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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  

9/6(土)10:00～16:00 京都市勧業館みやこめっせ１階 第２展示場  

 入場・参加無料！ ※ただし、それぞれの数には限りがあります  

平成26年度すまいスクール連続講座(全3回) 第1回 
「京の魅力再発見 ～京のすまい方、教えます。」 

 

麻生 圭子氏 in 紫織庵 

「心豊かな京都のくらし」 
 

日  時：平成26年9月28日(日)  
              14：00～15：30 
 

場  所：紫織庵(京都市指定有形文化財) 
             (京都市中京区新町通六角上ル) 
 

定  員：50名(無料、先着順) 
 

申込方法： 
電話、FAX、ホームページの申込フォームにて、 
京(みやこ)安心すまいセンターまで 
「イベント名、名前、住所、電話番号、参加人数」
をお知らせ下さい (電話番号等は裏表紙下部にあります) 

はじめませんか？ 

安心でエコなくらしづくり！ 

【出展内容】 
■太陽光発電システム 
■太陽熱利用システム 
■蓄電システム 
■家庭用燃料電池システム 
■HEMS(家庭用エネルギーマ
ネジメントシステム) 
■燃料電池自動車と電気自動車 

■省エネ関連のご案内 
■木造住宅耐震改修のご案内 
■各種補助制度の相談 
■すまいのよろず相談 
 (京安心すまいセンター) 
 

…その他エコに関する出展多数あり 

朝採れたて 
京野菜販売会 
地産地消で 
美味しくエコ☆ 

 

 

楽しい 
イベント 
いっぱい 
です♪ 

エコキッズ縁日 
・スーパーボールすくい 
・お菓子つかみ放題 

・エコロジーグッズプレゼントくじ 
各社エコクイズに答えると、縁日で 
使えるカードをプレゼント！ 

おうちを建てよう！ 
大工さんと一緒に 

ミニハウスを組み立てます。 
①11：00、 ②14：00 

(約1時間) 

エコ工作教室 
・ソーラーカー作り 
・マイエコバッグ作り 

(先着順) 
 

ブックブック交換会 
読み終わった本1冊と 
お好きな本1冊を交換！ 
5冊以上お持ちの方には 
粗品プレゼント♪ 

すまいスクールmini  

「自分でできる！すまいの保守管理」 
 

 すまいについて抱えている悩みを具体的に解決！ 
   「誰でもできる空き家のお手入れ」などなど、 
 身近なテーマの講義を時間割形式で開催します。 
 

日  時：平成26年10月12日(土) 
          13：30～17：00頃まで 
 

場  所：アーバネックス御池ビル東館2階会議室 
 

※講義内容や申込方法等、更なる詳細は 
安すま☆通信10月号やホームページをご覧下さい！ 



【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 

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)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 

9月10日(水)、27日(土) 
 

暮らしに役立つFPマネー塾 
 

 ❶9月10日(水) 19：00～20：30(受付18：50～) 
  「今からはじめる、保険・ローンを活用した教育費対策」 
   講師：常住 良樹氏 
 

 ❷9月27日(土) 13：00～14：30(受付12：50～) 
  「家族に話してあげたい、くらしと経済」 
   講師：豊岡 司氏 
 

所日本FP協会京都支部事務所(京都市下京区四条通室町東入
函谷鉾町79 ヤサカ四条烏丸ビル9階) ￥無料 申ホームページより 
主・問日本FP協会京都支部事務所 ☎075-253-4650 
HPhttps://www.jafp.or.jp/tbb/?hojin_cd=926 

9月10日(水)、13日(土)、24日(水) 
 

景観・まちづくり大学 
 

■京のまちづくり史セミナー 
 

❶9月10日(水) 19：00～21：00 
 「オランダに学ぶ近代建築の保存活用」 
古い建物を保存し、街並みをよりよいものとするため、世界中で建築
物の保存や活用に関する方法が様々に取られてきました。 
今回はその先進国であるオランダにおける、建築と保存の活用の様子
を紹介し、今後京都で展開できる取組の可能性を探ります。 
 講師：笠原 一人氏(京都工芸繊維大学大学院助教) 
 

