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 建物の劣化調査など、大規模修繕に向けた集中的なアドバイスを 
     利用しましょう！‐ 分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣 

        対象者：京都市内の、分譲マンションの管理組合。 
 費   用：アドバイザー１人・１回・90分で2,000円。最大６回まで 
 会   場：管理組合様でご準備ください（例：マンションの集会室、エントランスホール等） 
 開催日：ご希望の日程で調整します。 
 内   容：①建物にあった修繕方法、性能をグレードアップする方法、業者の決め方や 
             住民間の合意形成の方法について、講義形式やディスカッションにより解説。 
                ※直接、施工業者等のご紹介はできません。  
              ②目視によるマンションの劣化調査。 
  ※制度のご利用は京都市内の分譲マンション管理組合に限ります。 

 まずは、状況を整理しましょう！  

         ‐ すまいよろず相談 
 相談員  ：マンション管理士、建築士、弁護士など。 
 相談内容：管理組合活動の進め方や管理規約の見直しなど、分譲マンションの 
                   管理に関する相談に応じます。 
 相談時間：開催不定期 13:00～15:00（1組（4名以内が望ましい）40分程度）  
  ※専門相談は予約制です！ 事前にお電話ください。 
       お申込みに際しては、相談員が内容をお伺いしてから予約します。 

詳しくは、075-744-1670まで、お問い合わせください。

すまいに関する様々な相談もお受けいたします！ 

 問題の解決のための知識・スキルを身につけましょう！ 
           ‐ すまいスクール出張版：「マンション管理」編 

 すまいスクール出張版とは：日頃からセンターの相談業務に対応している専門家を、 
                                10名以上で構成されたグループ・団体に派遣します。  
                ※管理組合の集まりなどにお呼びください。 
 講義の内容例：管理組合における合意形成の取り方、 
             大規模修繕工事の概要と管理組合の役割など。 

 (講師料：無料）               



8月2日(土) 
 

建築と子供たち2014 
子供たちがつくる『夏の家』 

 

子供達と一緒にものづくりの 
プロセスや創造性の大切さを、 
建築の設計と模型製作によって 
体験します。 
製作後は、教室で作品発表会を 
行って簡単なプレゼンテーションを 
体験し、作品は会場から高瀬川 
の間に展示して、通行する方々に 
今年も夏の風物詩として楽しんで頂きます。 
 

所高倉小学校第二教育施設(元・立誠小学校) (中京区備前島町
310-2) 時９:00～17:10(作品展示開始は16：00頃から) 
主・問公益社団法人 日本建築家協会 近畿支部 京都地域会 
HPhttp://www.jia.or.jp/kinki/pickup/5572.html 

【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 

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 
や様々なイベントを通じて、「木のある 
暮らし」について考えてみませんか。 
 

※関連イベントを多数開催しております。 
詳しくはお問合わせ下さい。 
 

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(最終日は15：00まで) 
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 FAX075-641-0912 HPhttp://www.miyako-eco.jp/ 

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～ 
 

講師の秦めぐみさん*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(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。申込期限:8/6(水) 
問京都市都市計画局住宅室住宅政策課 
☎075-222-3666 FAX075-222-3526 
他イベント当日連絡先：075-353-1577 

8月8日(金) 
      

毎月8日は「屋根の日」です！ 

瓦屋根相談会 
 

8月8日は屋根の日として、屋根診断や相談会を行っています。 
定期的に屋根の状態を点検し、長持ちさせて、安心・安全なすまいを
実現しましょう。 
京都府瓦工事協同組合ではこの日、事務所にスタッフが待機して、 
相談対応致します。 
 

所京都府瓦工事協同組合(京都市南区西九条豊田町12番地) 
時10:00～17:00 主・問京都府瓦工事協同組合 
☎075-691-5511 FAX075-691-6002 
HP http://www.yane.or.jp/ 

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です。    は、専門家向けイベントです。 

京  

専 

8月5日(火)～8月17日(日) 
 

