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 平成27年、 
あけましておめでとうございます！ 
私達京(みやこ)安心すまいセンターと、 
この安心すまいづくり☆通信を、 
  今年もどうぞよろしく 
     お願い致します！ 
 

    ～ スタッフ一同 ～ 

お正月なのに青色？ …と思われた皆様！ 

青は私達、 

京(みやこ)安心すまいセンター 
のイメージカラーなんです☆ 
色彩心理学では、青は人の心を落ち着かせ、
集中力を高める色と言われています♪ 
今年も私達は、心落ち着くすまいづくりを
目指して、楽しくしっかり学べる場を皆様 
に提供して参ります！ 

まず新春最初のイベントは 

耐震と安心安全なすまいについて考えるイベントです！ 



【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 

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。 

１月31日(土） 
 

   絵本から見えてくるすまいの文化 
     ～絵本作成ワークショップ～ 
   第2回 絵本制作に向けたワークショップ 
 
住まいの絵本館館長の北浦氏の指導のもと、「暮らしを包む器としての
住宅」について子どもたちが学ぶことのできる絵本を、実際に制作する
ワークショップを行います。 
 

講師：北浦 かほる氏 
    (NPO法人子どもと住文化研究センター代表、 
     大阪市立大学名誉教授) 
 

所京都こどもみらい館(中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1) 
時13:00～14：30 定20名(先着順) ￥無料 主京都市 
他第1回は12月21日に開催しました。 

2月21日(土）、28日(土) 
 

マンション大規模修繕工事を成功に導く9つの鍵 
 

十数年に一度巡ってくる、マンションの大規模修繕に対して、管理組合
はどのように取り組めばよいのでしょう？ 
今後のコミュニティ力まで高める、管理組合としての挑み方をお話します。 
 

■2月21日(土) 

 第1回 プロセス編 
 
管理組合の体制づくり、コンサルタントの選定、建物の調査、工事の設
計、工事施工者の選定等について学びます。 
 

■2月28日(土) 

 第2回 映像編 
 

工事施工者決定後の、工事の竣工やアフター点検等について学んだ
後、実際の事例について写真、映像を見ながら理解を深めます。 
 

共催：NPO法人集合住宅維持管理機構 
 

所アーバネックス御池ビル東館2階会議室(中京区烏丸通り御池東入
る梅屋町361-1) 時各日とも14：00～16：30 定50名(先着順) 
￥無料 主京都市 
他この講座は連続講座ですが、単回のみの受講も可能です。その際
は、お申込時にご希望の講座名もあわせてお伝え下さい。 

2月14日(土） 
 

  感触と感性のアートを作ろう！ 
   ～京都の木に親しむ・ 
         地域材でつくるブロックアート～  
京都の山の現状や木の種類について学んだ後、京都の地域産材を使
用し、インテリア小物の作成ワークショップを行います。 
A3サイズのアクリル板に好きな手触り、色、形の木のブロックを貼り付け、
アートを制作します。 
 

共催：京の山 杣人工房 嵯峨・木のこころ『風』 
 

所平成の京町家普及センター(下京区河原町通塩小路北西角 平
成の京町家モデル住宅展示場ＫＹＯＭＯ内) 
時14:00～16：30 定20名(先着順) ￥無料 主京都市 

京(みやこ)安心すまいセンターのイベント申込方法について  
イベント参加ご希望の方は、お名前、参加人数、ご住所、お電話 
番号を明記のうえ、電話、FAX、ホームページのメールフォームより、 

京安心すまいセンターにご連絡下さい。(全て、主催は京都市です) 
☎075-744-1670 FAX075-744-1637 
HP「京すまいの情報広場」で検索！ 

京安心すまいセンターのイベント 

 平成27年は阪神・淡路大震災から20年の節目となる年です。 
 そこで、1月17日にあわせて、より幅広く市民の皆様にすまいの耐震化の 
必要性を訴えかけ、考えていただくため、ゼスト御池を会場にシンポジウムや 
体験型イベントなどを開催します。 
 是非ご来場下さい！(イベント等にご参加頂いた 
方にはオリジナルグッズなど景品をプレゼントします。  
※先着順) 
 

＜内容＞ 

☆１月１７日(土) 
【まちかどシンポジウム】 河原町広場 
・13：30～14：00 オープニングイベント 
 京都市オリジナル「耐震紙芝居」(協力：京都精華大学) 
・14：00～15：00  トークイベント 

            「1・17」の教訓を継承するために 
 パネリスト:片瀬範雄氏(阪神・淡路大震災体験者、神戸防災技術者の会) 

