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安心・安全・快適に暮らせる理想のすまいづくりを応援します
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『エコで、災害にも強いすまいへ』
京都市からお得な助成金がでます !

すまい のニュース

〈一般相談種別〉〈一般相談内容〉

　京都市から耳よりなニュースです！
　すまいのワンストップ総合窓口を目指す「京 安心すま
いセンター」では、京都市から委託を受けて、①木造
住宅の耐震化、②既存住宅の省エネリフォーム、③太
陽光発電設備などの 3 種類の助成制度の受付窓口をし
ています。一定の条件を満たす場合は、この制度を使
えますので、まずは、京 安心すまいセンターまでご相
談ください。
　特に、今年度は耐震診断や耐震計画、耐震改修など
の仕組みが充実しました。なかでも京都市に登録して
いる耐震診断士の派遣は、今年度はハガキ１枚で申込
みができます。まずは、今年度は自己負担が無料の耐
震診断を受けませんか。
　また、耐震改修工事も充実。屋根の軽量化や柱など
の修繕、建築物の四隅などへの耐震壁の設置、有筋基
礎の増設、外壁の劣化部分の修繕など、いろいろなメ
ニューに応じて安全度アップが図れます。もっと本格的
に修繕したい場合は、さらに安全な工事もできます。「ま

ちの匠」の知恵や建築士の技術を使って、かけがえの
ない命を大切にまもりましょう。
　耐震改修だけではありません。既存住宅の省エネリ
フォームについても、助成制度を設けています。ただ、
国の省エネ住宅ポイント制度が今年の半ばまで運用され
る予定です。その間は、遮熱塗料や外部ドアなどのほか
は市の助成制度は一旦休憩。でも国のポイント制度が終
了すると、またまた市の助成制度が復活しますので、お
楽しみに！
　さらにさらに、今年度も太陽光発電設備やエネファー
ムなどの設置に対して引き続き助成制度を設けています。
耐震化や省エネリフォーム
助成と組み合わせることで、
太陽光発電設備や太陽熱
利用設備の助成金が増額
になるなど、魅力たっぷり！
しっかりエコしませんか！

　京 安心すまいセンターには、すまいに関するさまざま
な相談が寄せられています。まずはセンターの相談員が
窓口や電話に応じています。平成 26 年度は、1,851件
の相談がありました。なかでも、「賃貸借契約の内容」が
263 件、「近隣問題の騒音や臭いなどの問題」が 156 件、
そして「住宅情報」が 134 件とこの 3 つでトップ 3 を占
めています。特に「賃貸借契約の内容」については、退
去時の原状回復に関する問題など、退去にまつわるさま
ざまな相談が目につきます。
　また、当センターでは、さらに高度で専門的な内容に
対応するため、建築、法律、不動産、分譲マンション管
理の各専門家による相談（日曜日、予約制）も実施して
います。すまいの悩みについてアドバイスが必要な方は、
まずは☎ 075–744–1670 までお電話ください。

中古住宅を購入する時の注意点
インスペクションまで第1回 

インスペクション（住宅診断）
第 2 回は、「リフォームの計画や見積もり商談、補助金
活用」についてです。

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

基礎コンクリートのヒビ チョーキング

さっと撫でて
チョークのような
白い粉が付いたら
塗り替え時期です

「中古住宅を購入する」ためのポイントは情報収集に始まり、物件探し、資金計画と、
住宅購入に至るまでの道のりは長いです。今回は、インスペクションについてもお話しします。

資 金 計 画
　今度は費用の問題が出てきます。購入資金としていくら準
備できるかを計算します。資金は、貯金、今の家賃、収入
から組めるローン、両親などからの資金援助 ( 特別制度利
用 )、長期優良住宅化リフォームなどの補助金。支出は、中
古住宅購入費、仲介手数料、購入後のリフォーム費用、カー
テンなどの付属費用、登記費用、引越し費用などを計算しま
す。調達資金額と費用を同額として計算するのは危険です。
10 〜 20％資金にはゆとりを持ちましょう。

