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安心・安全・快適に暮らせるあなたのすまいづくりを応援します

平成 30 年

春号「平成29年度すまいスクール」から役立つ知識を大特集！

平成29年度すまいスクール

日頃の手入れが鍵！カビの予防と対処法

夏より増える冬の光熱費！
家計にやさしいカンタン省エネ術

【子ども向け】「夏休み自由研究」世界にひとつ☆
自分だけのおしゃれな部屋づくり

【子ども向け】習う・作る・楽しむ和の文化
〜和室の作法と床の間飾り〜

【親子向け】住育講座・親子で学ぶ！
心も整うお坊さんの掃除法

【親子向け】『住』から考える
子どもの健康〜自然素材でものづくり〜

トラブル事例から学ぶすまいの知識②
〜中古住宅の瑕疵担保とインスペクション編〜

トラブル事例から学ぶすまいの知識①
〜境界・近隣関係編〜

「雨漏りはどこから?」
〜早期対応で家を守る！〜

トラブル事例から学ぶすまいの知識③
〜退去・原状回復編〜

6/24（土）

10/21（土）

8/5（土）

11/19（日）

12/10（日）

7/29（土）

10/28（土）

9/30（土）

12/2（土）

1/27（土）

講師：日本清掃収納協会　橋本 敦子氏

講師：有限会社ひのでやエコライフ研究所 代表　鈴木 靖文氏

講師：コムロデザインオフィス　遠島 和恵氏

講師：京都秦家主宰　秦 めぐみ氏

講師：臨済宗大本山妙心寺 退蔵院副住職　松山 大耕氏

講師：Mjuk 代表　日浦 弘子氏

講師：欠陥住宅京都ネット 弁護士　上田 敦氏

講師：京都弁護士会 弁護士　田中 茂氏

講師：光本瓦店有限会社 代表取締役　光本 大助氏

講師：京都弁護士会 弁護士　平尾 嘉晃氏

すまいスクールとは？
京都らしいすまい方やすまいづくりの基
礎知識などを、市民の皆さまに学んでも
らう機会を提供する講座です。専門家
を講師に招いたセミナーや体験型ワー
クショップ形式で行います。　

具体事例に
基づいた解説で、
すごくわかりやすい！

まさに困っていることや、
知らないポイントを的確に
話してくれますね

子どもと一緒に
楽しく参加
できました！

作ったものは
お部屋に飾ります
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瑕
か

疵
し

とは、住宅がもつべき品質や性能が欠けているこ
と。性能は意匠（内外装の外観の美しさ）・機能性・
快適性・安全性の 4 つに分けられますが、とりわけ問
題の大きい瑕

か
疵
し

が安全性に関わることです。中古住宅
を買うときは、特に注意が必要です。

入居の際支払う「敷金」は、入居者の賃料未払いなど
を想定し「担保」として預けるお金。そのため、退去の
際には返却されるのが原則です。しかし、退去時に原
状回復費用を差し引いて返金されるため、この金額に
よってはトラブルにつながる場合があります。

劣化の原因が経年か、それ以外のものか、という点が基
準になります。例えば壁紙の日焼けなど日常生活による
ものは経年劣化、ペットの飼育による汚れなどは入居者
都合の劣化とみなされます。また、経年劣化の度合い
を測るため、入居してからの年数もポイントになります。

雨漏りは住宅相談に最も多い事例です。屋根だけでなく
壁やベランダ、防水シートの不具合など考えられる原因
が多岐に渡るため、原因を究明し正しい対処をしなけれ
ば、根本的な解決はできません。雨漏りは家の耐久性
や住人の健康にも影響を及ぼす可能性があります。修
繕を依頼する業者だけでなく調査専門の業者に依頼す
るなど、別の手段も考えてみましょう。

まず、カビ被害に悩まされる生活は安全や快適からは
ほど遠く、瑕

か
疵
し

ではないと言い難い問題です。カビの原
因は結露や雨漏りが考えられます。ほかに、施工時の
配管の不具合によって水漏れが起こり、壁が腐ってしま
うケースもあります。もし掃除や除湿を行ってもカビ被
害が続くのならば、設備面の不具合かもしれませんので、
専門の業者に依頼し原因を確認しましょう。