BOSAIサマーフェスタ2014 
 

京都市市民防災センターは、災害の疑似体験を通して防災の意識や
知識を高めて頂く施設です。 
館内の地震、水害などについて学べる常設コーナーの他、期間中は
「BOSAI消防署探検ツアー」(先着50名まで)や「ファミリーサバイバルス
クール」、「応急手当mini体験」など、毎日いろんなイベントを行います。 
夏休みを利用して、是非ご家族で「防災体験」をしてみましょう！ 
 

所京都市市民防災センター(京都市南区西九条菅田町7 国道1号
線十条上ル東側) 時9:00～17:00 定各企画内容による ￥無料 
問京都市防災協会 ☎075-662-1849 FAX075-662-6050  
HPhttp://web.kyoto-inet.or.jp/org/bousai_s/ 
他紹介した以外にも、様々なイベントがあります。一部人数制限のある
イベントもございますので、お問い合わせください。8月11日(月)は休館
日です。 

8月9日(土) 
      

        京都で考える「山とまちと木造建築」 
キックオフミーティング 

 
日本の森林の多面的機能の重要性を十分に発揮する方法の一つが
木材利用であり、これまでも時代や文化や気候風土に適した多様な
建築が提案されてきました。 
2017年開催「第60回建築士会全国大会 きょうと大会」に向け、 
今後の木造建築の可能性について、「山とまちと木造建築」に携わる
様々な方のリレートークをお送りします。 
 

所ひと・まち交流館京都 2階大会議室(河原町五条下る東側)  
時13:30～16:30(受付開始12：45) ￥無料 申FAX、電子メー
ル。お名前(フリガナ)、メールアドレス又は電話番号、お仕事又は所属 
を明記のうえ。 主・問京都府建築士会 ☎075-211-2857 
FAX075-255-6077 ✉contact@kyoto-kenchikushikai.jp  
他CPD認定：3単位 

専 



 

    

          
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 

 

メルマガの登録は 
こちらへ空メール 

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

8月15日(金) 
 

夏休み親子歴史教室 
「大文字五山送り火の歴史」 

 

「大文字五山送り火」の歴史や地域の人々の役割などについて、古地
図や映像なども交えながら小学生のお子様にもわかりやすい講座を開
催するとともに、歴史資料館の見学も実施します。 
 

所同志社新島会館(京都市上京区寺町通丸太町上る) 時10:00
～12:00 対小学4年生～6年生、保護者同伴 定80名(申込制、 
抽選) ￥無料 申京都いつでもコールまで、電話、FAX、電子メール。 
参加イベント名、参加児童の氏名及び学年、保護者氏名、電話番
号、〒住所を明記。申込期限：7月31日(木) 
☎075-661-3755 FAX075-661-5855 
✉http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821. 
html (メールフォーム) 
主・問京都市歴史資料館(☎ 075-241-4312) 

8月12日(火) 
 

町家をトーク2014 第5回 《錺金物》  
 

   ・京町家の和金物と錺金物と… 
   ・錺金物あれこれ(種類・バリエーション) 
   ・錺金物の神髄 
 

     講師：森本 安之助氏 ＜(株)森本錺金具製作所 代表＞ 
 

*「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 

 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。 

8月21日（木）・27日（水）  

平成26年度景観・まちづくり大学 
 

 京町家再生セミナー 
 

８月21日(木) 町家の税金のこと教えます！ 
 

親の町家を相続したが相続税がかからないか心配だ。空き家にしている
町家を貸したいが経理や税金のことを考えると面倒だ。町家に住みたい
のだけれど不動産を買ったら税金が要るの？ 等々、税金の事が分から
なくて困っていませんか？ 
正しい税務知識を身につけて町家の保全と活用に役立てましょう。 
 
 講師：辻本 尚子氏 
       (株式会社みやこ不動産鑑定所 代表取締役 
            税理士、不動産鑑定士) 
 