       新谷義隆氏(京都市山科区勧修学区自主防災会会長) 
       林 弘氏(京都市山科区勧修学区自主防災会副会長) 
       瀬戸一海氏(京都市耐震改修促進ネットワーク会議) 
 アドバイザー:大窪健之氏(立命館大学教授) 
 聞き手・進行:森谷威夫氏(KBS京都アナウンサー) 
 
  
 

☆１月１８日(日)【体験型イベント】河原町広場 
･10：30～12：00 ※小学生(保護者同伴)以上 

 「大工さんに学ぶ昔の家・今の家 
       ～京町家ミニハウスの組立体験～」 
・14：00～15：00体験イベント「作ろう・学ぼう・考えよう」 
 

☆1月1３日(火)～１８日(日) 各日10：00～19：00 
【展示・相談コーナー】市役所前広場 
・展示コーナー ※一部展示は17日(土)から河原町広場へ移設します 

 ・京阪神三都市の住情報センターが12月14日に行った『三都で語ろう！ 
 ラジオ de 耐震・防災トーク』イベントの紹介 
 ・地震や震災の恐ろしさを写真パネルや映像で紹介 
 ・地域防災まちづくりの取組事例や防災関連グッズの展示 
・すまいの耐震相談コーナー 
 ・すまいの耐震どうすればいいの？ 等の相談にお応えします。 
 

所ゼスト御池 (地下鉄東西線「京都市役所前」駅横地下街、市バス｢京都 
市役所前」下車すぐ  ※土曜日・休日は11：00～17：50の間、10分 
間隔で100円循環バスが運行 時各日10:00～19:00(各イベントの時間 
は上記参照) ￥いずれも無料 申いずれも不要 主京都市 問京(みやこ) 
安心すまいセンター ☎075-744-1670  FAX075-744-1637 
 

阪神･淡路大震災から20年、すまいの耐震についてもう一度考えませんか? 

1月13日(火)～18日(日) 



 

「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 
˝ 

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。 

1月27日(火) 
 

京都市すこやか住宅ネット主催 

第4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。 
平成26年度は今回が最後になりますので、是非ご参加ください。 
 

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。 
※申込締切：1月16日(金)必着 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/ 

京都市内のイベント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

お申込受付開始時から、即満席！ の連続 
講座第1回。 
 

講師としてご登場いただいた麻生圭子先生は、 
1980年代には作詞家として大活躍、その後 
京都にお住まいを移され、エッセイストとして、 
日々の生活を大切にすごしておられる方なの 
です。 
 

そんな麻生先生にお話し頂いたのは、京都で 
生活されるうえで、大事にしておられたこと。 
 

「ものは少なく、されど深く。 
 小さな生活ながら心は広く。 
 留まることより流れながら、その容れものに水のように
合わせていく。 
 競争に勝つより成長せよ」  
 など、造詣に富んだお言葉を頂きました。 
 

紫織庵庵主の川崎榮一郎さんにもご登場頂き、 
京都にとって京町家とはどういう存在なのかについても 
学んで頂くことができました。 
 

ちなみに麻生先生、現在はイギリスに移住されて 
います。京都でのご活動で最後となった今回の講演、 
参加者の皆様にも大満足頂けた内容となりました！ 

ー ＤＡＴＡ ー 
 

所京都市指定有形文化財「紫織庵」(中京区新町通六角上ル ※不定休) 
時13：00～16:00 参加人数68名 主京都市 

9月28日(日） 連続講座・京の魅力再発見① すまいトークショー「心豊かな京都の暮らし」 

1月13日(火) 
 

町家をトーク2014 第10回テーマ 《大工》 
 

 「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。 
 なかなか聞けない現場のお話を聞くことができる、貴重な機会です。 
 第10回は『大工』について、 
    ・大工道具あれこれ、工程 
    ・最近の工事例 
    ・道具の数々 触れてみよう …などのテーマでお話を聞きます。 
 

  講師：谷口 昇氏 ＜㈲日昇工業 代表＞ 
 

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 



京（みやこ）の冬のすまい方 ～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 

 

