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「すまいとまち」話題のキーワード 『移住』

すまいのニュース

　最近、「地方創生」が全国的に話題になっています。そのなかで「移住」とい
う言葉をよく耳にします。そこで「移住とは」、「移住先としての京都の魅力とは」
などについて、京都で暮らしたい人を応援する団体『京都移住計画』代表の田村
篤史さんにインタビューしました。
　『京都移住計画』は、京都で暮らしたい人の想いをカタチにする、移住応援サ
イト（http://kyoto-iju.com）で、住む・暮らす・働くという面から移住をサポー
トしています。

　東京には、「いつかは地元に帰りたい」と思っている方が
大勢います。でもそれが実現できない不安材料を、取り除
くことができれば、もっと多くの人が自由に生きたい場所で
生きられるようになると思い、この活動をはじめました。

　京都に移住する方は自分で仕事を作り出す方が多く、住
居兼仕事場（事務所もしくは店舗）を探す方が多いです。
あとは、住居店舗問わず、町家を探している方が多いです。

　国策として掲げられている地方創生の文脈で語られるこ
とが多くなったことがやはり大きいと思いますが、個人の
価値観の変化という側面でいえば、自分の働きや暮らしを
自ら作っていくような生き方を選択する人たちが増えたこと
や、そういう人たちの情報が容易に手に入りやすくなったこ
とも注目される理由かと思います。

　仕事が決まっていなくても移住する人は、案外いらっしゃ
るということ。もちろん貯蓄がある方なら心配いりませんが、
とにかく来てみた！ という方もいます。ゲストハウスなどで
泊まりながら、仕事も家も探して見つけるという方には、そ
ういう傾向の方も多いように思えます。

　京都市内という意味で言えば、周りを自然に囲まれなが
らも都市的な暮らしができるコンパクトな街であり、職住近
接の営みがあるので、人と人がつながる機会が多くあるとこ
ろです。

　京都に限らず、自分の大事にしている軸をもって生きること
が移住成功の秘訣だと思います。また自分ひとりだけで何と
かしようとするのではなく、同じような志や目的に近い仲間
づくりをしておくと、仕事はもちろんですが、すまいやコミュ
ニティといった、暮らしていくうえで大事なものを得る機会が
広がると思います。

　田舎暮らしだけではなく、地方の都市へ移り住むことも含
めて「移住」という言葉を使っています。さらには、今の暮
らし方や働き方などといった、ひとことで言うと生き方のよ
うなものも含めて、変えていくことを能動的に捉える言葉と
して考えています。

「京都移住計画」の活動を始められたきっかけは。

移住者に需要のある物件の特徴は。

最近、「移住」というキーワードが注目されている
理由は。

「京都移住計画」の活動をするなかで
予想外のことはないですか。

「移住先」としての京都の魅力は。

「京都移住」成功の秘訣は。

「移住」と言えば、田舎暮らしをイメージしますが、
田村さんにとって「移住」とは。

安心・安全なすまいづくりに役立つ最新の情報
や、京都市のすまいに関する新しい制度と補助
金ニュースなどをお届けします。

京都移住計画 代表 田村篤史さん

Q1

Q5

Q3
Q6

Q4

Q7

Q2

※地方創生
地方創生とは、国内の各地域・地方が、それぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会をかたちづくること。魅力あふれる地方のあり方を築くこと。
民間研究機関の日本創成会議（座長・増田寛也元総務相）の分科会が昨年 5 月、
少子化と人口減少が止まらない 896 の自治体を「消滅可能性」都市として発表し、
地域活性化が緊急課題として浮上。9 月には、安倍晋三首相を本部長に「地方創
生本部（正式名称＝まち・ひと・しごと創生本部）」が発足、次いで「まち・ひと・
しごと創生法」が施行され、官民挙げた枠組みが整備された。首都圏などからの
地方「移住」は、その核になると期待されている。
出典：http://www.sankei.com/region/news/150909/rgn1509090073-n1.html
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既存住宅の購入＆リフォーム！第3回 

