先要。電話、FAX、ホームページにて。申込 
期間 7月16日(水)～前日まで 主・問京エコロジーセンター 
☎ 075-641-0911 FAX075-641-0912 
HPhttp://www.miyako-eco.jp/ 

8月23日(土) 
 

親子でオリジナルペンダント照明を 
デザインしよう! 

 

スタンプや画材を用いて、イラストやグラフィックなどでオ
リジナルのシェード(照明用傘)をデザインします。ファス
ナーで留めてかたちをつくった後はソケットと電球(LED球)
を付けて完成です。平面からモノ、インテリアへの展開を、
親子で一緒に体験します！ 
 

所京都精華大学デザイン学部プロダクトデザイン学科 風光館1階 F-
112(モデリング)教室(京都市左京区岩倉木野町137 京都精華大学) 
時10：00～12：00、14：00～16：00の2回 対小学生1年～4
年、保護者 ￥500円  定各回6組、申込制(抽選) 申FAX、E-mail。申
込締切8月18日(月)。〒・住所・参加者全員の名前・連絡先(電話番
号・メールアドレス)・参加希望時間帯・参加人数・キット数を明記 
主・問京都精華大学プロダクトデザイン学科ライフクリエイションコー
ス米本研究室 ☎・FAX075-702-5308 
✉yonemoto@kyoto-seika.ac.jp 
その他当日連絡先080-5237-7460(担当:米本) 

他都市のイベント 

    

          
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/ 

  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 

メルマガの登録は 
こちらへ空メール 

 

 

8月8日(金) 

小学生親子向け講座 
「あつ～い夏を涼しく過ごそう!」 

～京都型環境配慮住宅「平成の京町家」で先人の知恵を学ぶ～ 
 

秦めぐみさん*から「京都の夏を涼しく過ごす工夫・知恵」に 
ついてお話しいただいた後、夕涼み体験や室内環境の測定実
験験(予定)等を通じて楽しく学んでいただくと共に、とって
おきの怪談話や冷やし飴を楽しんでいただきます。 
 

※秦めぐみさんは、秦家住宅(京都市登録有形文化財指定)に 
おいて、京都の生活習慣や年中歳時を伝える活動をされて 
います。 
 

所平成の京町家モデル住宅展示場KYOMO(きょうも) (京都市下京区
河原町通塩小路北西角) 時17:00～19:00 対小学生とその保護者 定
40名、申込先着順 ￥無料 申電話、FAX(保護者氏名、電話番号、 
参加児童の氏名及び学年を明記)。申込期間7月15日(火)～8月6日(水) 
問京都市都市計画局住宅室住宅政策課 
☎075-222-3666 FAX075-222-3526 
その他イベント当日連絡先は、075-353-1577です。 



京都のくらし・昔の知恵 

 古代中国に端を発する自然哲学思想「五行(ご
ぎょう)」は、私たちの生活に自然に溶け込んでいます。 
 その思想は、万物は「木・火・土・金・水」の5つの
元素からなるというものです。色や方位、季節にもこ
れがあてられていて、例えば木は「青、東、春」、火は
「赤、南、夏」、土は「黄、中、土用」、金は「白、西、
秋」、水は「黒、北、冬」といった具合で、知らずに
使っている言葉、青春とか白秋、京を守る四神、東
の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武もこれによ
るものです。 
 土は季節の中で変わり目をあらわすもので、立春、
立夏、立秋、立冬の直前の約18日間を「土用」とよ
びます。 

納  涼  
 夏の暑さは「炎暑」というように、昔からどのようにこれを凌げるかといろいろな工夫が行
われてきました。平安時代の貴族たちは寝殿造の泉殿や釣殿で涼を求めました。『源氏
物語』の「常夏の巻」には「いと暑き日、東の釣殿に出で給ひて涼み給う」とあります。ま
た夜に歌会や管弦の宴を催してこの暑さを忘れたようです。 
 また冬の間に氷を氷室（ひむろ）に貯蔵しておき、夏に用いることも一つの納涼でした。
しかし、これは限られた上流階級の人たちだけで、庶民には程遠い贅沢なものでした。 
 そして6月の末には、古くから「夏越(なごし)の祓い」が行われています。蒸し暑い夏、雑
菌の繁殖し易い頃に、新しい物に替える事で疫病を予防するという意味がありました。い
つしかその風習も途絶えますが、江戸時代になりその風習が復活して行われるようになり
ます。 
 京都独特の風習として、夏越の祓のときに和菓子の「水無月」を食べます。これは 
白の外郎(ういろう)生地に小豆を乗せた、三角形のものです。これは、前述の氷を 
食べて暑気払いする風習と、古代から、小豆は悪霊を祓うという由縁から 
生まれたもので、夏の暑さから身を守る菓子となりました。 