■京町家再生セミナー 
 

❷9月13日(土) 14：00～16：00 
 「町家探しの心得イロハ」 
町家を探すときに最も大切なことは、単なる探し方や物件の流通状況
の知識を得ることではなく、京都のまちや京都人の生活文化についてよ
く知ることです。 
家選びは、「まち選び」。 
京都人の講師がたくさんの事例を交えてお話しします。 
 講師：井上 信行氏 
(NPO法人京町家・風の会 代表理事、宅地建物取引業主任者) 
 

❸9月24日(水) 18：30～20：30 
 「京町家の売買・賃貸契約と注意点」 
京町家は、居住・活用されてこそ価値のあるものです。本回では京町
家の売買と賃貸の契約の注意点について、利活用事例も交えてわか
りやすくお話します。 
 講師：苗村 豊史氏(㈲みのり住建 代表取締役) 
 

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) ￥無料 定各回
50名(先着順) 申電話、FAX、Eメールにて、セミナー名、開催日、
氏名(フリガナ)・電話番号を明記の上。問(公財)京都市景観・まちづ
くりセンター ☎075-354-8701 FAX075-354-8704 

✉machi.info@hitomachi-kyoto.jp 

9月9日(火) 
 

町家をトーク2014 第6回 《洗い》  
 

「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『洗い』について、 
   ・洗いとは 
   ・洗いの材料と道具 
   ・洗いのBefore-After 
などのテーマでお話を聞きます。 
 

     講師：今江 清造氏 ＜㈲イマエ 会長＞ 
 

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9日(火) 
 

そうだったのか！ NPO 
～NPOのハテナがわかる初歩講座～ 

 

最近「NPO」という言葉をよく聞くけど、なんだろう？ 
「NPO団体」、「NPO法人」よく聞くけどどう違うの？ 
地域や社会で何かしてみたいけど、NPOやボランティアって、ちょっと近
寄りづらいかも… 
そんな、皆さんが普段疑問に思っているNPOに関する色んな「ハテ
ナ？」にお答えし、いろんなスタイルのNPOとの関わり方についてご紹介
します。「市民ならではの活動」と、ひとりひとりの「活動への関わり方」、
知ってみませんか？ 
 

所「ひと・まち交流館京都」2階第1・2会議室(河原町五条下る東
側) 時10:00～12:00 定30名(事前申込要、先着順) 
申電話かFAX、E-メールにて、講座名、氏名、電話、FAX、E-メール、
参加動機を明記の上。※保育、要約筆記、手話通訳(無料)をご希
望の方は8/30までに要予約 ￥無料 
主・問京都市市民活動総合センター ☎075-354-8721 
FAX075-354-8723 ✉shimisen@hitomachi-kyoto.jp 
他同内容の講座が、11月8日(土)にもございます。 

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 



 

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

˝ 

  

 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 

9月20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？ 等々… 
  管理組合の悩み解決をお手伝いします。 
 

所ラボール京都(京都労働者総合会館)4階 第２会議室 (阪急電
車西院駅から東へ400ｍ) 時13：30～16：30(受付時間は
16：00まで) 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者 定当日参加可・先着順(予約優先) 
￥無料 申電話、FAXにて。〒住所、氏名、マンション名を明記。 
問(一社)京都府マンション管理士会 ☎/FAX075-708-2887 

9月20日(土) 
 

古代のくらし体験 ～縄文土器をつくろう～ 
 

縄文時代に使っていた土器を実際に作ってみます。 
昔の人はどうやって土器を使っていたの？ 縄の文様はどうやって作って
たの？ 古代のくらしの色んな「何で？」を学びましょう！ 
 

所宝が池公園子どもの楽園(京都市左京区上高野流田町8) 
時13：00～15：30 対小学3～6年生 定30名(申込抽選制)※
雨天決行 ￥無料 申電話、FAX、E-メールにて。件名「古代のくらし
体験」、氏名(ふりがな)、年齢、〒住所、電話番号、メールアドレスを
明記。申込締切：9月10日(水)必着 問(公財)京都市都市緑化
協会 ☎075-561-1350 FAX075-561-1675 
✉midori@kyoto-ga.jp 協力(公財)埋蔵文化財研究所 

9月18日(木) 
 

京都市すこやか住宅ネット主催 

第2回 高齢期の住まいの相談会 
 

民間賃貸住宅や福祉施設への住み替え、賃貸借契約の仕方やトラ
ブルなど、お悩みのことはありませんか？ 60歳以上の方とそのご家族
を対象として、住まいに関する不安や疑問に不動産や福祉の専門家
及び行政職員がお応えする相談会を行います。 
 