リフォーム後

3 回連続企画

「中古を買ってリフォームしよう！」
NPO法人 住宅長期保証支援センター　専務理事 鈴森素子

リフォーム工事内容
　2軒のリフォームの工事内容は、どちらも耐震改修、省エ
ネ改修、設備機器の交換などでした。

①土葺屋根の軽量化と壁補強の
耐震改修

②屋根・壁・床に断熱材を施工
③一階の開口部の建具を断熱性
能の高いサッシ、ペアガラス
に取り換え

④対面式キッチン、在来タイル
張り浴室を高断熱のユニット
バスに取り換え

⑤省エネ性能の高い給湯機器と
交換

⑥シロアリ被害の箇所を補修工事

　B様は、ご夫婦そろってすまいづくりに関心が高く、内装
壁と洗面所の収納をDIYでされました。この例のように洗面
所やクローゼットなどの収納、トイレの壁紙など、面積が狭く、
特別な技術や道具がいらないところから手がけるのがおすす
めです。なお、DIYが費用削減になるかは一概には言えませ
んので、ご注意ください。

A様邸の屋根のリフォーム工事

リフォーム現場は安心の情報源
　リフォームは専門家に一切お任せして、出来上がりを初め
て目にすることもありますが、A様 B様とも「またとない経
験ができるチャンス。出て行くお金も大きいので、楽しもう」
とのお考えで、現場に頻繁に出かけられました。断熱材の
施工や配管の様子、内壁の中なども確認でき、すまいの安
全安心につながりました。また休憩時間に普段話す機会の
ない棟梁や職人さんから「間柱にも、廊下の下にも檜が使
われている。この床の手入れは……」などの維持管理のヒ
ントも聞くことができ、家に一層の愛着と誇りが持てるとの
こと。職人さんとの交流について「貴重な経験、すまいづく
りを楽しみました。今後もお手入れなどをお聞きできる関係
ができてうれしい」とコメントされていました。

工事体験は貴重で有意義
またとない楽しみ!!

最近では「空き家」の問題や活用がマスコミに載らない日はないくらい報道されています。地球環境時代と言われた21世紀ももう15年経ち、
私たちのすまいも随分変わってきました。その一つが、すまいに関する考え方や思いで、「新しいものがよいのだ」という新築信仰的なものが
少し後退し、暮らしの文化や景観、地域社会、住みごたえを感じられるなどの「中古（既存）住宅の再発見」ではないでしょうか。
この3回連続企画では、中古（既存）住宅を買ってリフォームする際に参考になる情報をお届けします。

特 集

耐震性能を上げるために、陶器瓦と
下の土を全部取り除き、不具合の出
ている板金部分も取り除きました。

全面的にカラーベストに葺き替えま
した。

写真提供：（株）住まい工 房集

　A様は、土地を気に入られ、古家付きの住宅を購入され
ました。A様は、構造に最近なかなか見られない大きな断
面の木材が使われていることや、木製建具、欄間のデザイ
ンを気に入られ、当初、壊す予定だった古家を壊さずリフォー
ムに変更されました。インスペクション（建物診断）の結果
も大きな不具合はありませんでした。また、いつまでも満足
して住み続けられるようにしたいとの思いから、キッチンや
浴室など水廻りのショールームにもコーディネーターや工務
店の担当と一緒に行き、性能、色、デザインをご自分で検
討し製品を決定され、工事現場にも頻繁に足を運ばれまし
た。完成後には見えなくなる部分を現場で見ることは、工
事への信頼と安心につながります。A様は、「すまいづくり
を想定以上に楽しみました」とお話しされていました。

　B様は、通勤や子育てを考慮してすまいを検討されるな
かで、既存住宅を購入してリフォームする物件を探され、希
望のエリア、大きさ、予算の物件に出合われました。家のお
手入れはよかったのですが、やはり築年数が 30年を越えて
いたのでシロアリ被害もありました。間取りや水廻りを中心
に大規模なリフォームをされましたが、収納や内装はDIY
でされ、今もDIYを続けられており、暮らしのなかに溶け
込んでいるとお聞きしています。
　A様・B様お二人とも手づくり感いっぱいのリフォームでした。 リフォーム中