８月27日(水) 京町家と相続 
 

京町家の所有者の方が亡くなって、しばらくすると建物が取り壊され、跡
地には駐車場やマンションが…という光景をよく目にします。 
遺言等による所有者の遺志が残されておらず、相続人が単なる不動
産として処分してしまうからです。 
京町家を承継していくには？ 相続の観点から考えます。 
 

 講師：内藤 卓氏 
     （はるかぜ総合司法書士事務所 代表、司法書士） 
 

所(公財)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50名(先着順) ￥無料  主・問(公財)京都市景観・
まちづくりセンター 申電話、FAX、電子メールにて。セミナー名、開催日、 
氏名(フリガナ)、電話番号を明記 ☎075-354-8701 
FAX075-354-8704 ✉machi.info@hitomachi-kyoto.jp 
HPhttp://machi.hitomachi-kyoto.jp/ 

「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。 

京都市からのお知らせ ～空き家について、ご存知ですか？～   

「おしかけ講座」空き家対策推進事業 
「空き家って何故増えてるの？」 
「地域に迷惑をかけない相続対策って、どうしたらいいの？」…etc. 
空き家化予防のためには、まず、なぜ住まいが空き家になっていく 
のか、どうして空き家が増えてはいけないのか、空き家に対する 
知識を深めることが大切。 
京都市が司法書士と地域にお伺いし、相続等に関するミニ講座を 
無料で開催します。 
【初級編(20分コース)】、【中級編(1時間コース)】のほか、テーマ・ 
コースもご要望に応じます。 

 京都市「空き家活用×まちづくり」 
            モデル・プロジェクトの募集 
空き家をまちづくりの資源と捉えた新しい活用方法の提案を募集し，その提案を実現 
するために必要な費用の一部を助成します。(１プロジェクトあたり最大500万円) 
■対象：◎複数の空き家の活用を通してまちの再生や地域の活性化を図ることを 
               目的とするなど、公益性があること 
            ◎京都にふさわしい空き家活用の先進的な事例となるものであること など  
■応募資格：地域の自治組織、商店会、市民活動団体等(大学の研究室、 
                  ＮＰＯ等)で上記と連携が図れる者 など 
■募集締切：9月30日 

活用・流通支援のための補助金もあります！ 
【問合先】 

京都市 まち再生・創造推進室 TEL:075-222-3503 京都市 空き家対策   検索  

Click!! 空き家イロイロ、詳しくは… 



 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  
 

  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 

■ 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 

※駐車場はございません。公共交通機関でお越し下さい。     

マンションの耐震化を支援します！ 『分譲マンション耐震化支援事業』 

助成事業のご紹介 

 支援対象となる分譲マンションの主な要件 
昭和56年5月31日以前に着工された、京都市内に 
ある分譲マンション(その他要件あり) 

２耐震改修計画作成 ３耐震改修工事 

耐震化の３ステップと支援制度   

  

まずは調べる 
 

建物の弱点を調べ、
耐震改修が必要
かどうか判断します。 

１耐震診断 

計画を立てる 
 

どの程度耐震性能を上げるか、
その費用はいくらかなど専門
家と一緒に検討します。 

そして行動する 
 

様々な耐震改修の手法が
あります。状況にあわせて
改修工法を選択しましょう。 

補
助
金
の
額 

耐震診断費用の
2/３ 

 
上限200万円 

計画作成費用の 
2/３ 

 
上限200万円 

耐震改修工事に要する 
費用の1/２ 

 
1棟当たり4800万円又は1戸
当たり60万円のいずれか低い額 

※制度をご利用いただくには、事業 
   に着手する前に手続が必要です。 

先着3件程度 先着2件程度 

 問合せ先：京都市 建築安全推進課 075-222-3613 

3

ス
テ
ッ
プ 

平成26年度から、耐震化の 
優先度の高いピロティ階のみの 
耐震改修工事を新たに 
補助対象としました！ 

(詳しくはお問合わせ下さい) 


