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● すまいに関するイベント情報 

● すまいに関する補助制度情報 

● 京都市内で実施されている無料相談窓口 
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自立分散エネ 
太陽光パネルや燃料電池を 

使って創エネ！ 

平成27年度の助成金も、 
お問合・お申込は 

京安心すまいセンター 
075-744-1631へ！ 

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  

春は気分を一新するチャンス！ 
京都市の助成金制度で、気になるところを 

リフォームしませんか？ 
京都市が推奨するリフォーム、助成金3本柱はこちら！ 

耐震 省エネ 
光熱費を節約して、 
暮らしも快適に！ 

すまいの耐震強度を上げて安心安全！ 
平成27年度は、耐震診断無料化など 
制度を更に充実！（詳しくは2ページへ） 

他にも、 
蓄電システム 
太陽熱利用システム 
HEMS 
も助成します！ 
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すまいに関するイベント情報 

京都市内のイベント 

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。 

4月8日(水)、25日(土) 
 

暮らしに役立つ★FPマネー塾★ 
 

■8日(水) 19：00～20：30（受付：18：50～） 

 ～住宅ローン～ 
変動金利と固定金利、どっちがお得 

生活資金の中で大きな割合を占めることが多い住宅ローン。 
今回のFPマネー塾は、ぱっと見では難しい金利の問題を軸に、結
局のところどちらがお得になるのか？ を勉強します。 
  講師：金森 茂也氏 
 

■25日(土) 13：00～14：30（受付：12：50～） 

子育てにかかるお金、もらえるお金 
楽しいけれど、責任も大きい子育て。どのような公的援助があるの
か、どうすれば余裕をもった生活を送っていけるのか、ファイナンシャ
ルプランナーがプロの目線でお教えします。 
  講師：宇野 元博氏 
 

所日本FP協会京都支部事務所(下京区四条通り室町東入る
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 
の申込フォームhttps://www.jafp.or.jp/tbb/?hojin_cd 
=926 の詳細より、氏名(フリガナ)、住所、電話番号、メールア
ドレスなどの必要事項を添えて 問日本FP協会京都支部事務所 
☎075-253-4650 ✉kyouto_bb@jafp.or.jp 

5月13日(水） 
 

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」 
 

京都市では、相続、権利、財産等について専門家の相談会を
実施しています。 
その中でも特に相談件数の多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、このたび、弁護士、税理士、
司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引
士による「不動産無料相談会」を、公益社団法人京都不動産
研究協会との共催により実施します。 
 

 相談時間 10：00～12：00、13：00～16：00 
      (受付時間は9：30～15：30) 
 

所京都市消費生活総合センター 研修室(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) ￥無料 申当日
受付(先着順) 主公益社団法人京都不動産研究協会 
問京都市消費生活総合センター ☎075-256-1110  

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。 

4月14日(火） 
 

町家をトーク2015 

第1回 《京町家総論》 
 

「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。 
2015年初回は、開講挨拶や年間計画説明のほか、 
   ・京町家とは、その魅力～現状 
   ・町家の形成、成熟とその生活文化 
   ・京町家の空間構成…など、京町家全体について語ります。 
    講師：中村 利則氏<京都造形芸術大学教授> 
 

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)/1回、通年12,000円/12回 
(毎月第2火曜日) ※過去通年参加者は1,000円/1回、通年
9,600円/12回 申FAXにて 主・問「町家をトーク」事務局(担
当：岡田優) ☎090-6550-2468 FAX075-315-2394 



※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。 
 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。)   

 
                                           4回連続企画 

 

第4回 ～わくわくドキドキ！～ 
いよいよ家を建てることになった京子さん、初めてのことに悩みはつきません。   

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 
イラスト：京安心すまいセンター 吉松 亜侑美  

お悩み 1 
 

住宅会社を選びました。 
工事請負契約書で気を付けることは何ですか？ 

 
建築側が独自に作った契約書は、署名押印する前に2～3日 
預かって、不審な点はちゃんと説明を受けましょう。 
特に購入者側のペナルティーは記載していても、請負側の 
ペナルティーはほとんど記載されていないものが多く見ら 
れます。 

署名押印前にしっかり確認しないとね。  
契約後の追加料金も心配なんですが…。 

工事が始まると、思っていたこととイメージが合わないところが 
出てきます。 
こちらから変更を依頼せざるを得ないことも起こります。 
その場合も、変更による見積もりを再度しっかりもらってください。 