DIYも楽しめました

A様の場合

B様の場合

事例紹介
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平成 27 年度

センターリポート

大規模修繕工事を始めようとする分譲マンションに、
アドバイザーを派遣、工事の進め方などを講義

京都市耐震改修促進ネットワーク会議
『地震に強い！ すまいづくりフェア』を開催

　京都市では、大規模修繕工事を始めるに当たり、建物の現状把握や管理組合の体制づくりなど、アド
バイザーがわかりやすくお伝えする制度を設けています。昨年 9 月からの1年間、伏見区のマンションに
専門家を派遣し、①マンション管理と運営に関する基本事項、②建物簡易調査＆報告会、③長期修繕計
画はなぜ必要か？など、全 6 回の講義を行いました。利用された方のお声をご紹介させていただきます。

　いかがですか？ アドバイザー派遣により、管理組合の運営方法、大規模修繕工事の進め方や、長期修繕計画など、皆さま
の疑問の解決にお役に立てたのではないかと思います。大規模修繕工事などを始めるに当たり、悩みをお抱えの管理組合の皆
さま、ぜひ、京 安心すまいセンターにお問合せください。

●管理組合の理事になることが初めての経験で、わからな
い言葉ばかりです。

●大規模修繕工事をするに当たって、管理組合が何をすべ
きかわかりません。

●マンションの修繕や管理などの知識が少なく、将来的な
不安が何となくあり、具体的にどう考え、どう取り組むべ
きかわかりません。

●長期修繕計画の修繕積立金が不足しており、不安です。

　京都市では、平成 27 年度末までに建築物の耐震化率
90％を目指すという目標を設定し、住宅をはじめとする建築
物の耐震化の促進に取り組んでいます。そこで、木造住宅の
多い京都で耐震改修を促進する環境を整備するため、平成
24 年 5 月に、行政と建設業界の団体など 12 団体で「京都
市耐震改修促進ネットワーク会議（略称：耐震ネットワーク）」
を立ち上げ、活動を進めています。
　その活動の一環として、9 月の防災月間に合わせ、耐震ネッ
トワークと京都市が共催で『地震に強い！ すまいづくりフェ
ア』を 9 月から10 月にかけて開催しました。9 月には市内を
5つのブロックに分け、ブロックごとに地域密着型のフェアを、
10 月にはゼスト御池でメインイベントのフェアを開催しまし
た。建物の倒壊実験映像の上映や、実際に揺らすことができ
る耐震模型の体験、自宅と活断層位置関係を確認できる都
市圏活断層図の展示など、より身近にすまいの耐震化に関心
を持っていただける内容に、来場いただいた市民の方にも大

床に敷き詰められた京都市周辺の
都市圏活断層図（1/10000）
京都市右京ふれあい文化会館にて

京都府建築工業協同組合／京都左官協同組合／京都府瓦工事協
同組合／京都府板金工業組合／京都建築工事金物協同組合／京
都府建設業協会京都支部／一般社団法人全国中小建設業協会全
中建京都／一般社団法人京都府建築士会／一般社団法人京都府
建築士事務所協会／一般社団法人建築設計監理協会／公益社団
法人日本建築家協会近畿支部京都地域会／特定非営利活動法人
コンシューマーズ京都／京都府／京都市／京都市住宅供給公社

変好評でした。フェアに来ら
れた方も来られなかった方も、
耐震改修をお考えの方は、京 
安心すまいセンターまでご相談
ください。耐震ネットワークと
連携しながらご相談に対応し
ていきます。 

今年度、京 安心すまいセンターで実施
したすまいスクールやイベントなどの様
子をリポートします。

平成 27 年 9 月～10 月
実施期間

平成 26 年 9 月～
平成 27 年 9 月

実施期間

アドバイス前利用者の声
●どんな手順で、何をしていく必要があるのか、理解するこ

とができました。
●大規模修繕工事の品質を上げ、修繕周期を伸ばすことが、

資産価値の保持や効率的な資金繰りに重要だとわかりま
した。

●長期修繕計画では、大規模修繕工事の際に一時金徴収
が盛り込まれていましたが、計画を見直す知識を得ること
ができ、方向が見えてきました。

●日常の管理点検の重要性を認識しました。

アドバイス後利用者の声

マンション
支援

耐 震

構成団体
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111月1日（日）・11月3日（火・祝）
　挑戦してみよう大工の技！釘を使わない木材の組み方