　さて、購入する住宅が決まっても、いきなり契約に入らな

住 宅 探し

　「中古住宅を購入する」準備は、まずは情報収集ですが、
その前に、購入する家でどのような暮らしをするのか、一緒
に住む家族共有のノートとファイルを準備してメモ書きしま
しょう。このメモ書きは情報収集する段階でご自身の希望や
思いも含めて記載内容が変化することもありますが、書くこ
とで、商談の時に、譲れることと譲れないことを冷静に判
断できたり、時間を置いて冷静に判断する資料になります。

　次は実際の住宅探しですが、近頃は、まずは、ネットで
情報を取ることが増えています。業界団体の情報発信サイ
ト「不動産ジャパン」http://www.fudousan.or.jp で検索
し、基本情報を掴んだうえで民間事業者が出しているサイト
や、土、日の新聞チラシ、住宅情報雑誌で情報収集しましょ
う。購入希望の住宅が見つかりましたら、次は現地確認です。
できれば曜日や時間帯、天候をかえて数回行きましょう。

調べてみました！すまいの悩み Top3 （平成 26 年度の相談実績から）

事 前 準 備

各地で起こる自然災害で自宅を離れざるを得ない状況になった被災者の報道を目に、耳にすると「すまい」を再認識します。
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、住み応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。
これから 3 回シリーズで、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。

インスペクションの
簡単な道具窓周りの雨漏り

特 集

いでください。これまでは中古住宅は「現状有姿」といって
現状を見たままで取引していました。しかし、最近は、契
約後に壁の中などの見えないところに大きな不具合があって
も簡単には解約できないし、また購入後のリフォーム工事
の目安を知ることも重要なため、国土交通省は、納得、安
心して購入するために事前にインスペクションをすることを
お薦めしています。インスペクションは、売主さまの許可が
必要です。最近は、インスペクションは、「納得して購入して
いただくには欠かせない」と、心安く承諾される売主さん
が多くなりました。
　インスペクションは、実際の家を建築士などの専門家が 1
時間〜 3 時間程度調査することが一般的ですが、ご自身で
も健康診断レベルのインスペクションができます。ヒビの深
さや幅を測るクラックゲージなどはホームセンターで 600 円
位で販売していますが、手持ちで不要になった厚さの異なる
カードを使うと便利です。他には雨漏り、水漏れ、結露など
の被害と基礎などのコンクリート、外壁のヒビ（クラック）な
どもチェックしましょう。外壁などは、手でさっと撫でるだけ
で劣化状況が判断できます。是非、家の周りからインスペク
ションにチャレンジしましょう。インスペクションの結果は、
リフォーム計画を立てる時のよい資料になります。

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。
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住文化平 成 2 6 年 度

センター の 活 動 報 告

「地震とすまい・まちづくり展」と「まちかどシンポジウム」

棟梁、専門学校生と建てよう！
宝が池のお茶室＋お茶の飲み方体験

　阪神・淡路大震災の発生から20年目の節目の年に合わせ、
1月13 日（火）から1月18 日（日）の 6 日間、地下街ゼ
スト御池において、「地震とすまい・まちづくり展」を開催し
ました。特に映像コーナーでは、阪神・淡路大震災を撮影
した映像に、多くの方が足を止めて見入っておられました。
　また、1月17 日（土）には、ゼスト御池の河原町広場に
おいて「まちかどシンポジウム」を開催。“「1．17」の教
訓を継承するために ” をテーマに、神戸の震災体験者、京
都市勧修学区自主防災会会長、京都市耐震改修促進ネット
ワーク会議の建築士にお越しいただき、地震に強い安全な

