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安心のすまいづくりに役に立つ情報をお届けします！ 

京 安心すまいセンター  検索 

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/ 

ホームページは、「京安心すまいセンター」で検索！ 

        

 京 安心すまいセンター 情報紙 
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（運営：京都市住宅供給公社） 

     ウェブサイト 『京すまいの情報広場』 
            を開設しました！！          

 すまいに関する様々な情報を集約し、人とすまいを結ぶウェブサイト
『京すまいの情報広場』を開設しました。セミナーや相談会等のイベン
トの情報を随時掲載します。一部のイベントはこの情報広場より申し込
みが出来ます。詳しくは「京 すまい 情報広場」で検索してください。  
  

      １月18日(土) 耐震シンポジウムを 
             開催します！！ 
 阪神・淡路大震災が発生してから19年が経とうとしています。最近で
は、南海トラフ地震の発生が心配されている中、市民の皆様に、地震に
対する備えとしての「事前対策」と「災害応急対策」を一連のものと捉
え、地域防災について改めて考えていただくための耐震シンポジウムを
開催します。また、その他多くの専門家団体がマンション管理や京町家
やリフォーム等をテーマにしたセミナー等を開催されますので、皆様の
ご参加をお待ちしています。（詳しくは裏面をご覧ください。） 
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【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 問申込・問合せ先 ☎電話 FAX  ファクス  
                                 ✉E-mail HP ホームページ 他その他 

1月 

1/8（水） 

インテリア産業協会関西支部・ 
                        インテリアコーディネーター協会関西  
「和室」～和空間を楽しみませんか～ 

 
最近は、「和室」がないというお宅も少なくありません。で
も、そこにいると何となくほっこりするのが和室の良さでは
ないでしょうか。本格的な和室ではなくても和室の雰囲気は
楽しみたいのです。和空間を楽しむために和室について知っ
てみませんか。 
 
所大阪市立住まい情報センター 3階ホール 時14:00～16:00 定30名 
￥1,000円 申FAX、E-mail、HP 問インテリアコーディネーター協会
関西｢セミナー係」☎・FAX06-6368-1888 ✉seminar@ica-kansai. 
gr.jp HPhttp://www.ica-kansai.gr.jp/ 他 2/5(水)、3/5(水)もあり 

1/14（火） 

町家をトーク運営委員会  

町家をトーク2013 第10回「建具」 
 

「京町家の建具」、「障子の組み方（工程と仕口）」、「今
後の展望」について語ります。 
 講師：株式会社小我野木工所代表取締役 小我野光博 
 
所河原町五条下る東側「ひと・まち交流館 京都」地下1階 時19:00～
21:00 定40名(事前申込要) ￥1,500円(学生1,000円) 申FAX。〒
住所、氏名、勤務先(学生は専攻)、電話・FAX番号、メールを明記 問
「町家をトーク」事務局(担当：岡田 優) ☎090-6550-2468 FAX0 
75-315-2394 他 ２/4 ｢畳｣・3/11｢和紙｣のセミナーもあり 

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。   は、京 安心すまいセンター主催・共催イベント。   は、京 安心すまいセンターと住まい・まちづくりに取

り組むNPOやまちづくり団体等の方々と協働してイベント等を企画するタイアップ事業。    は、専門家向けイベントのことです。 専 

京  

1/18（土） 

NPO京都景観フォーラム  
平成25年度 京都景観エリアマネジメント講座 

基礎講座 第7回 

「京の生活文化・景観政策と法律」 
 
京都の市民が景観を守るために果たしてきた活動の足跡
を知り、法務という側面から市民主体のまちづくりにつ
いて学びます。 
 
所河原町五条下る東側「ひと・まち交流館 京都」地下1階 ワークショップ
ルーム 時10:30～18:00の予定 定40名 ￥4,500円 申E-mail。件名に
「基礎講座」第7回と記載し、氏名(ふりがな) 、ご所属、メールアドレス、
電話番号、ご住所等必要事項を記載 問NPO京都景観フォーラム FAX075-
491-9663 ✉ kyotokeikanforum@yahoo.co.jp 

1/24（金） 

京都市介護学習・普及センター・京都市長寿すこやかセンター  
平成25年度 いきいきライフセミナー 

人生最期の過ごし方、寄り添い方 
～自宅(家)の治療力と生き方の図～ 

 
講師の田村氏は「状態が悪いから病院」というのではなく「状態が
悪いからこそ在宅」と、一人でも多くの方に気づいて欲しいと願い、
講演活動を通して「自宅(家・家族)の治療力」を説かれています。
日々の治療の現場より支援されている患者さんやご家族のお話、他
職種との関わりのお話をうかがえる良い機会です。 
 講師：おおさか往診クリニック 理事長 田村 学 
 
所河原町五条下る東側「ひと・まち交流館 京都」2階 大会議室 時14:30～
16:30 定100名(先着順につき、定員になり次第締め切り) ￥無料 申電話、
FAX、E-mail。氏名、性別、年代、連絡先、お住まいの行政区を記載 問京都
市介護実習・普及センター ☎075-333-4656 FAX075-333-4664  
✉ kaigo@kcsw.jp HPhttp ://www.fureaikaikan.com 