匠の大工技術を目の前で知見できる体験型スクールです。
のこぎり作業に不安のある児童は、鉋（かんな）で薄く削っ
た木くずで削り花を作っていただけます。

時間  11月1日（日）13 時〜／ 14 時〜／ 15 時〜
　　11月 3 日（火・祝）10 時〜／ 11時〜
　　 ※作業時間は約 50 分です。先着順として、お申込み時に空いて 

　いる時間をご案内します。

会場  京都建築専門学校 1階ピロティ部分
共催団体 学校法人 京都建築専門学校（協力：木粒会）
対象  小学生　 定員  各回 15 名程度（先着順）

211月14日( 土 )	
　女性建築士と考える子育てとすまい

住育※の視点で「子どもにとって望ましい住環境」につい
て考える講座です。子どもの発育によい影響を与えるすま
いの作り方について解説します。
※「住育」とは、すまいを学び、家族の幸せと子どもたちの心の成長を育むこと。

時間 14 時〜16 時　 会場  こどもみらい館 第 1 研修室
講師  有限会社宇津崎せつ子・設計室 一級建築士 宇津崎せつ子氏
定員  80 名（先着順）

11月15日（日）永住できるマンションづくりの4つのポイント
第 1部では、人・建物・お金・仕組みの 4 つのケアをポイ
ントに永住できるマンションづくりについて、わかりやすく
お伝えします。第 2 部では、①高齢者ケア②子育て支援
③長期修繕計画の見直し④管理委託の問題点の 4 つのグ
ループに分かれて、ディスカッションします（希望者のみ）。

お申込み・お問合せ  京	安心すまいセンター
☎ 075-744-1670　FAX：075-744-1637
HP：https://miyakoanshinsumai.com

お申込みは、電話・FAX・HP内の申込フォームにてお申込み
ください。後日、受講票と会場案内図をお送りいたします。
※記入事項：セミナー名・申込者氏名（ふりがな）・同伴者人数及び氏名

（ふりがな）・電話番号・〒住所

311月21日（土）
家と人に被害が…シロアリ、ダニ、南京虫〜早期発見、
早期対処！	結果と対策は	「住宅情報：いえかるて」に〜

害虫の実態や対策、日ごろのお手入れなど、安全・快適に
住まうコツを解説します。

時間  13時30分〜15時30分（相談会：15時30分〜16時）
会場  アーバネックス御池ビル東館 2 階会議室
共催団体 特定非営利活動法人 住宅長期保証支援センター
定員  50 名（先着順）、相談会は先着 6 組（参加お申込み時に予約）

411月28日（土）
もしこの家にだれも住まなくなったら？
〜映像でやさしく学ぶ空き家のお手入れ〜

空き家を自分で管理するにはどうすればよいかについて、
映像を用いてわかりやすく解説します。

時間  14 時〜16 時
会場  京都商工会議所 2 階 第 1〜第 3 教室
共催団体 一般社団法人 日本空き家管理協会
定員  70 名（先着順）

512月5日（土）
事例・体験談から学ぼう！
住民の絆を紡ぐマンションの防災対策　

管理組合として防災対策を進めるには、何から始めたらよ
いのか、災害時に確実に役立つ備えとはどのようなものか
について体験談から学びます。

時間  14 時〜16 時　 会場  本能寺文化会館 5 階
共催団体 一般社団法人 京都府マンション管理士会
定員  50 名（先着順）

612月12日（土）
考えてみましょう！	リノベーションの可能性

既存住宅の活用法や新たな価値の創造について、戸建てや
マンションのリノベーション事例を写真や図面を使い、具
体的に紹介します。

時間  14 時〜16 時 10 分　 会場  京都府庁旧本館正庁
内容  1. 新しい都市居住のスタイル。RC 住宅リノベーションのご紹介
　　  2. 京都らしさを問う。木造住宅リノベーションのご紹介
講師  1.株式会社アートアンドクラフト 取締役 一級建築士 枇杷健一氏
 　　 2. 株式会社八清 専務取締役 西村直己氏
定員 80 名（先着順）