お悩み ２ 
 

お悩み ３ 
 

境界線ギリギリに家を建てたり窓に目隠し 
をつけるかどうかでトラブルが発生すると聞きましたが… 
そうなんですか？ 

かつて汲み取り式便所だったので汚物を処理するため、お互いが通路を
必要としていました。民法では建物間の距離を50㎝あけるという条文
(第234条)がありますが、建築基準法での規定はありません。ただし、
近隣の状況等で現在も建物間の距離を守っている地域は、そのルールに
従います(民法第236条)。目隠しは、明らかに隣地を覗き込むような窓
がある場合や窓の正面に隣家の窓があるような場合、後から建てる建築
主が互いのプライバシーを確保するために目隠しを設置するというのが
社会的ルールです。 

まず、設計書に記載されていることをしっかり頭に入れておいてください。 
そして職人さん達が帰った後、現場に佇んで設計図と現場とを見比べ、設計書の通りに進んでいるかを 
見て回りましょう。 
引渡しを受ける前にも、ご自身でも十二分に精査する事が必要です。 
ドアの建付け、床鳴り、クロスの剥がれ・膨らみ、排水経路の確認(排水口のある全ての設備機器について 
バケツから水を流してそれぞれ確認します)、電気設備の点滅確認、電動機器の作動確認、その他重要な 
個所は所定どおりの寸法で仕上がっているかメジャーを持って採寸確認します。 
階段や手すりは造作が甘くないか力を入れて踏み込んだり、引っ張ったりします。 
その時点でトラブルが発生すれば業者の責任です。しっかり検査すると、業者側も慎重に構えます。 
入居後に発生したトラブルについては、業者へどのように対応するかを文書で記してもらうことです。 
補修のできない欠陥は金額の値引きで対処せざるを得ないでしょう 

設計書どおりになっているか、どうやって確認したらいいの？ お悩み  4 
 

京子さんの素敵なおうちづくりの旅はまだまだ…続く？ 

❸ 



京（みやこ）の春のすまい方 ～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 

 

京都のくらし・昔の知恵 

 で知られたところで、秀吉がそのために吉野の桜 
 ７００本を山に植えさせたことに始まります。 
 東山の清水寺付近には「染井吉野」が約1,000本 
植えられています。清水寺は宝亀9年(778)建立ですが、
現在の建物のほとんどは17世紀前半に再建されたもの 
で、その後に桜が植えられました。 
 平野神社は、桜で有名な神社の一つで、現在約 
400本、数十種の桜が植えられています。平安中期頃、 
寛和元年(985)花山天皇によって境内に数千本の桜が 
植えられました。 
 その後、応仁の乱などで度々 
社殿が焼失し荒廃しましたが、 
江戸時代の慶長年間に、 
 

西洞院時慶が再建しています。 
その後、桜の名所となり、 
「平野の夜桜」として世に 
知られました。 

ここのえざくら 
じょうしょうこうじ 

 「花見」は、奈良時代の貴族の行事が起源だといわれて 
 

います。文献上の初出は、奈良時代の地誌『常陸国風土 
記』で、「桜の花咲く春に（中略）神に供へる食物を携へ馬に 
乗り、あるいは歩いて山に登り、楽しみ遊ぶ」とあり、花見は 
娯楽的要素の他に、神が鎮まるとされる山に登るという、 
 

儀礼的な禊を意味するものでもありました。 
 

 平安時代、「花見」は宮中での行事「節日」となります。 
平安初期の歴史書『日本後紀』の弘仁3年(812)の条に、 
「神泉苑にいでまし、花樹を覧じ、文人に命じて詩を賦せしめ、 
 

（中略）花宴之節はこれにおいて始るや。」と記され、これが
「花宴」の始まりとされます。後にこれが貴族の遊びとして 
「桜狩」とも呼ばれるようになります。 
  「花宴」は、その後場所を神泉苑から宮中に移し、天皇 
   主催の定例行事となります。その様子は『源氏物語』の 
 

        「花宴」の冒頭に「2月の20日あまり、南殿の桜 
        の宴させ給ふ。」とあり、当時の様子が描かれて 
        います。また、貴族達の間でも桜を柳と共に邸 

せちにち 

ひたちのくに 

みそぎ 

かえんのせち 

はなのえん 

内に植えることが流行り、『古今和歌集』に「見渡せば 
柳桜をこき混ぜて都ぞ春の錦なりける」と歌われています。 
  鎌倉時代になると、後嵯峨上皇は嵯峨に離宮を 
営み、その背後の嵐山に吉野の山桜を多数移植させて 
 