すまい・まちづくりについて語り合っていだたきました。そ
のなかで、「阪神・淡路大震災では昭和初期の建物はすべ
て倒壊してしまった」「今後は、事前対策と災害応急対策の
両方が必要」「地震に対する耐え方はそれぞれ異なるので、
専門家に相談することが大切」などの意見が出されました。
最後に、神戸の震災体験者から「歴史都市・京都は、日本
の財産。外から言うのは簡単だが、京都を守ってほしい。
私も、命が助かったから人を助けることができた。命を守る
大切さを忘れないでほしい」と会場にエールを送っていた
だきました。

　小学生とその父兄を対象に 2 日間にわたって、宝ヶ池プレ
イパーク内にお茶室を組み立て、完成したお茶室での喫茶体
験を行いました。
　茶室は、京都建築専門学校の学生たちが制作した本格的な
六帖の茶室を解体して搬入したものです。1日目の朝から建築
学 校の学生 15 名
が子どもたちや父
兄と一緒に組み立
てました。2 日目の
茶道体験は、速水
流の講師を招き、1
席 20 分程度のお
茶席を連続して14
回実施しました。

まちかどシンポジウムの様子 震災をふりかえる写真展 京都市中学校家庭科研究会の展示

1 日目　茶室組み立ての様子

2 日目
お茶会の様子

京のすまいはじめました × 京にずっと暮らしています

高齢期の住まい探しをサポート

　京都の伝統を守りながら暮らしている方と新しくすまい始
める人たちに集まっていただきました。そして暮らしに息づい
ている自然や社会とのお付き合いスタイル「京都くらし」や未
来に残す先人の知恵などについて語っていただきました。
　まず、秦めぐみさん（京都秦家主宰）からは、京都の伝
統文化を守り伝える活動について、また、吉田玲奈さん（町
家保存・活用マネージャー）からは、古い町家を DIY した
ときの大変さなどについてお話しいただきました。また、バ
ルナ・ゲルゲイさん（京都工芸繊維大学博士課程）からは、
西陣の町家を DIY し子育てしながら暮らしていることなど、
そして、コーディネーターの髙木真人さん（京都工芸繊維

大学准教授）から最近では見かけなくなった縁側の使われ
方などについてお話しいただきました。最後に、髙木さんか
ら「京都のまちなかに新旧の住人がスムースに関わり、若
者が減少傾向にある町家やコミュニティの復活につながる」
と締めくくっていただ
きました。
　 満 員の 会 場では、
笑いや合いの手ありと
和やかな雰囲気につつ
まれていました。

　京都市居住支援協議会は、平成 24 年に設立され、高齢
であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅の紹介をはじ
め、行政と民間とがタッグを組み、住宅と福祉の両面から
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる住まいの確保
に向けた取組を進めています。
　定期開催してい
る住まいの相談会
では、毎回多くの
高齢者から、切実
なご相談が寄せら
れます。やはりシニ
ア世代の住まいの
悩みは尽きないよ
うです。

　また、平成 26 年度から、国の補助制度を活用し、住宅
への入居支援と見守りサービスを一体的に提供するモデル
事業も実施しています。
　これらの取組により、高齢期の住まい探しのサポートをさ
らに充実していきます。

「ちおん舎」でのセミナー風景

見学会風景

相談会風景

9 月 27 日（日）平成 27 年度すまいスクール　
「資産価値 UP！ マンション管理の秘訣」

　「大規模修繕」「付加価値 UP」「まちとのかかわり」の 3 つのキーワードで管理組合の取組成功事例を紹介します。
その後は、参加者同士の情報交換会を開催。
時 間 13 時 30 分〜16 時 30 分（受付 13 時〜）  対 象  市内在住又は市内に通勤・通学の方
会 場  京都・景観まちづくりセンター　ワークショップルーム 定 員 50 名（先着順）
参加費  無料      主 催  京都市
申込み・問合せ  京 安心すまいセンター
　　　　　　（TEL：075-744-1670/　FAX：075-744-1637/　HP：https://miyakoanshinsumai.com）
　　　　　　8 月1日（土）から、電話・FAX・HP 内の申込フォームにてお申込みください。