「雨漏りが直らず、何度も修繕し
てもらっているため本当に直った
かどうか信頼できず、不安です」

「購入した中古住宅はカビがひどく、
欠陥住宅ではないかと指摘したとこ
ろ、売主に『生活できているのだから
問題ない。瑕

か

疵
し

にはあたらない』と主
張されました。本当でしょうか？」

民法では、売主が瑕
か

疵
し

の担保責任を負うことが定めら
れています。そのため、もし買主が瑕

か
疵
し

を知らずに契
約した場合、買主が瑕

か
疵
し

を知った時から1年以内なら、
次のことが可能です。
1  契約の解除　　 2  損害賠償請求
ほかにも、新築住宅の構造や雨漏りに関する一部の瑕

か

疵
し

については、引き渡し後の10 年間、施工者と売主が
担保責任を負うように法律で定められています。しかし、
中古住宅の場合、この法律は適用外です。なお、契約
解除と損害賠償請求の両方ができる場合と、損害賠償
請求しかできない場合があります。できるだけ早く専門
家に相談しましょう。

まずは施工した業者や第
三者の専門家に依頼し、
不具合現象の原因を調べ
てもらいましょう。

感情的にならず、売主や
施工者と冷静に交渉しま
しょう。そのためにも、
しっかりと原因などを究明
しておくことが大切です。

配布資料やプロジェクター
に投影する画像を用意して
分かりやすく、親しみやす
い講義を行っています。

依頼した業者が対応して
くれない場合もあります。
そのときは専門の相談機
関に相談し、アドバイス
を受けましょう。

住んでみてはじめて判明することが多い住宅の「瑕
か

疵
し

」。中古住宅を購入する際に起こるトラブルの多く
は「瑕

か
疵
し

」に関わる問題です。実際に起きた事例と
ともに基礎知識を学びましょう。

中古住宅を買うときは要注意！
“瑕

か

疵
し

”とは？

敷金とは？ 原状回復とは？
　

原状回復のための費用負担の基準

トラブル予防のために

「瑕
か

疵
し

かも！？」と思ったときの
対処法

瑕
か

疵
し

があったときは
どうしたらよい？

不具合があるかどうかと、その原因を確認する

自己負担になる可能性の高いもの 自己負担になる可能性の低いもの

感情的にならず、冷静に交渉する

入居時・退去時の記録を残す
入・退居時には部屋の写真や動画などを撮影し、変化を比較できるようにしましょう。

請求された原状回復に納得がいかないときは
国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で確認してみましょう。
国土交通省のホームページからも閲覧できます。

日焼けで薄茶色に
変色した壁紙

子どもがクレヨンで
落書きした柱

猫の爪とぎで
傷ついた壁

タバコのヤニで
変色した天井や壁

すまいスクール
のようす専門の相談機関で相談し、アドバイスを受ける

● ペット飼育による傷や汚れ
● タバコによる壁紙の変色
● 壁や柱の子どもによる落書き
● ふすまの破損
● 結露を放置したことが原因の、
  見えやすい場所の腐食
● キッチンなどの設備の破損

● ポスターなどを貼った跡
　（日焼けによる壁紙の変色）
● エアコン設置の穴や画鋲の穴
● 結露が原因の、
  見えにくい場所の腐食
● キッチンなどの軽い汚れ

出費がかさむ引っ越し。にもかかわらず、当てにして
いた敷金が戻ってこなかった！ という経験はありま
せんか？ 賃貸住宅の退去と原状回復について、知っ
ておきたいポイントをご紹介します。