花見を楽しまれました。また、吉田兼好の随筆『徒然草』 
にも「花は盛りに月はくまなきをのみ見るものかは」とあり、 
当時の「花見」の風情を描いています。 
 

 室町時代には、世に「花の御所」と呼ばれた「室町殿」
が足利氏の手により完成して、この頃より桜狩が行事と 
なり、足利義政などが京都東山や大原野に豪華な花 
見を行うようになります。 
 そして動乱の戦国時代を経て、安土桃山時代、慶長3
年に豊臣秀吉が「醍醐の花見」を行なった話は、あまり
にも有名です。 
 江戸時代に入ると、一般庶民の間にも花見が盛んに 
 

なり、多くの名所が誕生しました。なかでも御室や嵐山、
清水寺などの東山方面に多くの人々が花見に出かけ、
今なお多くの人々で賑わいを見せています。 

つれづれぐさ 

むろまちどの 

おむろ 

 京 の 桜 の 名 所  

花 見 の は じ ま り  



 

 花見のころの和菓子といえば、「桜餅」が頭に浮かびます。 
 

 京都では蒸しあげた餅米の一種である道明寺粉でこし餡を 
包み、塩漬けの桜の葉を巻いた「道明寺桜餅」ですが、 
東京では、薄く焼いた小麦粉の皮を2つに折ってこし餡を 
 

挟み、塩漬けした桜葉で包んだ「長命寺桜餅」です。 
 どちらも江戸時代に考案されたもので、それぞれ次のような 
歴史があります。 
 

 博物学者の南方熊楠によれば、桜餅は江戸初期の天和 
3年（1683）京都に存在すると述べています。また、江戸中期 
 

の大田南畝の随筆『一話一言』に、京御菓子司「桔梗屋」 
がでてきますが、その店の菓子目録の中に桜餅が載せられて 
        います。桔梗屋は、京の都と伏見をつなぐ本町 
            街道沿いの菓子屋で、当時、その辺りは 
             伏見稲荷の参拝客で賑わっていました。 
             明暦3年(1657)に起こった振袖火事の      
              

みなかたくまぐす 

どうみょうじこ 

おおたなんぽ 

ちょうめいじ 

ころから京菓子司の江戸進出が 
始まり、桔梗屋も桜餅とともにそれ 
に追随したと思われるため、桜餅の 
発祥は京都だと考えられます。 
 江戸では天保年間(1830～44)の 
頃、向島の隅田川沿いの堤が桜の名所になり、この堤に 
近い所に長命寺がありました。 
 享保2年(1717)、桜並木の落葉掃除に追われたこの寺 
の門番の山本新六が桜餅を考案したといわれています。 
初めは桜葉の醤油漬けを思い付き、売り出したもののすぐ 
に飽きられてしまい、その後、塩漬けした桜葉で包んだもの
を考案し、これがたちまち花見に訪れた人々に知れ渡って、 
江戸名物の一つとなりました。 
 これが江戸の桜餅の起源とされ、現在も子孫が長命寺 
門前で「山本や」という店で桜餅を作っています。当時の 
浮世絵や川柳にも桜餅が扱われており、昔から庶民に 
なじみ深い菓子として知られています。 

 「花より団子」という諺がありますが、やはり花見にはお弁当 
がつきものですね。落語の『貧乏花見』は玉子焼の代わりに 
沢庵、酒は番茶、蒲鉾はおこげで代用する話ですが、実際 
江戸の庶民はどのような花見弁当を食べていたのでしょうか。 
 享和元年(1801)刊行の『料理早指南』に、当時の花見 
弁当を見ることができます。その中の、四段の重箱と、別に 
 

小割籠という木製弁当箱からなった、一番豪華な弁当 
を紹介しましょう。 
 一段目は小若鮎の焼物、むつの子、若筍煮、早蕨、うち 
銀杏、かすてら玉子、わた蒲鉾、春霞、長ひじきの詰め合 
わせ九種です。 
 二段目は、あぶった蒸しカレイ、骨を抜いた一夜干しの桜鯛 
 に、付け合わせとして昆布漬けの干大根、唐辛子、甘露 
 梅です。 
  三段目は所謂刺身の類で、ヒラメの刺し身、サヨリの細 
  造の二種に、付け合わせとしてウドの細切りとワカメに赤 
  酢味噌が添えられています。 
   四段目は、菓子四種の詰合せ、小倉野きんとん、紅 
   梅餅、椿餅、薄皮餅、かるかんです。 
 