防災

子育て

居住支援

　これらの体験を通じて、子どもたちは、ものづくりの楽し
さや奥深さを知るとともに、日本の伝統文化の一つである

「喫茶」を体験することで、将来の文化の担い手を育てるきっ
かけになったのではないでしょうか。

これまで京 安心すまいセンターで開催し
た、すまいや暮らしに関する講座や体験
型ワークショップなどの様子をお届けしま
す。まずは平成 26 年度の活動報告から！

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

一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会

瓦 職 人

　一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会は、
「公認不動産コンサルティングマスター」登録者の集まり
で、先進性・地域性・協同性・専門性・社会性・公共性
を標榜して活動しています。公認不動産コンサルティング
マスターとは、宅地建物取引士の実務経験 5 年を受験資
格とする不動産コンサルティング技能試験に合格し、一定
の要件を満たした者の登録名称 ( 国交省登録証明事業 )
であり、高い専門知識と豊富な経験に基く不動産コンサ
ルティング能力を有しています。
　2002 年に結成した前身組織を引き継いで、2006 年 1
月に京都府不動産コンサルティング協会として発足し、翌
2007 年 8 月に法人化して今日に至り、現在会員数は 62
人となっています。
　不動産コンサルティング手法の研究や技能の向上と
いったコア活動の他、京町家の保全利活用を目的に不動
産証券化スキームや不動産管理信託の制度を用いて、行

政・他団体・専門家・金融機関との連携により事業を実施
してきました。今後も京町家については取組を続けてまい
ります。
　近時においては空き家の増加に注目し、空き家特措法、
京都市空き家条例に基く行政施策とのタイアップにより、
空き家相談の実施と売却・解体・管理・有効活用などによ
る空き家解消へとコンサルティングマスターの技量発揮に
努めているところです。
　これからは家族信託
の手法による不動産の
相続対策、高齢者所有
の不動産問題、障害者
の財産継承などに対し
てアプローチしてまい
ります。

　30 年程前、瓦の下は土というのが当たり前だった関西
では「瓦屋さん、土は始末せんとぎょうさん屋根に載せて
しもてや」とお施主さまに言われたものです。「えぇ仕事」、

「丁寧な瓦屋の仕事」というのは、京都に豊富にある質の
よい土を沢山使って行うものでした。
　阪神・淡路大震災が起こってからは、屋根の軽量化が
重視されるようになりました。屋根が重いと、地震時に
建物が倒壊しやすいと考えるからです。屋根に載っている

重いものといえば、もちろん土です。京都市の耐震化助成
の一つである「まちの匠事業」の助成金では、屋根の耐
震化のための工事が分かりやすくメニュー化されています。
これは瓦屋にとっては有り難いことで、お住まいのために
なる工事をさせてもらっています。
　少々古い瓦でも、穴を開けて釘を通せば屋根から土を抜
く屋根軽量化工事が可能ですし、これは強風で瓦がめくれ
たりすることを防ぐことにもなります。屋根の耐震改修工事
で、耐震とその他の防災機能も同時に得られてお得です。
　お得といえば、瓦の耐久性はその他の屋根材の比ではあ
りません。全部取り替えなくても割れた部分だけ交換とか、
屋根の耐震改修工事の時も使えるものはそのまま使えます。
最近はアスベストが使われている屋根の解体工事が増えて
おりますが、これはとても高額です。将来の安心・安全の
みならず、コストの面でも瓦をオススメしたい理由です。

平成 26 年 11 月家族信託セミナーの様子

かつては土で葺くのが当たり前 桟木に瓦を固定することで軽量化

S U M A I の 掲 示 板

ウェブサイト「京
みやこ

すまいの情報広場」登録団体募集!
「京すまいの情報広場」では、安心安全のすまいづくりを応
援する団体を募集しています。
詳 細 https://miyakoanshinsumai.com