中古住宅の瑕
か

疵
し

担保とは？ 賃貸住宅退去時の
原状回復費

わからない！

正しい知識で解決しよう！

これって自己負担になるの？

平成29年10月28日『トラブル事例から学ぶすまいの知識②〜中古住宅の瑕疵担保とインスペクション編〜』より　講師：欠陥住宅京都ネット 弁護士　上田 敦氏 平成 30 年 1月 27 日『トラブル事例から学ぶすまいの知識③〜退去・原状回復編〜』より　講師：京都弁護士会 弁護士　平尾 嘉晃氏
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暖房器具を使っているのに、部屋が暖まら
ない……。そんな時は、窓に注目してみま
しょう。窓は断熱性が低く、熱が逃げやす
いため、断熱対策が必須。ホームセンター
で購入できる簡易な内窓を設置して二重窓
にすることで、隙間風が防げるうえ、結露
の防止にもなります。より手軽な方法として、
窓用断熱シートを貼ることでも断熱性能を
アップすることができます。

ガス・灯油・電気ストーブと比べると、エア
コンは 1 番光熱費が安く、二酸化炭素排出
量が少ないため、環境にも優しい暖房器具
です。ただ、天井付近に暖気が集まって部
屋がなかなか暖まらないことも。そんな時
はエアコンの風向をできるだけ下向きに変
えたり、サーキュレーターを使って部屋の
空気を攪

か く

拌
は ん

したりすることで、効率よく足元
まで暖められます。

床の断熱も、部屋の温度を保つのに効果
的。大がかりな工事などは必要なく、銀色
のシート「アルミ蒸着断熱シート」などを
カーペットの下に敷くだけで、簡単に断熱
性を高めることができます。安価なシート
なので、特に冷える台所の床などに敷いた
り、こたつの下に敷いたり、暖めたいポイ
ントを押さえて使用しましょう。

熱を多く使うお風呂は光熱費節約にあ
たって重要なポイント。シャワーの出しっ
ぱなしを控えたり、節水シャワーヘッド
に取り替えたりして使う湯量を減らす、家
族一緒にお風呂に入って追い炊きをしな
いようにする、など、心がけひとつで光
熱費を大きく節約できます。

長年同じ暖房器具を使っているようなら、
買い替えも検討してみましょう。古い暖
房器具は元々省エネ性能が低い場合や、
経年劣化で暖房性能が下がり、余分な
エネルギーを使っている場合があります。
買い替える際は省エネ性能を表す「★」
マークに注目。★の数が多いほど省エネ
になり、光熱費が安くなります。

こたつは昔ながらの暖房器具ですが、電気
代も安く、限られた空間を暖めるのに最適。
しかも即暖性に優れているため、スイッチ
を入れてから比較的短い時間で暖めること
ができます。また、家族一緒にこたつに入
れば、お互いの体温で暖まることができる
ので、省エネ効果が UP。加えて、家族間
のコミュニケーションにもつながるという利
点があります。

暖房器具や給湯器を多く使う冬は、夏より光熱費が
上がりがち。かといって、無理や我慢をするのでは
かしこい「省エネ」とは言えません。無駄を削りつつ、
快適にかしこく光熱費を節約していきましょう。

省エネしながら実践！
冬でも暖かく過ごすためには？

雨が降るとどこからか水滴がぽつぽつ……、天井や
壁にシミが……なんてことはありませんか？ もし雨
漏りかもしれないと思ったら、早めの対応が肝心で
す。大切な 3 つのポイントをご紹介します。

カンタン省エネ術 雨漏りは早めの対応を！

場所別対策・熱を逃がさない！

器具別対策・効率よく暖房する！

窓の対策

お風呂でもばっちり節約！

お得な省エネ家電

ダントツ省エネ！ エアコン

床の対策

家族団らんにも！ こたつ

はみだしPOINT ①

はみだしPOINT ②

「雨漏りかもしれない」と思ったら、まずは家の中
や外から、現在の状態をチェック！原因になってい
ると思われる箇所や雨漏りがする時の状況など、
集められる範囲で情報を集めて記録しましょう。修
理の際は、専門家や業者が持ち主に聞き取りを行
うことが多いため、これらの情報が役に立ちます。

最も重要なのは、どこから雨漏りしているのかとい
うこと。壁や天井のシミの位置や外側からの点検
で目星をつけながら、雨漏りの場所や原因を確認
しましょう。多くの場合、屋根（瓦）の破損やズレ
が原因となりますが、窓のサッシやエアコンの室外
機用の穴など、隙間ができやすいところも見てみま
しょう。