暦 カ レ ン ダ ー  

正月になると、「暦」、いわゆる「カレンダー」や手帳などを 

その年のものに新しく取り替えます。最近では4月始まりの 
ものや、新しいスタイルのものが出回っていますが、どれも 
簡単に手に入れることができます。 
 現在の「暦」は、日本も含めて世界で多く使用されている 
「太陽暦」の一つです。1582年にローマ教皇グレゴリウス13世 
がこれまでの「太陽暦」の一つである「ユリウス暦」を改良して 
制定した「グレゴリオ暦」を使用しています。 
 これによれば、平年は1年を365日とし、400年間に97回の 
「閏年(うるうどし)」を置いてその年を366日とすることにより、 
400年間における1年の平均日数を、365日+97/400 =  
365.2425日とするものです。 
 太陽がその軌道である「黄道」を通って元の位置に戻る 
日数がおよそ365.2424日であり、「グレゴリオ暦」は最も太陽の 
周期に近いものとされています。 
 日本では明治5年(1872)に「グレゴリオ暦」が採用され、明治 
5年12月2日の翌日を明治6年(1873)1月1日としました。 
 それまでの日本は「太陽太陰暦」を用いていました。その基本 
的な考え方は、月の満ち欠けの周期を1か月とするもので、これ 
によると1年が354日となり「太陽暦」の1年に比べて11日ほど短く
なります。 
 このずれが3年で約1か月となるので、約3年に1回、余分な 
1か月、「閏月(うるうづき)」を挿入して、そのずれを解消するもの 
でした。 
 閏月を19年に7回挿入すると誤差なく「暦」を運用できること 
は古くから知られており、世界各地でも使われてきました。 
日本でも明治の初めまで使用してきました。 

干 支 え と  

京都のくらし・昔の知恵 

今年の「干支」は「未(ひつじ)」です。しかし、これは正しい

表現ではありません。本来は「乙未(きのとひつじ)」といいます。 
 「干支」とは、10種の「干(かん)」と12種の「支(し)」の組み
合わせ「十干十二支(じゅっかんじゅうにし)」と呼ばれるもので、
正式には60通りあるのです。 
 「十干」は、「甲(きのえ、こう)・乙(きのと、おつ)・丙(ひのえ、
へい)・丁(ひのと、てい)・戊(つちのえ、ぼ)・己(つちのと、き)・
庚(かのえ、こう)・辛(かのと、しん)・壬(みずのえ、じん)・癸(み
ずのと、き)」です。 
 「十二支」は、ご存知「子(ね、し)・丑(うし、ちゅう)・寅(とら、
いん)・卯(う、ぼう)・辰(たつ、しん)・巳(み、し)・午(うま、ご)・未
(ひつじ、び)・申(さる、しん)・酉(とり、ゆう)・戌(いぬ、じゅつ)・
亥(い、がい)」です。 
 従って、「干支」でその人の年齢がわかります。同じ「未(ひ
つじ)」歳でも、今年なら「乙未(きのとひつじ)」、12歳なら「癸
未(みずのとひつじ)」、24歳なら「辛未(かのとひつじ)」歳とな
ります。 
 年号も「干支」で表されます。西宮市の「阪神 
甲子園球場」は、大正13年(1942)に完成しました。 

 その年の「干支」が「甲子(こうし、きのえね)」で、「十干十二 
支」60通りのなかで最初の年であることを記念してこの球場
の名前がつけられたのです。 
 

「丙午(ひのえうま)」という「干支」については、次のようなこと
がいわれています。 
 かつてこの「干支」の年には女性達は出産を控えたといわ
れ、実際「丙午」にあたる昭和41年(1966)の出生率は前年、
翌年と比べると25％も下がっています。 
 その理由は、「丙午」の女性は気性が激しく夫の命を縮める
という迷信があり、その歳の女性には縁談がないといわれて
いたためです。 
 江戸時代、「丙午」の年に非常に火事が多く、更に歌舞
伎や文楽の主人公となった江戸本郷の八百屋の娘「お七」、
通称「八百屋お七(やおやおしち)」が恋人に会いたい一心
で放火事件を起こし火刑に処されましたが、彼女の生まれ年
が「丙午」であったことから、こういった女性の性質や 
結婚に関する迷信へと変化していったと言われて 
います。 
 次の「丙午」は平成38年(2026)です。 
 女性にとって、一体どんな社会になっている 
でしょうか？ 



 

