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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 
みやこ 

（運営：京都市住宅供給公社） 

京安心すまいセンター開設１周年を記念し、ゼスト御池にてイベントを開催いたします。 
○ライブステージ・・日本畳楽器製造（通称：畳バンド）による畳で制作した楽器演奏ミニライブ  
          落語研究会メンバーによる落語の披露 
○実演イベント・・「台車ぶるるくん」を使った耐震振動実験 
         「坂茂建築設計」が考案した紙管を使った避難所のすまいづくり実演 
○展示・・・・子供向けすまいスクールで制作したジオラマ等の作品 
       センターの事業紹介、京都市のすまいに関する補助制度 等 
○無料すまいよろず相談   

１ 

2  「京安心 すまいの情報展」  

開催場所  地下鉄東西線「京都市役所前」下車すぐ「ゼスト御池」河原町広場 
      （２５日～２７日のパネル展示は寺町広場にて開催） 
対    象  どなたでもご参加いただけます。 
 

講   師  遠島和恵氏（京都府建築士会女性部会 部長） 
対   象   どなたでもご参加いただけます。 
会場住所  上・今出川通寺町西入三筋目上ル「同志社同窓会館」小ホール 
申込・問合せ先  電話、FAX、京すまいの情報広場(https://www.miyakoanshinsumai.com)。氏名、〒住所、電話番号を明記。   

〈当日作成のイメージボード〉  

＜「タタミバンド」ライブ風景＞           

   

挑戦してみませんか？ 
インテリア計画 
ボードを使って考える、ここちよい空間づくり 
 

3/16（日）13時30分～16時00分 

生活スタイルや好みを再確認しながら、イメージボード（写真）を工作
し、今後のインテリア計画に活かしていただく講座です。 
作成したイメージボードは、お持ち帰りいただけます。 

参加費無料 
25名様限定 

申込不要 
入場料無料 

3/24（月）10時30分～19時00分 

（※パネル展示のみ２５日～２７日開催） 

＜紙管を使った避難所＞            

https://www.miyakoanshinsumai.com/


【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 

3月 

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  

3/11（火） 

町家をトーク運営委員会  

町家をトーク2013 第12回「和紙」 
 

「町家と和紙 その特徴」、「和紙づくりの現場」、「現在の
展開(国内、欧州 エピソード)」について語ります。 
 講師：杉原吉直氏（和紙ソムリエ、 
           株式会社杉原商店代表取締役社長） 
 
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 
FAX075-315-2394 

3/12（水）・22（土） 

日本ファイナンシャルプランナーズ協会 
 

★暮らしに役立つＦＰマネー塾★ 
  

■ 知って得する住宅ローンの話！ 
～「住宅購入」や 「ローンの借り換え」を検討している方は必見～ 

 日時：3月12日(水) 19:00～20:30 
  講師：下村啓介氏  

■ 大学生のうちに考える！ 
  これからの「お金」と「人生設計」 
 日時：3月22日(土) 13:00～14:30 ※学生限定 
  講師：豊岡司氏 
 
所下・四条通室町東入函谷鉾町79 ヤサカ四条烏丸ビル9Ｆ「日本FP協
会京都支部事務所」￥無料 申HP 問日本FP協会京都支部事務所 ☎075-
253-4650 ✉kyouto_bb@jafp.or.jp HPhttp://www.jafp.or.jp 

3/15（土） 
（一社）京都府マンション管理士会 
 

マンション管理士による相談会 
 
お近くのマンション管理士が、無料相談を行います。 
*理事会の運営方法はどのようにしたらいいか？ *大規模修繕
工事はどのように進めたらいいか？等、管理組合の悩み解決を
お手伝いします。 
  
所北・小山北上総町49-2（地下鉄北大路駅下車）「京都市北文化会
館」第2会議室 時13:30～16:30 定当日参加可・先着順 対マンション
管理組合・区分所有者・マンション入居者・マンション購入予定者 ￥無
料 申電話、FAX。〒住所、氏名、マンション名を明記  
問(一社)京都府マンション管理士会  ☎・FAX 075-708-2887  

3/4（火） 

京都市（共催 （一社）京都府不動産コンサルティング協会・（公
財）京都市景観・まちづくりセンター） 

 

京都市専門家向けすまいスクール 

        事業者・専門家の連携がカギ！！ 
       京都における「空き家」対策を考える 

 
平成26年4月1日からの「京都市空き家の活用、適正管理等に
関する条例」施行に伴い、京都市における空き家流通を担う専
門家・事業者の役割がますます重要となります。本スクールで
は、同条例や他都市における空き家への取組事例の紹介ととも
に、空き家流通における専門家等の役割を考え、認識を共有す
る場を提供します。 
 