京 安心すまいセンターの 「平成 27年度すまいス
クール」タイアップ型が、 秋からはじまります！

すまいスクール（タイアップ型）は、京 安心すまいセンターとす
まい・まちづくりに取り組む NPO やまちづくり団体などの方 と々
協働して企画するスクールです。今後、詳細もどんどんお知らせ
していきますので、どうぞお楽しみに！

「すまいスクール出張版」利用者募集 !!
すまいについて勉強会を開きませんか？ 専門家が皆さまのご近所
まで伺い、すまいに関する講座を行います。講師料・出張費無料！ 
詳細については、京 安心すまいセンターにお尋ねください。

スタッフのつぶやき
　私が留学生として来日してから、もう7 年が過ぎました。
日本語で授業を受け、日本語で話している自分が不思議で
たまらなかった時もありました。今も、京都弁は一生乗り
越えることが出来ない高い壁で、とにかく難しいです。7
年の留学生活を終え、この 4 月から京 安心すまいセンター
で働いています。このセンターで働きはじめてまだ数カ月。
最初は、電話をとることも接客をすることも怖かったです
が、優しい先輩たちのおかげで、勇気を出して少しずつ乗

り越えています。
　一方、母国には、このセンターのように、すまいに関す
る相談やセミナーなどを行うワンストップ窓口がありませ
ん。たぶん、日本全国にも、京都のようにすまいのワンストッ
プ窓口を設けているところは、指で数えるほど少ないでしょ
う。ある意味先進事例ということで、センターの職員みん
なが孤軍奮闘しながら、楽しみながら仕事しています。

京都市あんぜん住宅改善資金融資制度について
住宅のバリアフリーやエコ、耐震化などのリフォームの
際に必要な資金の一部を融資する制度です。詳細につ
いては、京都市の HP をご覧ください。
アドレス http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000099092.html

京都市住宅審議会の開催について
京都市では、「人がつながる 未来につなぐ 京都らしいすま
い・まちづくり」を目指し、平成 22 年 3 月に『京都市住宅
マスタープラン』を策定しました。策定から 5 年が経過し、
住宅マスタープランの見直しに向け、京都市住宅審議会を開
催しており、京都市 HP にて審議内容を公開しています。

センターからのお知らせ 京都市からのお知らせ

KBS 京都「森谷威夫のお世話になります !!」に「ラジオで安心すまいんふぉ」放送
　毎月、第 3 木曜 13 時 01分から放送中 !!!
　京 安心すまいセンターでは、すまいに関するワンストッ
プ総合窓口として、さまざまな住情報の発信や助成制度の
窓口を行っています。このセンターの取組を広く知っていた
だき、ご活用いただくため、今年の 4 月から毎月第 3 木曜
日に KBS 京都のラジオ放送「森谷威夫のお世話になりま
す !!」のなかで「ラジオで安心すまいんふぉ」のコーナーを
設け、タイトル通り司会の森谷威夫さんとセンター職員が
熱く語りあいながら情報を発信しています。
　4 月の1 回目の放送は京安心すまいセンターの紹介と各
助成制度の説明。5 月は梅雨直前の放送とあってテーマは

ずばり、「すまいの雨対策」。雨や湿
気で腐った柱や雨漏れする屋根を新しくする工事の際に、す
まいの耐震化を行えば京都市の助成金が使えてとてもお得
といった内容をご紹介しました。6 月は省エネ・創エネ。7
月はすまいの相談がテーマ。その後 8 月、そして最終回の
9 月と続きます。
　助成制度の話というと難しい話になりがちですが、森谷さ
んの軽快なトークに乗せて、ラジオの前の皆さまに、楽しく
分かりやすくお伝えしています。
　「ラジオで安心すまいんふぉ」、只今絶賛オンエアー ! 聴き
逃しのないように、チェケラー !!

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。

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。
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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〜

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 ）

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 

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

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!