この印刷物が不要になれば 
「雑がみ」として古紙回収等へ！ 

初 詣 
  関西では、もともと「恵方詣り」は元日よりも「節分」に盛んに行
われていました。しかし、鉄道会社の集客競争の中で「初詣」に
も「恵方詣り」が持ち込まれるようになり、各社が競争の中で自
社沿線の神社仏閣をめいめいに「恵方」であると宣伝し始めた
ため、「恵方」の意味は埋没していき、大正末期以降は「恵方」
にこだわらない「初詣」が正月行事の代表として定着していきま
した。 
 関東では、「恵方詣り」は東京の市内に限られていました。明
治5年(1872)に東海道線が開通し「川崎大師」へ、明治18年
(1885)には京成電鉄や京浜急行電鉄、成田鉄道(現・JR成田)
など、参拝客輸送を目的に開業された 
鉄道会社も登場して成田山新勝寺など 
郊外・遠方の社寺へのアクセスも 
容易となり、競合する鉄道 
会社間では正月の参詣客を 
誘引するために宣伝合戦と 
サービス競争が行われました。 
 当初は鉄道による有名社寺 
への「恵方詣り」の利便性が 
押し出されていましたが、 
大正以後は「初詣」が 
主におこなわれるように 
なり、正月の「初詣」が 
定着していきました。 

正 月  



 

※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4回「完成 ～わくわくドキドキ～」へ続く… 

 
                                           4回連続企画 

 

第3回 わかれ道 ～私にはこれしかない！～ 
そろそろ家が欲しい京子さん、悩んだ末に、ついに土地を購入しました。  

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 

文：京安心すまいセンター 横山 好三・内野 理絵  

お悩み 1 
 

ハウスメーカー、工務店、建設会社… 
たくさんあって迷っています。 
一体、どう選べばいいの？ 

ハウスメーカーは展示場を持っていたり、モデルハウスを持って 
いたりで、全く同型でなくても大体の雰囲気を確認できます。 
しかし実際に建設すると印象が変わることもあるので、慎重に 
判断して下さいね。 
工務店と建設会社は形のない話から建物のイメージを作り上げて 
いきます。 
コミュニケーションを密にしないと思いが正確に伝わらず、工事 
が始まってから「こんなはずではなかった」となりますよ。 
いずれにせよ、住宅を供給する会社各社にはそれぞれの得意分野 
がありますので、会社資料や企業ホームページで十分研究・検討 
しましょう。 

わかりました。 
ただ、私は素人だし… 
評判のいいところを教えてもらえないかしら？ 

「わたしは素人ですから」。 
これは禁句ですよ。 
悪徳業者にとっては「私をだましても気づきませんよ」と 
宣言しているようなもの。 
高額な買い物をする時には、自己責任で判断できるだけの 
勉強をしておくことが大切です。 

お悩み ２ 
 

お悩み ３ 
 

そうですか…。 
でも見積書を見てもよくわからないし、 
ボッタクリ価格だったらイヤなんですが…。 

見積書でわからない事は、業者へ徹底して尋ねてください。 
ちゃんと説明もしないで「あとは任せてください」としきりに 
言う業者はやめるのが賢明です。 
きちんと説明してもらえない商品を安心して買えますか？ 
ボッタクリ価格を見抜けるよう、自身で十二分に研究・検討を 
重ねましょう。 
あなたと家族の未来がかかっている大事業です。 
細心の注意を払いましょう。 



すまいの相談 賃貸借②  Q 
 A 

 

「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 

Q 

A 

春から大学生になる甥に、賃貸マンション 
の連帯保証人になってほしいと頼まれました。 
賃貸借契約の連帯保証人には、どんな義務 
があるのでしょう。 

 

難しい契約書。ただでさえ新しい環境に身を置くことで、不安で心配なのに、 
ゆっくり読んでなんていられない！ …って読み飛ばしていませんか？ 

毎日過ごす場所について、実はとっても大切なあなたとの約束が書いてあるんです。 
(賃貸借①は安心すまいづくり☆通信4月号に収録しています。) 

Q 

A 

春から一人暮らしをするにあたり、気に 
入った物件があったので、契約は今度する 
ことにして、言われるまま、先に言われた 
金額を振り込みました。 
ですが急な転勤を命じられ、不動産屋さん 
にキャンセルの連絡を入れたところ、 
「違約金を差引いて返金します」と言われ 
ました。契約もまだなのに違約金が要る 
のでしょうか？ 

 
      まず、振り込んだお金はどういう名目なのでしょうか？ 
      領収書や預り証はありますか？ 
      不動産売買・賃貸借に関しては、契約の前後に様々な 
  お金が動きます。 
 

 【申込金、預り金】 
  賃貸借契約前に、借主の「借りたい」という意思確認を目的と 
 するお金。 
  基本的に、契約が成立すれば、契約に際して支払うお金の 
 一部になるため、審査が通らなかった場合など不成立であれば 
 返金される性質を持つ。 
 【手付金】 
  売買契約後に買主から売主に代金の一部あるいは全てとして 
 支払うお金。 
  つまり代金と同等のもの、契約したという証拠の性質を持つ。 
  キャンセルの場合、買主都合であれば権利放棄となり返金は 
 なく、売主都合であればその倍額を払うことで一方的に解約 
 できる。 
 