京都市主催の平成27年度すまいスクールのご案内　参加費無料

平成27年度	第1回京都市マンション管理セミナーのご案内　参加費無料

時間  13 時〜16 時 30 分
会場  京都商工会議所 2 階（第 1〜第 4 教室） 
実 施団体  京都市、特定非営利活動法人マンションサ

ポートネット
定員  100 名（先着順）、第 2 部にご参加の方は、お申
込み時にご予約ください。

お申込み  特定非営利活動法人マンションサポートネット
☎ 075-722-1510　FAX：075-722-3650
Email：mail@msnet.or.jp
お申込みは、11月13日（金）17時まで。FAX、Emailで
申し込む場合は、催し名・氏名・住所・参加希望人数・電
話番号・相談希望の有無とその内容を明記してください。
お問合せ 京都市都市計画局住宅室住宅政策課
☎ 075-222-3666　FAX：075-222-3526

講座・イベントのお知らせ
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民間団体編

まちの匠編

京都のすまいや
まちをつくる人々

京
みやこ

のアジェンダ21フォーラム

京都左官協同組合

　京のアジェンダ 21フォーラムは、京都市において、
市民・NPO・企業・行政などのさまざまな主体がパート
ナーシップで持続可能な社会づくりを目指すための組織
です。
　地球温暖化防止京都会議（COP3）が開催された
1997 年に、地域での環境行動計画として「京のアジェ
ンダ 21」が策定され、その推進組織として 1998 年に
設立されました。以来、中小企業でも取り組みやすい
環境マネジメントシステム「KES」の創設や、省エネ家
電の普及を促進するための「省エネラベル」の誕生など、
全国に展開できるような先進モデルづくりに寄与してき
ました。
　現在では、環境の取組にとって重要な「すまい」に対
してアプローチするため、京 安心すまいセンターなどに
も加わっていただき、「すまいのエコ化プロジェクト」を
進めています。その取組の一つとして、京都市に多数立
地しているもののそのポテンシャルが活かされていない

分譲マンション屋上での太陽光発電を普及させるため、
マンション管理組合へのアンケートや実際の設置を想定
した実地調査などを行い、そこから見えた課題の整理
や、管理組合・管理士・管理会社などを対象としたセミ
ナーでの意見交換などを行ってきました。
　今後も、「すまい」と「環境」双方の専門家や活動団
体、行政などが共に知恵を出し合い、住む人にとっても
地域にとっても将来世代までずっと安心して暮らしてい
ける持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいきたい
と思っています。

　古
いにしえ

より、左官職人は土壁と漆喰壁を塗ってきました。
特に土壁はその施工性のよさと入手の手軽さで、永年の
間、日本壁の代名詞であったと言えます。左官職人の間
では「土は一番ではないが万能だ」と言われています。
耐震、耐火、吸放湿、吸着、蓄熱、防音などなど、ど
れも一番すぐれた材料ではありませんが、すべてを兼ね
備えた多機能材料だという意味です。さらには平面や曲
面など、どんな形にでも施工でき、厚みも数㎜から1m
以上までと自由で、土間の三和土（タタキ）から屋根の
土居塗まで場所も多様で
す。また生産から廃棄まで
の CO2 排出量はごく少な
く、捨てる場所も選ばない、

これほどの便利で地球環境に優しい材料はありません。
それを施工する左官職（古くは可部奴利・カベヌリと言
われていました）はおよそ1300 年以上の歴史を持ち、
現在にまでその伝統が受け継がれてきています。城郭
建築における漆喰壁の発展、また、利休によるお茶席
の創出が和風土壁の王様ともいえる聚楽壁を生み出し、
明治以降の建築では洋風蛇腹や漆喰彫刻、擬石風の洗
出し仕上げや擬大理石の研ぎ出し仕上げ、セメントモル
タルによる大壁工法と多様な壁が作られました。現在で
はデザイン壁やモニュメント・遊具などの装飾的な左官
仕事も多く見られます。時代の求めに応じてさまざまな
壁を創出してきた左官職人は、これからも美しさと機能
性を兼ね備えた壁を塗り続けます。