自分で集められるだけの情報を記録したら、プロに
相談。専門家や業者は、持ち主からの情報を元に
原因を特定し、適切な処置を考えてくれます。早め
に、信頼できる専門家や業者に依頼しましょう。

どんな状態・状況か？

雨漏りはどこからか？

専門家に相談！

雨漏りしてる？と思ったらまず確認！

おさえるべき最重要ポイント！

雨漏りの情報がそろったら

早めの対応
&

日々 の点検が大切です！
日頃から家のメンテナンスを行い、
気になる点があれば、被害が大き
くなる前に早めに対応しましょう。

 どの部分に雨漏りがあると感じるか
 雨漏りを感じる時、雨はどのような降り方か
 雨漏りを感じる時、風はどのような向きか
 雨漏りの音はどのようであるか
 濡れている箇所に触れるとどうなっているか

 屋根［瓦の破損やズレはないか］
 窓枠［サッシの角部分など、隙間はないか］
 エアコン

　 ［室外機用の穴の周辺に、 隙間はないか］

チェックポイント

チェックポイント

屋根の確認は、外から見てみることが大切。ただし、自分で屋根に
上がるのは、転落事故などの危険があるので必ず専門家に依頼しま
しょう。自分で見てみる場合は、少し離れたところや高台から、望
遠鏡などで確認するなど安全にできる範囲で行いましょう。

屋根のチェックのしかた

屋根を外から見てみよう

平成 29 年 10 月 21日『夏より増える冬の光熱費！家計にやさしいカンタン省エネ術』より　講師：有限会社ひのでやエコライフ研究所 代表　鈴木 靖文氏 平成 29 年 12 月 2 日『「雨漏りはどこから？」〜早期対応で家を守る！〜』より　講師：光本瓦店有限会社 代表取締役　光本 大助氏
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家は持ち主の思いがこもった大切なもの。和室のマ
ナーを学べば、訪問時に、招待してくれた人の思い
に応えることができます。

習う・楽しむ和の文化

京
みやこ

安心すまいセンター　
☎075-744-1670

（9時30分〜17時）※水曜日、祝日、年末年始除く

申込み・お問い合わせ

何が知りたい？選べる９テーマ

● 建築 … ●リノベーションってどうするの？ ●京の住宅 今昔
● リフォーム … ●身も心もスッキリ！整理収納術 ●すまいのシロアリ対策
● 不動産 … ●購入の流れと注意点 ●空き家にしない！ 相続対策
● マンション管理 … ●管理組合の役割 ●大規模修繕工事の進め方
● 防災 … ●耐震改修のススメ ●我が家でできる安全対策
● 環境 … ●健康に暮らせるエコ住宅 ●省エネを考えたエコリフォーム
● 子ども … ●やってみよう！土壁塗り ●建築士と考える僕と私の部屋づくり
● 高齢者 … ●高齢期のすまいを考える ●はじめてのバリアフリー
● その他 … ●その他ご要望のテーマをお知らせください …など

インテリアの「色」は、部屋の印象を左右する大切
なポイント。色は見た目だけでなく、人の気分に影
響する効果もあるといわれるため、それぞれの色の
特性を知り、自分の部屋のイメージを考えましょう。

エネルギッシュ・
活動的・行動的
→やる気を出したい時
　温かさを感じたい時

明るい・ユーモア・
楽しい
→楽しみたい時
　前向きになりたい時

平和・冷静・知的・
孤独
→癒やされたい時
　落ち着きたい時

リラックス・
リフレッシュ・安心
→疲れている時
　イライラを鎮めたい時

身の回りにある空間や家具は人の体のサイズによっ
て、高さや深さなど、感じる印象が異なります。快
適に過ごせる部屋づくりには、身長や座高、足の長さ
など、自分の体のサイズを知って、自分に合った家
具選びや配置をすることも大切です。

座布団に座る時は、足で踏まない
ようにするのが最も大切なポイン
ト。まず座布団の下座側に座り、
両手を軽く握って座布団につけま
す。そして正座の姿勢から両手で
体を支えながら、膝を滑らせて
座布団の上に一旦乗り、そのまま
座布団の中央まで移動して座りま
しょう。