■ 取り組みの報告 
① (一社)全国不動産コンサルティング協会が取り組む空き家対
策の最前線 ～空き家管理等基盤強化推進事業について～ 

報告者：岡本秀巳氏 
      ((一社)全国不動産コンサルティング協会 副会長） 

② 京都市空き家の活用、適正管理等に関する条例について 
報告者：京都市都市計画局都市企画部都市づくり推進課 

■ 講演 
福岡市における事業者・専門家連携による空き家適正管理に向
けての実践的取組について* 

講師：三好琢氏（九州・住宅流通促進協議会事務局長代理） 
■ パネルディスカッション 
事業者・専門家の連携がカギ！！京都における「空き家」対策
を考える ** 

 

所烏丸御池東南角「アーバネックス御池ビル」西館4階 研修室時15:3O
～17:30 対空き家対策に関係する事業者・専門家及び関心を有する市民 
定70名(先着順)、申込は3/3(月)までに ￥無料 申電話、FAX、京すま
いの情報広場(https://www.miyakoanshinsumai.com)。氏名、〒住
所、電話番号、受講希望人数を明記。 問京安心すまいセンター(裏面参
照) 
 
*  平成25年度空き家管理等基盤強化推進事業に採択され、福岡市において具
体的に取り組まれている先行事例について報告いただき、空き家の適正管理に
向けての実践的な民間事業者と専門家の連携のあり方について学びます。 
**  京都における事業者・専門家団体が個別で取り組む「空き家」対策の現状
及び他の業界団体との連携の必要性と今後の連携に向けた意見交換を行います。 

京 

3/8（土） 

平成の京町家ｺﾝｿｰｼｱﾑ 
 

省エネ住宅セミナー 

「健康ｖｓ省エネｖｓ生涯トータルでの経済
性ひとつぐらい欠けてもいいですか？」 

～省エネ住宅はお買得！～ 
 

省エネ住宅のウソ、ホント？！について、快適で健康的な省エ
ネ住宅を経済的に実現する方法を学んでいただきます。 
 講師：松尾和也氏（有限会社 松尾設計室 代表取締役） 

 
所河原町五条下る東側「メルパルク京都」４階研修室3「藤」 時13:30
～15:30 定60名(申込先着順・小学３年生以下は要保護者同伴) ￥無料 
申京都いつでもコール。氏名(複数でご参加の場合は代表者氏名)、代表
者を含む参加人数、電話番号を明記。申込期間2/6～3/6 ☎075-
661-3755 FAX075-661-5855 他内容の問合せは、京都市都市計画
局住宅室住宅政策課平成の京町家担当☎075-222-3666  

3/10（月） 

          すまい給付金制度及び 

長期優良住宅化ﾘﾌｫｰﾑ推進事業に関する説明会  
 
住宅取得者への的確な情報提供を行っていただくために、事業
者向けに住宅取得に係るすまい給付金制度及び住宅ストックの
質の向上を図る長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する説
明会を、国土交通省主催により開催いたします。 
 ※今後、消費者向けの相談会も開催予定です。 
 
所伏・竹田鳥羽殿町5「京都パルスプラザ」稲盛ホール時10:00～
11:30 定550名 ￥無料 申電話、FAX、HP 問住宅取得に係るすまい給
付金制度及び長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する説明会 
☎0120-339-170 FAX0120-339-676 
HP http://jutaku-setsumeikai.jp/place/index.php?pref=26 

事業者 向け 
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  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 

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/ 

☆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。     

平成の京町家コンソーシアム  
旧暦おひな祭りイベント 

 
平成の京町家モデル住宅展示場ＫＹＯＭＯグランドオープン１周年
を記念して、旧暦の節句の時季に合わせて、大人から子供まで節句
を楽しむイベントを開催します。 
 

■ みんなで一緒におひな飾り 
講師に秦めぐみ氏をお招きし、子供たち全員で和室のひな飾りの飾
りつけをしながら、おいしいお茶やお菓子を食べて、おひな祭りを
楽しむイベントです。 
 日時：3月27日（木）10:00～、14:00～（各回約2時間） 
 定員：各回15名（申込先着順、要保護者同伴） 
 対象：5歳～小学校6年生 
 備考：当日は、白い靴下をご持参ください。 
 

■ 草月流いけばな体験 
講師に稲端下紫菖氏（草月流師範）をお招きし、節句の季節に合っ
たいけばなを学びます。 
 日時：3月29日（土）10:00～、13:30～（各回約2時間半） 
 定員：各回10名（申込先着順） 
 対象：13歳（中学生）以上 
 備考：当日は、着物でのご参加を歓迎します。 
 