文：京都左官協同組合  理事 佐藤ひろゆき氏

マンション屋
上での実地調
査の様子

文：京のアジェンダ 21フォーラム 事務局 石崎雄一郎氏

国の重要文化財
の修理風景

京都のすまいやまちは、市民の方 、々行政、そし
てさまざまな専門家団体や職人によりつくられて
います。ここでは、すまいやまちづくりに関わる民
間団体や、まちの匠に関わる人々 をご紹介します。
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SUMA I の掲示板

スタッフのつぶやき
　私のセンターでの仕事は、すまいスクールや大規模修
繕アドバイザー派遣など、「安心すまいづくり推進事業」
全般です。4 月に入社して以来、多くの人との出会いが
あり、常によい刺激をいただきながら日々の業務に邁進
しています。そして、このセンターはそんな多くの方々に
支えられているのだと実感し、感謝の気持ちでいっぱい
です。皆様これからもどうぞよろしくお願いいたします。
　仕事のことはさておき、私のプライベートの顔を少しご
紹介しましょう。私は、センター女子では最年長です。でも、

気持ちは若い子たちに負けていません。最近は専ら仕事
一色ですが、手あたり次第にかぶりついた趣味はたくさ
んあります。最近興味をもっているのがティンホイッス
ル。ご存知ですか？ 映画「タイタニック」のテーマ曲の
イントロ部分で演奏されるアイルランド発祥と言われる
縦笛です。あの綺麗な音色に魅了されて以来、ずっと欲
しかったティンホイッスル。漸く手に入れました。綺麗
な音色が出せるのはいつになるでしょうか。今は、のん
びりゆったりと笛を吹く時間がほしいです。（M.H.）

京 安心すまいセンターからのお知らせや、京
都市からのお知らせなど、さまざまな情報を
お届けします。

「エコなすまいづくり」を応援！ 京都市から補助金が出ます！

窓の
断熱改修

内窓設置
最大1万8千円／箇所

外壁の断熱改修 ※１ 10 万円／式
外窓交換 屋根の断熱改修 10 万円／式
ガラス交換 最大 7 千円／枚 天井の断熱改修 3 万円／式

高断熱浴槽の設置 2 万円／式 床の断熱改修 5 万円／式
遮熱塗装など（屋根・外壁） 最大各 3 万円／式 ドアの断熱改修 最大 3 万円／箇所
庇の設置 8 千円／箇所 内装断熱パネルの設置（壁・床・天井） 最大各 5 万円／式
窓の遮熱フィルムまたは遮熱塗装 最大 2 千円／箇所 内装の左官工事（オプション工事）※２ 2 万円／式

　京都市では、住宅の省エネ化を促進するため、「既存住宅の省エネリフォーム支援事業」を平成 26 年度から実施
しています。この事業を活用すると、既存住宅の断熱、遮熱改修などの工事に対し、最大 50 万円の補助金が出ます。
省エネ化は、夏の暑さや冬の寒さを防ぐだけでなく、光熱費の削減にもつながります。また、ヒートショックやカビの発
生を防ぐなど、健康で快適に暮らすことができます。ぜひこの機会にすまいの省エネ化をご検討ください！
　なお、下表の太線で囲んだメニューについては、国の「省エネ住宅ポイント制度」実施中は、受付を休止します（「省
エネ住宅ポイント制度」終了に伴い、同受付を再開します）。省エネ住宅ポイント制度に関するお問合せは、省エネ住
宅ポイント事務局（☎ 0570-053-666）まで。

本事業は、必ず事前協議を行う必要があります。事前協議の完了前に工事契約・着工した場合は、補助金申請を受付することができま
せんのでご注意ください。また、補助対象となるには、要件があります。詳細は京 安心すまいセンターのホームページをご覧いただくか、
お電話でお問合せください。