襖を開閉する時は、手が襖に触れ
て汚すことのないように気をつけま
しょう。開ける時は、襖の前に座っ
て襖の引き手に近い方の手を引き
手にかけ、一旦体の中央まで開け
た後、反対の手で襖の枠の下から
30cm ほどの箇所を押して残りを
開けます。閉める時には、手の役
割が逆になります。

座布団には、前後表裏の区別がありま
す。四方のうち縫い目のない辺が正面、
座布団の中心に縫い付けられた糸の房
がある方が表になるように置きましょ
う。カバーをしてある場合には、ファス
ナーがある辺が後ろになります。

　平成 29 年 12 月発行の『安心すまいづくり☆通信 冬号』2 頁「Q 塀を越えて生えてきたタケノコはとってもよい？」の回答文中に誤り
がありました。　誤：「竹の根であるタケノコ」　→　正：「竹の地下茎から生えた若芽であるタケノコ」　
　訂正してお詫び申し上げます。

すまいスクールのようす

立ち上がる時は、まず両足のかか
とを立て、その上にお尻を乗せた
後、片膝を少し立てて、左右どち
らかの足から立ち上がるようにしま
す。和室を歩く時には、敷居や畳
の縁

へ り

を踏まないようにしましょう。
敷居や畳の縁は家の中でも特に傷
みやすいためです。

自分の部屋をおしゃれにコーディネートするには何
が大切？ 子どもが自分で考えられ、実践できるポイ
ントをご紹介します！

掃除を少しずつ、毎日することで、家だけでなく心
も整います。お坊さんが教える掃除のポイントを、
日頃の掃除に取り入れてみましょう！

色を決めよう

訪問時に気をつけたい和室のマナー

サイズを測ろう

おしゃれな部屋づくり お坊さんに学ぶ掃除法

座り方 襖の開け方

立ち方・歩き方

実際に自分の体のサ
イズを測ったり、イン
テリアイメージボード
をつくったりしました！

畳は固く絞った
ぞうきんで、目に沿って

エアコンなら、
上部、内側、床の順で

楽しくできたよ♪

心までスッキリ！

座布団の置き方
もてなすときに気をつけたい+a

ホコリは上から下に落ちるため、掃除をする時は必
ず「上」から始めましょう。電球の周りやエアコン
の上から、棚、机、床へと、順番に下の方まで掃
除をしていきます。畳を掃除する時は固く絞った雑
巾やほうきで、畳の目に沿って拭いたり掃いたりし
ましょう。目と逆の方向に掃除すると、畳が傷むの
で要注意。

出張版では、「すまいスクール」の講師やセンターの相談
業務などに対応いただいている専門家を、PTA や自治
会、マンション管理組合などの集まりに派遣しています。
受講内容は、以下の 9 テーマの中から自由に選ぶこと
ができます。また、平成 29 年度は、センターであらか
じめテーマと講師を設定した特別講座も企画しました。
お気軽にお申込みください。

ゴミを片付けるところまでが掃除です。掃除で集
まったものは捨てるとただのゴミですが、木は火を
起こすマキに、葉っぱは肥料に、小石や砂は道な
どのへこみを平らにするのに使えます。ゴミの活用
法まで、きちんと考えてみましょう。それが掃除の
楽しさや環境をよくすることにもつながります。