1/25（土） 

NPO法人集合住宅維持管理機構とのタイアップ     

マンション住まいの心得 
       ～『選ぶ』マンション『選ばれる』マンション～ 

 
マンションは、良好に維持されてこそ有用な社会資産となりま
す。特に、入居初期段階におけるハード・ソフト両面にかかる
管理組合活動は、そのあとの建物の維持管理や組合運営の成否
に大きく影響を及ぼすことがあります。本セミナーでは、この
時期の管理組合活動が円滑におこなわれることが、長期にわた
る快適な住環境の維持につながることを学びます。 
 
＜プログラム＞ 
① これぞ、選ぶマンション！ 
        購入時のチェックポイントと入居までの心得 
② 入居後６年目まで６つの心得 
        ～将来、選ばれるマンションになるために 
③ 情報交流会・相談会 
 講師：小薄和男(1級建築士・マンション管理士) 

    大槻博司(1級建築士) 

 
所烏丸御池東南角「アーバネックス御池ビル東館」2階 時13:OO～ 
15:00 定50名 ￥無料 申電話、FAX、HP。住所、氏名、電話番号を明
記  問京安心すまいセンター  ☎075-744-1670 FAX075-744-
1637 

1/18（土） 

『地震とともにいきる』 
      ～世界に学び、京都のまちを次の世代へ～ 
 
 

 
 

 
 
 
くのか、その方向性について議論 
を深めます。 
写真展『地震により失うもの』も開催します。 
 
① 体験イベント 「作って学ぼう！避難所のすまい」                  
  『坂茂建築設計』で考案された避難所における 
  簡易間仕切システムを組み立て、避難所での 
  すまいを体験します。 
② シンポジウム   
・講演１「作品づくりと社会貢献の両立を目指して 
            ～世界中の災害支援の現場から～」 
           建築家・京都造形芸術大学教授 坂茂 
・講演２「地震を正しく恐れる 
          ～京都における地震とその備えとは～」 
                立命館大学教授 土岐憲三 
・パネルディスカッション   
 
所中・西ノ京朱雀町「立命館大学朱雀キャンパス」①1階多目的室、②
大講義室 時①10:30～12:00、②14:00～17:30 定①小学生対象(保
護者同伴)30組、②どなたでも450名 ￥無料  申京都いつでもコール
（☎075-661-3755 FAX075-661-5855 ）催し名、〒住所、氏名、
電話番号及び参加人数を明記。締切1/16(木) 問京安心すまいセンター 
☎075-744-1670  

京 
地震に正しく備える「事前対策」
と「災害応急対策」を一連の取り
組みとして認識してもらい、京都
において地震とともにいきるとは
どういうことか、京都のまちをい
かにして次の世代に受け継いでい 

小学生 
  対象 



「安すま☆通信」（安心すまいづくり☆通信）は、京 安心すまいセンター、区役所、市内公共施設等に 

配架しています。 

☆イベント情報掲載希望の方は、京 安心すまいセンター TEL 075-744-1670にご連絡ください。     

イベント 情報 

！ 
    

          

 ふるたに 

【支援制度のご案内】 
 

 「すまいスクール」出張版 
安全で安心して住み続けられるすまいづくりを支援
するため、すまいに関する様々なテーマの講座を
行っています。その一環として日頃からセンターの
相談業務等に対応いただいている専門家を、皆様の
ご近所まで派遣してすまいに関する講座を行います。 
保護者、自治会、マンション管理組合の集まり、団
体等の研修などにお役立て下さい。 

 
問合せ先：（075）744-1670  担当：生川、若林 

 

京都市分譲マンション建て替え・ 
大規模修繕 アドバイザー派遣  

分譲マンション管理組合の方を対象に、マンション
管理士等のアドバイザーを派遣し、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
めの勉強会を行っています。 
※次のような相談には応じられません。 
 ・修繕工事等の設計書の作成や見積書比較診断  
 ・工事や管理業務の受注、業者の紹介など 

 
問合せ先：（075） 744-1670   担当：古谷 

 

 年末年始休業のお知らせ  
 当センターでは、年末年始を下記のとおり休業と
させて頂きますので、ご案内申し上げます。 
  
年末年始休業期間：12月29日(日)～1月3日(金) 

  京 安心すまいセンターホームページから登録 

安心すまいづくり通信   検索  

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

1/2６（日） 

NPO法人京町家・風の会とのタイアップ  
数学の苦手な住宅ローンアドヴァイザーがお
くる我が家をはじめて買う人へ「京町家編」  

『町家購入への道～資金計画と 
契約・決済までの流れ』 

 
中古住宅の中でも町家購入に限った特徴的な手続きについ
て、資金計画からスケジュール調整、建物用途やライフス
タイルまで考慮した、無理のない購入への道を、専門家が
わかりやすく解説します。 