工事対象メニュー

申請手続
の注意点

京 安心すまいセンター　耐震・エコ助成ホットライン　☎ 075-744-1631

補助金との併用が可能な『京都市あんぜん住宅改善資金融資制度』も、ぜひ、ご利用ください。 
エコリフォーム融資　融資利率（通年固定）0.5％（平成 27 年 10 月現在）、融資額 350 万円以内 
詳しくは ☎ 075-222-3666（京都市都市計画局住宅室住宅政策課）までお問合せください。 

お問合せ

※1土壁の外断熱改修は一式20万円です。
※2オプション工事のみでは補助の対象になりません。ほかのメニューまたは省エネ住宅ポイント対象工事と併せて申請してください。

京 安心すまいセンター　 検索

京都市からのお知らせ
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京 安心すまいセンター業務案内 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
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
電 話  075-211-4774
開催日  第１・３木曜日 13 時〜、14 時〜、15 時〜

（一社）京都府不動産コンサルティング協会 面談・要予約
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 
電 話  075-251-1145
開催日  毎月第 2・4 金曜日 13 時〜16 時（一件あたり1 時間弱 ）

（公社）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
電 話 075-251-1177
開催日  毎月第 1・2・3・4 火曜日 13 時 30 分〜16 時 

（公社）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

電 話  075-415-2121
開催日  毎週火・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ル恵比須町 427 京都朝日会館９階
電 話  050-3383-5433
開催日  月〜金曜日 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ル五丁目 232 番地の１
電 話  075-255-2566
開催日  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
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
電 話  075-256-2007
開催日  ①月・火・木曜日（当日 9：00 から整理券配布） 

　　　　  13 時 15 分〜15 時 45 分
　　　  ②金曜日（電話予約制） 13 時 15 分〜15 時 45 分
　　　  ③第２・４水曜日（電話予約制） 18 時〜 20 時

各区役所・支所地域力推進室
開催日  各週水曜日　13 時 15 分〜15 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。 

1 ・ 2 ・ 3  23は、☎ 075-744-1670
3  1 は、☎ 075-744-1631（耐震・エコ助成ホットライン）

〒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
※駐車場はございません。公共交通機関でお越し下さい。

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

安すま通信 検索

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

http://www.miyakoanshinsumai.com

http://www.facebook.com/miyakoanshin10 時〜17 時　※水曜日、祝日、年末年始を除く
075-744-1670 （センター全般、すまいの相談）　 
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

お問合せ先

この印刷物が不要になれば
「雑がみ」として古紙回収などへ！

開館時間
TEL 

FAX
ホームページ

すまいに関する
情報が

盛りだくさん！

安すま★通信 メルマガ版
登録者募集

賃貸に関する相談

1 すまいスクール　　 
すまいや暮らしに関する知識や工夫など、さまざまなテーマで講座やシンポ
ジウム、体験型ワークショップなどを開催しています。

2 すまいスクール出張版 　
皆さまのご近所まで専門家を講師として派遣し、すまいに関する講座を開催し
ます。内容や日時などご要望に合わせてご利用いただけますので、PTA や自
治会の集まりなどにお役立てください。

❷ すまいについて「知りたい」あなたを応援します

1 すまいの耐震化、省エネリフォーム、太陽光発電システムなど
　 の助成制度の相談、申請を一元的に支援します　　 
2 高齢者の方の賃貸住宅への入居をサポートします　

詳しい内容は、ホームページをご参考ください。
http://www.kyoto-sjn.jp

3 分譲マンションに、建て替え・大規模修繕のアドバイザーを
　 派遣しています

❸ すまいの「安心・安全」を支援します

不動産に関する相談

法律に関する相談

1 一般相談（随時、電話、来館）　 
センターの相談員が内容をおうかがいし、解決の手がかりについてアドバイ
スをします。 

2 専門相談（日曜日、要予約、来館）　
専門家が、建築、法律、不動産、分譲マンション管理など専門的な知識が
必要な相談に応じます。※回数制限あり

安心・安全・快適な暮らしとすまいづくりを応援します。

❶ すまいの「なやみ」についてアドバイスします

営利目的、現在係争中の案件の相談や特定業者の紹介、トラブル
の仲介はお受けしておりません。また、借家のオーナーの方からの
相談もお受けできません。

注意

京都市すこやか住宅ネット 検索

こちらも要チェック!