所下・河原町通塩小路北西角「平成の京町家普及センター（平成の京町家モデ

ル住宅展示場ＫＹＯＭＯ内）」￥無料 申電話、 FAX 。催し名、希望時間、氏

名(複数の場合は全員の氏名、児童の場合は保護者氏名共)、年齢(児童の場合は

学年)、性別、電話番号を明記。申込期間2/20～3/20 

問京都市都市計画局住宅室住宅政策課 平成の京町家担当 

☎075-222-3666 FAX075-222-3526 

3/27(木)・29（土） 

3/30（日） 
 

京都モデルフォレスト協会（企画・運営 「京北の木で家をつくろ
う」ネットワーク  共催 京都市、京都市住宅供給公社） 
 

北山杉でマイ箸をつくろう 
～京都の山の木を活かそうプロジェクト～ 

 
京都市の北部にある山や木を知り、親しむことで、自然環境を大切
にする暮らしを薦めています。今回はきれいな木肌の北山杉と青竹
を使った箸をつくります。 
  
所下・河原町通塩小路北西角「平成の京町家普及センター（平成の京町家モデ

ル住宅展示場ＫＹＯＭＯ内）」時13:3O～16:00定30名(事前申込要・先着

順）対小学生以上（小学３年生以下の場合は要保護者同伴）￥無料 

申電話、 FAX 。催し名、氏名、電話番号、小学生の場合は学年及び保護者氏

名を明記。申込期間3/3～3/28 問「京北の木で家をつくろう」ネットワーク

事務局（アークス建築事務所内）☎075-467-9292 

FAX075-467-9293 
 

3/16（日） 

平成の京町家コンソーシアム 
 
地域産材活用シンポジウム 

「木の文化を大切にするまち」 
～京都の都市と山 すまいと循環を考える～ 

 
地域産材の需要を掘り起こすにはどうすればよいか、京都の山の現
状、国内の動向、海外のグローバル市場等を踏まえ、木材供給側と
木材利用側の視点から、建て前抜きの本音トークを行います。  
■ 講演 ： 講師 岩井吉彌氏（元京都大学大学院農学研究科教授） 
              安藤直人氏（東京大学名誉教授） 
■ パネルディスカッション  

「京都の都市と山 すまいと循環を考える」 
パネリスト：安藤直人氏、岩井吉彌氏、佐野春仁氏（京都建築専門 
      学校教務主任） 
      中田治氏（中源株式会社代表取締役） 
      山本修三氏（京都市産業観光局農林振興室担当部長） 
コーディネーター：松尾大地氏（平成の京町家コンソーシアム運営 
         委員） 

  
所下・中堂寺南町134「京都リサーチパーク」 サイエンスホール1号館4階 
時14:0O～17:00 定230名(事前申込要・多数の場合は抽選）￥無料 申京都
いつでもコール。氏名(複数でご参加の場合は代表者氏名)、代表者を含む参加
人数、電話番号を明記。申込期間2/13～3/10 
☎075-661-3755  FAX075-661-5855 他内容の問合せは、京都市都
市計画局住宅室住宅政策課平成の京町家担当☎075-222-3666  

メルマガの登録は 
こちらへ空メール 

ＮＰＯ法人 京都マンション管理ネットワーク  

第80回マンション管理組合  
交流会＆セミナー  

 
昭和56年5月31日以前に建てられた分譲マンションを対象とした、
京都市の「建物の定期報告制度」と「耐震化支援制度」について、
解説します。 
 
 講師：山内比呂史氏（京都市都市計画局建築指導部建築安全推 
 進課 安全対策係長）、佐藤友彦氏（京都市都市計画局建築指 
 導部建築安全推進課 耐震改修促進係長） 

 

所河原町五条下る東側「ひと・まち交流館 京都」3階 第３会議室 

時1４:0O～1６:00 定30名(事前申込要）￥無料 申電話、FAX。氏名、電話

番号、住所、マンションにお住まいの方はマンション名又は管理組合名、住戸

数、棟数、管理組合での役職を明記。申込締切3/20 問ＮＰＯ法人京都マン

ション管理ネットワーク（担当：佐中）☎・FAX075-275-0514 

3/22(土) 



気軽に、 
お越しください。 

 
■ 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、電話） 
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  

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 

●  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 

  10時から17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） 

 〒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 

京 安心すまい 
センター 

<<<<   すこやか住宅ネット  と検索！ 

イベント 

申込・問合せ先 

ホームページ 