   割籠には御飯類である焼飯に、付け合せとしてよめ菜、 
 

    つくし、萱の浸し物が添えられています。 
    これはどうやら、庶民のものではなく、芸妓などを引き 
     連れた大店の花見弁当のようですね。 
     聞きなれないいくつかの食材についても、同書に 
     詳しく記載されています。 
     「かすてら玉子」は、名前のごとく玉子にすりおろした 
     山芋を加え、小麦粉と砂糖を入れてすり混ぜ、焼き 
     上げたものです。「わた蒲鉾」は魚のすり身にアワビ 

 桜 餅  

花 見 弁 当 に つ い て  



すまいの相談 原状回復 
 

 Q 
 A 立つ鳥跡を濁さず。立ち去る者は、跡が見苦しくないよう整えておくべきという意味です。 

今回のテーマ『原状回復』で学んで、爽やかな旅立ちを迎えましょう！ 
(安心すまいづくり☆通信平成26年4月号・平成 
27年1月号にも賃貸借①と原状回復についての 
Q&Aを収録しています。あわせてご覧下さい) 

『原状回復』と『善良なる管理者の注意義務』 

賃貸契約終了時において、借りていた人が生活の中で発生させた、傷みや汚れを直すこと。 
簡単に書くと、こうです。 
でも早とちりしてはいけません。その傷みや汚れ、全てが借りていた人の責任とはならない場合が多いのです。 

よく誤解されていますが、『入居した当時の状態にそっくりそのまま戻す』という意味ではありません。 
 

住宅の賃貸契約書において、建物や設備の損耗は大きく2つにわけられます。違いはいったい、どこでしょうか？ 

❶借りている人が一般的な生活を送ることで生じた損耗 
  …例えば、畳の擦り切れや、日焼けなど。 
 

一般的な生活を送っていれば、 
誰が住んでいても起こり得る 

損耗を通常損耗といいます。 
 

もう一つ、消耗品が、年数を 
経るごとに価値が下がっていく 

ことを経年劣化といいます。 

新品の時に入居して、6年経過 
すれば、残存価値は1円となり、 
基本使用による損耗であれば借りている側の負担は 
なくなります。 
 

つまり、大家さんには、家賃と引き換えに、住む人にごく 
普通の生活を送らせる義務があり、それに関わる費用は、 
大家さんが負担することになります。 
 

対して、大家さんが自身の財産の価値を守るために行う 
ことは、貸している大家さん側の負担になると言えます。 
次の入居者のために行う鍵の交換やルームクリーニング代 
は、基本的にはここに含まれると言えるでしょう。 

❷借りている人の不注意によって生じた損耗 
  …畳についた煙草の焼け焦げ、掃除しなかったことが 
     原因のトイレの詰まりなど。 
 

他人の財産を借りて住んでいるの 
だから、部屋を借りて返却するまで 
の間、それ相応の注意とマナーを 
以て住まねばなりません。これを 

『善良なる管理者の注意 
義務』、略して『善管注意 
義務』といいます。 
 

通常修繕が大家さん負担にあたる損傷であっても、借りて 
いた人が注意すれば防げたことによる損耗は、借りていた 
側の負担となる場合があります。 
 

しかしそのそれも該当箇所とその周辺に適用されるので、 
計算上は過失を起こした箇所の最小単位、畳1枚分の 
賠償ですし、経年劣化と通常損耗も差引かれます。 
 

全て新品にしないとその部屋の美観が損なわれるという理由
で全て交換するのであれば、該当最小単位以外の交換代
は大家さんの負担になります。 

❷の費用のうち、借りていた側が負担するとなった損傷修繕費は敷金を使います。 
そこでカバーしきれなかった分の費用が、原状回復費として追加請求されるのです。 
 

ちなみに、契約に『特約』として費用分担の項目が予め記載されており、その内容についてきちんと説明を受けて 

いて、借りていた側も了承していれば、その特約事項が有効となることが多いです。 
 

有効とされる要件は 
 

1.特約の必要性があり、かつ、暴利でないなどの客観的、合理的理由が存在すること 
2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること 
3.賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること です。 
 

契約時には特約事項を含めて、その内容を十分に確認しておきましょう。 
(参考/国土交通省発行『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』) 

 

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。 



 

「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 

           ご心配はよくわかりますが、まずは請求書を待って 
     ください。 
     請求書が届いても、内容がよくわからなければ、
更に詳しい明細と説明をもらってください。 
納得いく内容であれば支払えばいいのですし、納得が 
いかなければその点について更に説明を求めましょう。 