鴨川の「納涼床」    

京（みやこ）の夏のすまい方 ～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 

 

 夏の「土用」  
 特に夏の土用が有名で、今年は7月20日から８月7
日までで、その間にある丑の日が「土用の丑の日」で
す。この日に鰻を食べる習慣は江戸後期からのもので、
その由来は諸説ありますが、最も有名なものが平賀源
内が鰻の販売促進のために作ったキャッチフレーズで
す。五行思想によれば、「土用」の間は、土の気(き)が
盛んになるとして、土に触る作業は忌まれたため、農作
業などをすると体調が崩れやすいという先人の戒めが
込められています。 
 また、土用の頃に行われる風習に「土用干し」があり
ます。衣服や書籍に風を通し、虫やカビを防ぐものです。 
さらに、塩漬けした梅を干すのもこの頃に行われ、 
梅干しの保存性をよくするもので、土用干しの 
後に本漬けしたものが伝統的な梅干しなのです。 

 京の夏の風物詩の一つである鴨川の「納涼床(ゆか)」、その起源は秀吉の
時代に遡ります。 
 天正1８年(15９０)「三条大橋」が築造され、東海道の洛中への玄関口として
その界隈は賑わいました。当時の鴨川は川幅も現在よりかなり広く中洲もあり、
京都の裕福な商人の中には、夏場に遠くからの客をもてなすために、蒸し暑い
市中を避けて、四条や五条河原の浅瀬に床几を置いてもてなす場合があった
と伝えられており、これが「納涼床」の起源だといわれています。 
 慶長19年(1614)には高瀬川が完成、川沿いの木屋町は問屋や舟宿が建
ち並びました。また寛文10年（1670）には鴨川の護岸工事が行なわれ、これに
よって先斗町や宮川町の通りが出来上がり、茶屋町が形成されるきっかけとな
りました。両岸の茶屋からは、張出式の床も出され、現在のような納涼床が生
まれました。 
 また当時の納涼床と祇園御霊会は密接な縁があり、延宝５年（1677）刊行
の年中行事書『日次紀事』には、祇園御霊会の後に「四条河原の水陸、 
寸地を漏らさず床を並べ、席を設く。(中略)また、提灯を張り、行燈を掲げ 
てあたかも白昼の如し、これを河原の涼みといふ」と記載されています。 



京都 

   窓を制するものは省エネを制す！  
暑い夏を乗り越えるには、熱の出入りする部分を 
重点的に対策すれば効果抜群。 
右の図は冷房時・窓を閉めた状態で、熱がどこから
出入りするのかを示したものですが、71％の熱が窓
を通っていることが分かります。窓を閉めることで
空気の出入りは防げても、熱は出入りしてしまうの
です。省エネのためには窓の断熱性を高めることが
非常に重要なことがわかりますね。 
アルミサッシと単板ガラスのコンビに比べ、樹脂サッシや木製サッシと複層ガラスのコンビなら、
わずか1/3の熱しか通しません。 
京都市では、省エネリフォームの助成金支援をしています。 
二重窓にしたり壁や屋根に断熱材を入れて夏の暑さ対策をしませんか。 

京都の昔ながらの日よけの工夫も日光を遮るのに効果大です。 
竹製のすだれの日射遮蔽率は55～60％、葉が充分に繁った「みどりのカーテ
ン」はなんと80～85％に及びます。 
そのうえ外の床の放射熱を遮り、葉から蒸発した水分はまわりの熱を奪います。 
朝顔やゴーヤなどの蔓性の植物の花や収穫を楽しみながら、涼しさや快適な 
暮らしを実現しましょう。 