所京都市消費生活総合センター研修室(烏丸御池東南角 アーバ
ネックス御池ビル西館4階) 時14:00～17:00(1組約30分) 
対市内在住の60歳以上の方及びそのご家族 定10組(事前申込
要) ￥無料 申はがき、FAX、Eメールにて、氏名・年齢・住所・電話
番号・相談内容を明記の上、京安心すまいセンター(裏表紙下部に 
住所等あり)まで。申込期限：9/8(月)※消印有効 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/ 

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。 

9月28日(日) 
 

平成26年度文化庁委託事業・後援京都市 

「NPO等による文化財建造物の管理活用事業」 
 

木造文化財建造物防災★連続公開研究会 

第2回「木造文化財・伝統的建造物の耐震改修」 
 

自然災害などが頻発し、木造文化財建造物や伝建築の被害も多発
している昨今ですが、伝統木造の防災に詳しい専門家と、文化財建
造物の所有者や管理者、保存に携わる技能者等の間で情報交換を
し、協力関係を築いていくことができれば、その被害を大いに軽減でき
ると思われます。 
その一環として、各種防災の専門家を講師とする公開研究会を、 
平成26年8月から平成27年2月までの間に7回、連続講座として 
開催致します。 
 

講師：新谷 眞人氏(早稲田大学名誉教授) 
コメンテータ：林 康裕氏(京都大学教授) 
※終了後、懇親会を予定しています(会費別途1,000円) 
 

所西陣ヒコバエノ家(上京区上立売通浄福寺西入ル姥ヶ東西町
632番地）時14:00～17:00(開場13：00) ￥1,500円(資料、
ドリンク代) 申電話、FAX、E-メールにて、催し名・氏名・所属・電話
番号・FAX番号又はメールアドレス・懇親参加の有無を明記のうえ 
問NPO法人関西木造住文化研究会 ☎075-411-2730(悠計画

研究所内) FAX075-411-2725 ✉info@karth.sakura.ne.jp 
HPhttp://karth.blog13.fc2.com/ 
他第3回10月25日(土)「景観要素としての樹木に関する事故と対
策」、第4回11月予定「伝統的建造物群保存地区の災害事例と防
災計画」など、以降の会の詳細はHPをご覧ください。 

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/ 

9月13日(土) 

トルコ・ドイツ・日本 

銭湯から考える多文化共生 
 

大ヒット映画「テルマエ・ロマエ」で描かれているように、古代ローマでは
銭湯は身分や人種を超えた社交場でした。 
各国のお風呂事情を比較しながら、さまざまな人がお互いを尊重しな
がら暮らせる、活気ある社会のヒントをヤマザキマリさん(漫画「テルマ
エ・ロマエ」作者)と探します。 
 

 第一部 ヤマザキマリさん講演 
 第二部 シンポジウム 
 

所京都市国際交流会館(京都市左京区栗田鳥居町2-1)  
時13:00～15:00  定230名(要事前申込、先着順) ￥無料 
申電話、ホームページの申込フォームより、催し名・住所・氏名・年齢・
性別・職業・電話番号・住所を明記の上。 問(公財)京都市国際交
流協会 ☎075-752-3511 FAX075-752-3510 
HPhttp://www.kcif.or.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 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。     

以下の4つの事業について、工事費を助成します（上限あり）。  
緊急避難経路整備費助成事業：狭い行き止まりの道（袋路）の２方向避難を確保
するための扉等を整備する工事（上限30万円） 
袋路始端部における耐震・防災改修費助成事業：袋路の入り口部分に建つ建物の 
耐震・防災改修をする工事（上限250万円） 
袋路始端部整備費助成事業：道幅を広げるなど，袋路の入り口部分を安全なものに
整備する工事（上限50万円） 
狭あい道路整備事業：狭あい道路(建築基準法第42条第2項に規定される幅員が 
4ｍ未満の道)を広げる工事費（個別型：上限15万、路線型：上限70万） 
 
 
 

事業イメージ（例）①緊急避難経路整備費助成事業 

（整備前） （整備後） 

【問合せ先】 
①②③：京都市都市計画局まち再生・創造推進室 075-222-3503 
④   ：京都市都市計画局建築指導部建築指導課 075-222-3620 