部屋の中の掃除は「上」から 掃除後の片付け方
ポイントポイントポイント ポイント

すまいスクール出張版
のご紹介 平成 29 年度の実績

テーマ 受講団体
「地震とマンション被害の実際」 マンション管理組合

「屋上防水の防水工法について」 マンション管理組合

「既存建築物の耐震・耐久性・建替について」 自治会

夏の特別講座 1「今のおうち、どうします！？ 
　　　　　　    老後のすまいのしまい方」 地域のグループ

夏の特別講座 2「キッチンすっきり！ 
　　　　　　　 整理収納術」 子育てサークル

「片付けられる
子どもを育てる収納セミナー」 小学校 PTA

「我が家で出来る安全対策」 小学校 PTA

「大規模修繕と管理運営」 マンション管理組合

申込みは
随時

受付中
です！

「平成の京町家普及セ
ンター」で部屋や庭
の掃除を行いました。
子どもたちの表情は
真剣そのもの！

赤

青

黄

緑

すまいスクール
当日のようす

すまいスクール
当日のようす

平成 29 年 8 月 5 日『「夏休み自由研究」世界にひとつ☆自分だけのおしゃれな部屋づくり』より　
講師：コムロデザインオフィス　遠島 和恵氏 平成 29 年 12 月10 日『住育講座・親子で学ぶ！心も整うお坊さんの掃除法』より　講師：臨済宗大本山妙心寺 退蔵院副住職　松山 大耕氏

平成 29 年 11月19 日『習う・作る・楽しむ和の文化〜和室の作法と床の間飾り〜』より　講師：京都秦家主宰　秦 めぐみ氏
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相談
知り 安心

エコ
したい！

したい！たい！

したい！

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！

安すま☆通信メルマガ版 　登録者募集 !

こちらも
要チェック！

登録方法はホームページで
チェック！

京
みやこ

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

（公財）日本賃貸住宅管理協会 京都府支部 面談・要予約
京都市下京区四条通高倉西入立売西町 82 京都恒和ビル 8 階
電 話  075-211-4774
日　時  第１・３木曜 （３月除く）13 時〜、14 時〜、15 時〜（各 50 分）

※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
電 話  050-3383-5433
日　時  月〜金曜 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 5-232-1
電 話  075-255-2566
日　時  ①登記・法律相談 ： 月〜金曜 15 時〜17 時、土曜 10 時〜12 時　

　　  　②多重債務相談・消費者トラブル相談 ：月・水・金曜 15 時〜17 時、
　　　　　土曜 10 時〜12 時
　　　   ③登記・多重債務・法律相談 ： 木曜 19 時〜21時 、日曜 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
予約受付は希望する相談日の前の週の月曜日から当日まで。 
電 話  075-256-2007
日　時  ①月曜 13 時 15 分〜15 時 15 分、火・木曜 13時15 分〜15 時 55 分、

　　　  　 金曜 13 時 15 分〜15 時 35分
　　　   ②第 2・4 水曜 18 時〜20時 
各区役所・支所地域力推進室
予約受付は希望する相談日の週の月曜日から当日まで。
日　時  毎週水曜 13 時 15 分〜 15 時 15 分　※定員あり。

詳しくは各区役所・支所地域力推進室 まちづくり推進担当にお問合せください。 

〒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ください。

https://miyakoanshinsumai.com

https://www.facebook.com/miyakoanshin

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

9 時 30 分〜17 時（助成金の事前協議や交付申
請等の受付は 16 時30分まで）　
※水曜日、祝日、年末年始は休館
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

開館時間

TEL 

FAX
ホームページ

賃貸に関する相談

1 すまいスクール　　 
　　すまいやく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。内容や日時などの希望に合わせて利用できるので、PTA や自治会の集
まりなどにお役立てください。

❷ すまいの「知りたい」「学びたい」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等の
　 助成制度の相談、申請を受け付けています　　 
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、ホームページをご覧ください。

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　 
センターの相談員が内容をうかがい、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
建築、法律、不動産、分譲マンション管理の各分野について、専門的な知
識が必要な相談に専門家が応じます。※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「悩み」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
の仲介は受け付けしておりません。また、借家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

 安すま通信 検索

すまいの情報は
ここでチェック！

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

随時・電話・来館

日曜日・要予約・来館

（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 京都府宅建会館 2 階

電 話  075-415-2121
日　時  毎週火・金曜（祝日を除く） 13 時〜15 時 30 分（1人あたり 30 分） 

（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
日　時  毎月第 1・2・3・4 火曜 13 時 30 分〜16 時 

（一社）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 インターワンプレイス烏丸 2-A 
京都府不動産コンサルティング協会事務所
電 話  075-251-1145
日　時  毎週金曜（祝日・年末年始除く） 

　　　  13 時〜14 時、14 時 15 分〜15 時 15 分（1 件あたり1 時間弱）

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         

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）