    「すだれ」「みどりのカーテン」で太陽と仲良くおつきあい。 

夏こそ
省エネ 

 祇 園 祭  
 八坂神社の祭礼は、正しくは「祇園御霊会」とよばれるものです。 
 疫病の流行により朝廷は貞観5年(863)、神泉苑で初の御霊会
を行いますが、その後も日本各地で災害や疫病に見舞われまし
た。貞観11年（869）、当時の国の数を表す66本の矛を立て、その
矛に諸国の悪霊を移し宿らせることで諸国の穢れを祓い、神輿3
基を送り八坂神社の牛頭天王(ごずてんのう)を祀って御霊会を執
り行ったのが祭りの起源といわれています。平安時代中頃からは
大規模になり、室町時代になると町々の特色ある山鉾があったこ
とが『祇園社記』に記されています。  
 しかし、応仁の乱で京は灰燼に帰し、祇園御霊会も中絶しました
が、明応9年(1500)には復活しました。5月1日に吉符入りに始まり、
翌月の6月7日の前祭に26基、後祭の14日に10基の山鉾が巡行
し、6月末の夏越の祓いで終わる、2か月間にも及ぶ祭りでした。そ
の時より山鉾巡行の順位を決めるくじ取式が侍所で行われること
になりました。以後、町衆の努力により山鉾の装飾にも贅を尽くす
ようになり、近世には度々の火災で多数の山鉾が消失しましたが、
その都度、町衆の心意気によって再興されています。 
 明治10年(1877)、太陽暦の採用に伴い、7月1日の吉符入り、
山鉾巡行が、前祭が7月17日、後祭が24日に改められ、7月30
日の疫神社の夏越祓いで終わる、1か月に及ぶものと定められま
した。 
 山鉾巡行の終わる頃に梅雨も明けて、いよいよ夏本番となりま
す。この夏祭りに参加することで、京の町衆は、この夏を 
健康に過ごすのです。   

            49年ぶりに後祭が復興！             
           平成26年から祇園祭山鉾巡行                    
は、17日の前祭(さきまつり)巡行(23基の山鉾)と24
日の後祭(あとまつり)巡行(10基の山鉾)が行われます。 

Check! 

 

文：京安心すまいセンター 北川 美里 

↓詳細はこちら！↓ 
 耐震・エコ助成ホットライン   

 075-744-1631  
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＜前祭＞ 宵山行事  7月14日（月）～16日（水） 山鉾巡行 7月17日（木） 
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＜後祭＞ 宵山行事  7月21日（月）～23日（水） 山鉾巡行 7月24日（木） 

       山鉾巡行路 
       花傘巡行路 
       山鉾の位置 
 



 

チラシで見つけた「フリープラン」の家が気になってい
ます。建築条件付きって何でしょうか？ 

「建築条件付き分譲宅地」ですね。現物が目の前に無いので、どのよう
な住み方を求めるか、自身で想像力を働かせなくてはいけませんよ。フ
リープランという言葉の意味は販売側によって異なります。販売側の基
準内でのフリーだったりして、トラブルになることもありますので慎重
に選んでくださいね。 

ではいっそ新築より、中古住宅の方がよいでしょうか？  

「中古住宅は良い建築資材を使った住宅に巡り合えば幸運ですね。中
古住宅は、これから住もうとする地域の雰囲気を事前に調査できるこ
とも利点のひとつです。 

家族のライフサイクルの一番無理のない時に引越ができるような時
期を逆算しましょう。建築的な話をすると、厳冬にコンクリートの
基礎を作るのは凍結による強度劣化の心配があります。工程のど真
ん中に梅雨がくると工期を延ばさざるを得ないこともあります。 
融資や減税、補助金の情報もこまめに入手しましょう。 

事前にご近所の雰囲気がわかるのは良いですね。 
新築だったら、いつ建てるのがよいでしょうか？ 

※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。) 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2回「決心 ～清水の舞台から飛び下りました～」へ続く… 

 
  4回連続企画 
 

第1回  出口の見えない迷い 

お悩み 1 
 

 Y建築士の     お悩み相談室 

そうですか…。 
自由にプランを組みたいのですが。 

それだと「注文住宅」ですね。住宅と住み方へのこだわりがあれば
「自由」を大いに発揮できるでしょう。しかしその反面、こだわり
がないと、業者のいいなりになってしまう危険性も潜んでいます。 

お悩み ２ 
 

お悩み ３ 
 

お悩み  4 
 

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  



Q1.  そもそも、カビって何？ 
 

           真菌類ですが、必ずしも悪いばかりの存在では 
     はありません。チーズやお酒、味噌等のように 
           人間の味方になってくれることもありますが、 
やっぱりお部屋やお風呂にとっては大敵！ 
 カビは目には見えないほど小さな『胞子』で、普段は 
空気中に漂っていますが、条件が揃うといろんなもの 
にくっついて成長し、またたくさんの胞子を作ります。 
   その条件とは、  
 1.日本の室温程度の温度 
 2.多ければ多いほどカビが喜ぶ、湿気 
 3.ホコリや水アカなどの栄養分 などなど… 
 
「なんだか部屋がカビ臭いな」と感じる頃には、もう 
カビはぐんぐん成長しています。 
 ちなみに放っておくと健康にも悪影響！！ 
 ぜんそくやアレルギー症状、水虫などの感染症を 
引き起こす可能性もあります。そのためにも、普段の 
対策、生えてしまってからはすぐの対処が必要です。 
 
 