退去時の立会いが終わりました。 
傷の指摘があり、後日いくらぐらいの
請求書が来るのか心配です。 

A 

Q 

     契約時にきちんと説明を受け、サインをしている 
     なら、「契約内容を了解した」とみなされるのが 
     通常であり、妥当な内容であれば支払わなけれ
ばならない可能性が高いでしょう。 
 

しかし、消費者契約の性質そのものに対して全般的に言
えることですが、サインしたからといって、あまりにも一方的、
どちらかに取って不利過ぎる内容ならば認められません。 
 

住居の賃貸借契約でも、礼金や保証金、地域の慣習、
退去時の原状回復特約を踏まえて通常の賃料はすごく
安価であったなど、考慮される事情は様々ありますが、契
約をしたからといって必ず全てを担わなければならないとい
うことはありません。 
あなたの退去時に必要がなく、次の入居者のためにされ
たルームクリーニングであれば、大家さん負担が妥当と 
されるケースもあります。 

契約書をよく見たら『特約』で、退去時
に借主の私が全額ルームクリーニング代
を支払うという項目がありました。 
サインもしてるし、これって有効？ 

A 

Q 

     使われた敷金の内訳は書いてありますか？ 
     なければ必ず、まず詳細がわかる文書ももらって 
     ください。 
即支払うようなことは避けて、まず内容を検討しましょう。 
 

退去立会いは基本、大家や管理会社、管理会社が委
託した立会専門の業者と、借りていた人で行います。 
入居時にはなかった傷が増えていないか、汚れや設備の 
不具合など、敷金の使い道や原状回復の費用分担を 
決める作業なので、その後のトラブルを避けるためにも 
なるべく当人が立ち会った方がよいでしょう。 
逆に言えば、その時に何も問題なかったのなら、あなたが 
つけた傷であるという証明はお互いにできません。 
立会い時にお互いに確認し、問題なかったとサインをして 
いたなら、きちんとそう主張する強さも必要です。 
 

入居時も気をつけて部屋を見ておき、何か見つければそ
の時点で大家さんや管理会社に伝えてそのやり取りの記
録を残しておく、該当箇所の写真を撮っておくのも有効
な手段と言えます。 
「知っていたが放置していたから、被害が拡大した」となれ
ば、拡大した分の責任を負わなければならない可能性も
あります。 

退去時の立会いでは問題なく、敷金も 
全額返金と聞いていたのに、後日高額の 
追加請求書が送られてきました。 
これ、支払わないといけないの？ 

A 

Q 

      ペット不可の物件でペットを飼っていたとなると、 
      引っかき傷や臭いなど、物件として想定外の 
ダメージを負うことになります。 
善管注意義務違反ですし、契約違反ともなるので、ペット 
に関する修繕費用はやはり、違反した方が負担することに 
なると思われます。 
 

ただ、ペットの傷と経年劣化が 
認められる部分と、同じ原状 
回復費用でも、判断が分かれる 
など、詳細な内容に関しては 
交渉の余地があるかもしれません。 
認めるべきところは素直に認めて、 
慎重に話し合いましょう。 

ペット不可の物件でペットを飼っていま
した。大家さんにばれたので、退去する
ことに… 床や壁の傷の補修代、やっぱ
り全額払わないと駄目ですか？ 

A 

Q 

    通常の清掃で落ちる汚れであったなら、それは 
    通常損耗という判断になります。つまり、この 
    状況でルームクリーニングを行ったとすれば、それ 
は大家さんが財産を守るためにしたことであり、大家さん
負担が妥当と言えます。 
 

しかしルームクリーニングで払拭出来ないほどの汚れは、 
通常の使用時以上の損耗と判断され、借りていた側の 
負担となることが多いようです。 
その代金の内訳を念の為確認したうえで、認めるべき 
ところは認めて、支払ってはどうでしょうか。 

喫煙者です。退去時に壁紙の黄ばみが 
落ちず、全面張替が必要と言われました。 
ルームクリーニング代は負担すると伝え 
ていたのですが、思っていたより高額の
請求…やっぱり支払わなければならない
のでしょうか？ 

A 

※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。 
 個別の事情により回答が異なる場合がございますので、更なる回答をお求めの場合は、裏面の各種相談窓口にお問合わせください。 



■ 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 

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） 

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 
開催日：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） 

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  
開催日：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 
開催日：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 
開催日：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 
開催日：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 
各週水曜日 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 

 

  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 

※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は、京都市住宅供給公社が運営しています  

この印刷物が不要になれば 
「雑がみ」として古紙回収等へ！ 