 
所上・葭屋町通椹木町下る直家町213「特定非営利活動法人京町家・風
の会」時14:00～16:00 定25名(先着順、定員に達し次第、受付終了) 
￥無料 申電話、FAX、HP。〒住所、氏名、電話番号を明記 問京安心す
まいセンター ☎075-744-1670 FAX075-744-1637 

2/9（日） 

     建築家と一緒にすまいと 
     まちのジオラマを作ろう！ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京 

建築家は住宅（住まい）を設計す
るとき、周りの環境に配慮し、建
物の配置を考え、壁や屋根の素材
や色を考えます。今回は、そんな
住居が集まった街の計画をジオラ
マで作ります。道があり、緑があ
り、運動公園や街のシンボル等を 

考えて、こんな街に住みたいと思う計画づくりを学習します。 
 
所中・間之町通竹屋町下ル「こどもみらい館」４階 第一研究室  
時14:OO～17:00 対小学校3～6年生 定14名(保護者同伴可) ￥無料 申
電話、FAX、HP。〒住所、氏名、電話番号を明記 問京安心すまいセン
ター ☎075-744-1670 FAX075-744-1637 

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/ 

≪ご好評につき、第２弾の開催が決定しました！！≫ 

2/1（土） 

NPO法人住宅長期保証支援センターとのタイアップ  

   点検してみよう！あなたの家の健康 
    状態が分かる 「住まいひょうか君   」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所烏丸御池東南角「アーバネックス御池ビル東館」2階 時13:OO～ 
15:30 定50名 ￥無料 申電話、FAX、HP。〒住所、氏名、電話番号を明
記 問京安心すまいセンター ☎075-744-1670 FAX075-744-1637 

「住まいひょうか君 」を使って、お住
まいの現状をチェックし、計画的なリ
フォームを進めましょう。「住まい
ひょうか君  」が誕生した背景や「住ま
いひょうか君 」を使ったリフォーム事
例を紹介します。 
 

※「住まいひょうか君 」は、納得・安心のリフォー
ムや補修を行うためのコミュニケーションツールです。 

リフォーム後 

現在の 
お住まい 

性能 
アップ 

小学生 
  対象 



気軽に、 
お越しください。 

■ 鉛製給水管取替工事助成金制度 
①対象：給水装置の所有者が宅地内の給水装置の鉛製給水管を鉛以外の材
質に取り替える工事(漏水修繕時に鉛製給水管を取り替える工事を含む)が対象で、
京都市指定給水装置工事事業者が行う場合に限ります。  
②助成額：対象となる工事費(消費税及び地方消費税込み)の2分の1 
     上限額５万円、  助成予定件数 80件 
③受付期間：2013/4/1～2014/1/31（2014年度も実施予定）  
http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000145434.html  
問合せ先 ： 京都市上下水道局 水道部 給水課  ℡（075） 672-7739 
 
■ お住まいをお探しの高齢者の方へ 
京都市すこやか住宅ネットでは、官民協力で高齢者の住まいと暮らしを
応援しています！ 以下のホームページで高齢者の方に入居していただけ
る「すこやか賃貸住宅」の情報が検索できます。   
URL :  http://www.kyoto-sjn.jp/ 

※ インターネットを利用できない場合は、以下の問合せ先までご連絡ください。     
問合せ先 ： 京都市すこやか住宅ネット  ℡（075） 366-2121  
■ 住宅のリフォームに利用可能な公的制度一覧が

京都市ホームページで確認できます！   

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000149756.html 
「耐震」、「バリアフリー」、「エコ・省エネ」、「景観」に関する 

補助制度、「融資制度・税制・瑕疵保険」 制度一覧が検索可能です。 

制度情報 

■ 一般相談（随時、予約不要）  
 センターの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、予約制）  
 建築士、弁護士などの専門家が、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。   

京 安心すまいセンターのご案内 

■ すまいスクール  
 すまいに関する様々なテーマについて、専門家によ
る分かりやすく興味深い講座を実施します。一般市民

を対象にした「すまいスクール」とともに、「子ども向
けスクール」、「専門家向けスクール」も行っています。 

 

■ 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。 

 すまいに関する相談を行っています。 １ 

 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 

■ 京都市すまい耐震支援窓口  
 耐震診断士派遣事業や耐震改修補助事業、耐震専門
家派遣事業などのお問い合わせやお申し込みの受付を
行うほか、すまいの耐震化に関する疑問やご相談にき
め細かくお答します。  

 木造住宅の耐震診断から耐震改修 
 までを一元的に支援します。 ３ 

問合せ先：（075）744-1670 

問合せ先：（075）744-1670 

問合せ先： （075）744-1631 

Click! 

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、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（電話、面談（要予約）） 
【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  

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 

●  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 （耐震支援窓口専用） 

075-744-1637  
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/  

京 安心すまいセンター 
（運営：京都市住宅供給公社） 

〒601－8186 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 

京 安心すまい 
センター 

<<<<   すこやか住宅ネット  と検索！ 