    普段の対策はどうしたらいい？ 
 

           普段から簡単にできるのはやはり換気。 
           湿気が溜まりやすいのは洗面所や脱衣所、 
           家具の後ろなど、空気の流れの悪い場所。 
結露が起こりやすい窓際や壁のクロス、時々畳と 
いうことも！ 
 梅雨の季節ならお部屋で洗濯物を干すこともあり 
ますよね。なるべく外からの風を通して、湿気の澱 
みやホコリを吹き飛ばしてしまいましょう！ 
 それでも、家の構造によって湿気が溜まりやすい 
と感じるようなら、換気扇や市販の除湿剤、除湿器 
も強い味方です。 
 

 
       お掃除ってどうしたらいいんだろう？ 
 

           その場にふさわしいお掃除を、こまめに行う 
           ことが大事です。 
           普段の生活で湿気やホコリを完全に取り除く 
ことは難しいので、カビの栄養にならないように、 
ためないことを目標に行いましょう！ 
 
  湿気やすい場所のお掃除の基本 
 十分な換気をしながら、その場所専用の洗剤を使います。 
 『混ぜると危険』の注意書きには必ず従いましょう！ 
 手袋や眼鏡も忘れずに。 
 洗剤を浸透させるために、洗剤を吹き掛けたら少し放っ
ておき、その後は十分に洗い流します。 
 残った水滴も、カビの大好物！ 
 拭き取って乾かすとよいでしょう。 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

すまいの相談  Q 
 A カビ、どう解決していますか 

 

「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。   

どの洗剤を使っていいのかよくわからない場所は？ 
  
 例えば畳ですね。 
 畳の目に沿って掃除機をかけ、乾いたぞうきんで拭き
ます。水拭きが必要だと思われる時は、必ず固く固く
絞ってから拭いて、さらに乾いたぞうきんで拭きとりま
しょう。後で換気を忘れずに！ 
 そのほか、いろんな場所に使える住まいの洗剤も市販
しています。使用場所、使用方法、使用濃度をきちんと
確認して使いましょう。 
 
 

    できてしまったカビ、どうしよう？ 
 

    掃除機で吸ったり、ごしごしこすったりするの 
    は、かえって空気中にカビをばらまくことに 
            なり逆効果です。水だけで拭き取るのも同じ。
栄養を与えることになります。 
 
 じゃあ、薬品？ 
 薬品にもいろいろありますが、カビ用の洗剤を、説明
を見ながら正しく使います。 
 まずスプレーでカビの部分に洗剤を吹き付け、少し時
間をおきます。上から布やラップでより浸透するように
覆うのも効果的。ただし、これは貼りつける材質にもよ
りますので、様子を見ながらにしてください。 
 水でよく洗剤を流した後、乾燥させてから消毒します。
薬局などで手に入る消毒用エタノールがオススメです。
エタノールの殺菌効果を十分発揮する希釈濃度は、70～
80％です。容器に書いてある濃度を確認し、高すぎるよ
うなら水で薄めて調節して下さい。皮膚の弱い方は浸み
て痛む場合もあるので手袋を着用しましょう。 
 それでも完全に取り除くのは難しいので、やはり毎日
の管理が一番！ 
 
 

    借りてる部屋の畳にカビがはえた！  
    修繕は自分でしないとだめ？ 
 

           まず換気や対策を行ってみてください。 
           徹底的に気を付けてもまだはえてくるようなら、 
           建物の構造上、起こり得るカビなのかもしれま 
せん。大家さんに相談して原因を調べてもらいましょう。 
 もし住民が部屋の管理を怠ったことが原因である 
なら、住民が原状回復の責任を負うことになります。 
この点からも、やはり手入れはこまめに、ですね。 
 
 
 

参考：国土交通省『原状回復のガイドライン』 
 

※ここに書いた事例は代表的な内容です。 
個別の環境によって変わるので、 
十分注意して行ってください。 
※お住まいの区を所管する保健センターに 
おいて、カビや結露を住まいに起因する 
様々な健康問題や不快感に関する一般的な 
情報提供を行っています。 

Q 

A 

Q 

A 

文：京安心すまいセンター 人見 有希 



■ 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 

普及啓発 

情報提供 
アドバイス 相  談 

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 

    
     
    すまいの耐震相談・点検   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援制度のご紹介 

先着50件   
申込は、電話１本で 
とっても簡単!! 

 問合せ先 :075-744-1631（耐震・エコ助成ホットライン） 

  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   

※駐車場はございません。公共交通機関でお越し下さい。         

これから耐震改修などをお考えの

方に専門家を派遣します！！昭和

56年5月31日以前に建築された

建物が対象で、専門家1名につき

1000円（原則2名派遣）の負担が必

要です。詳しくは、耐震・エコ助

成ホットラインまでお問い合わせ

ください。 

 