よく挙げられるものだけでもこのような種類があります。 
ですので、どういった性質のお金であるのかを支払い前に必ず確認 
し、返金はあるのか、どういった場合に返金されるのかを必ず聞いて 
おきましょう。 
 

では、今回の場合は契約はどうなっていたのでしょう？ 
『契約がいつの時点で成立したか』というのは、線引きがとても 
難しい問題です。 
不動産業の場合、 
・重要事項説明書について説明を聞き、それに「説明を聞いた」と 
いうサインをした 
・賃貸借契約書にサインをした 
・鍵の引渡しを受けた 
などのタイミングが挙げられますが、今回の場合は、お金だけを先に 
振り込んでおり、サインの類は一切していないため、契約としては 
成立していないと判断出来そうです。 
であれば、契約前に支払ったお金は申込金、預り金の性質を持つ 
と判断され、全額返金の請求が出来ると考えられます。 

Q 

A 
      まず、貸主側からの退去についての条件を書面で 
      もらって下さい。退去に関する告知条件は決まっており、 
     借地借家法によると、正当事由を1年前～6カ月前に 
 述べること等があります。 
 そして、これからのやり取りも全て書面で行うようにして下さい。 
 口頭のみでは、「言った」「言わない」の水掛け論になることが 
 多く見受けられます。 
 

 今回の事情では、貸主側都合の立退きにあたるので、交渉に 
 よっては引っ越し代と転居に伴う諸費用の請求は可能かと思わ  
 れます。 
 転居先の心当たりが全くない場合は、同等程度の新居を見つ 
 けることも条件に挙げてみるという手もあります。 
 補償内容には明確な法的基準がある訳ではなく、他の居住者 
 と同じような条件や地域の相場など様々です。 
 粘り強く交渉してみて下さい。 
 また合意のための文書を交わす場合はよく内容を吟味し、出来 
 れば第三者にアドバイスをもらった方がよいでしょう。 

先日、管理会社から「マンションを取り壊す 
ので退去して下さい」と連絡がありました。 
就職したばかりでお金がなく、自力で転居は 
できません…何か費用を求められますか？  

 

同じような内容でも、個々の 
状況により回答が異なる場合が 
あります。 
一例として参考にして下さい。 

       賃貸借契約の「保証人」は、賃料以外にも、原状回復 
       費や賃貸借契約に基づいて発生する一切の債務を保証 
       する人という意味ですが、これには大別して2種類あります。 
 

   【保証人】 
    保証債務の義務は負うが、原則賃借人本人より先に連絡 
   がいくことはなく、家賃の請求をされても「まず本人へ」と拒否する 
   ことが出来る。 
   【連帯保証人】 
    「イコール賃借人本人」と見なされ、『賃借人本人と同等の 
   支払い義務』を負うことになる。それにより連帯保証人にも直接 
   支払いの請求をすることができるため、直ちに義務を果たさなけ 
   ればならず、拒否や減額交渉も許されない。 
 

  どちらも責任重大ですね。 
  とは言え、賃借人は借りる権利を行使する対価として、費用を支払 
  える能力があると証明する義務を果たす必要があるのも事実です。 
  背負う義務についての内容の検討と、お互いへの信頼を十分に 
  確認したうえで、保証契約を結ぶことをお勧めします。 



 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 

■ 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 

※駐車場はございません。公共交通機関でお越し下さい。     

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 

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 

  すこやか住宅ネットの取組 その2 

  すまいの相談会・高齢者向け住宅の見学会 

内容は 
60歳以上の高齢期の方々やそのご家族を対象に、すまいに
関する相談に、不動産や福祉の専門家、京都市の職員が
応じます。 
また、高齢期に適した住宅の見学会も開催します。 
 
相談会は年4回、見学会は年1回開催しています。 
 
次回、今年度最後となる相談会は1月27日です。 
 
(詳細3ページ) 
 
 ※来年度は回数など変更になる可能性があります。 
 
 
イベントが決まり次第、市民しんぶんなどで発表します。 
 インターネットでの検索  
京都市すこやか住宅ネットのホームページ
( http://www.kyoto-sjn.jp/ )で最新情報をお知らせ 
しています。 
 
京安心すまいセンター 075-744-1670へ 
京都市まち再生・創造推進室 075-222-3503へ 

開催日は 

情報を探すには 

お問い合わせは 

 


