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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紹介を中心に、
皆様が安心・安全・快適に暮らせる理想のすまいづくりを応援する住情報をお届けします。

すまいの耐震化、エコ化に関する助成制度をご紹介します。

京都市では、平成２６年度から新たに、既存住宅の省エネリフォームに対する
助成制度を創設しました。

また、すまいの耐震化・省エネ化・太陽光発電システム等の助成制度の相談・
申請に関する窓口を「京（みやこ）安心すまいセンター」に統合し、環境に優しく
安全で快適な住まいづくりを総合的に支援する体制を整備します。

木造住宅・京町家の耐震化支援事業

改修工事

「木造住宅耐震改修

改修計画

「木造住宅・京町家等耐震
改修助成」 「まちの匠の「京都市木造住宅耐震

診断

充実Point! 密集市街地や細街路に建っている木造住宅について、耐震改修工事と併せて

一定の防火改修工事を行う場合、補助額を 大30万円上乗せします。

既存住宅の省エネリフォーム助成制度
注目Point! 窓の二重化や、屋根、外壁等への断熱材の設置工事など、住宅の省エネ性能を

向上させる改修 事に 定額を助成します 補助金 大50万円

木造住宅耐震改修
計画作成助成」

改修助成」、「まちの匠の
知恵を活かした京都型
耐震リフォーム支援事業」

京都市木造住宅耐震
診断士派遣」、「京町
家耐震診断士派遣」

向上させる改修工事に、一定額を助成します。補助金 大50万円。

自立分散型エネルギー利用設備設置助成制度
充実Point! 太陽エネルギー利用設備(太陽光発電、太陽熱利用)の助成対象設備に、新たに

家庭用燃料電池システム(エネファーム)や家庭用エネルギーマネジメントシス
テム(ＨＥＭＳ)を追加します。
また上記の耐震化支援事業・省エネリフォーム助成事業と併用することで、
助成額を増額します

CONTENTS

助成額を増額します。

京（みやこ）安心すまいセンターは、上記の助成制度の相談・申請を一元的に受け付けます。
詳細については、耐震・エコ助成ホットライン 075‐744‐1631に、お問い合わせください。

すまいに関するさまざまな相談もお受けいたします！

● 京都市のすまいに関わる制度情報

● すまいに関するイベント情報

● 京都市内で実施されている無料相談窓口

ホームページは、「京 安心すまいセンター」で検索！

京（みやこ） 安心すまいセンター 検索

http://www.kyoto‐jkosha.or.jp/sumai/発行日／平成26年4月30日
編集・発行／京 安心すまいセンター(京都市安心すまいづくり推進事業）



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

京イベント
情報

耐震改修や省エネリフォーム、太陽光発電シス
テムなどの設置は、同時に行うと効率的で、

京都市内のイベント

5月13日(火)

町家をトーク2014 第2回「瓦」

5月15日(木)

公益社団法人京都不動産研究協会による

テムなどの設置は、同時に行うと効率的で、
助成額が増えておトクだよ！

市の環境マスコットエコちゃん

町家を 第 瓦」

「和瓦・京瓦の魅力」、「和瓦葺き
の工程、点検補修」、「性能について」
など、瓦について語ります。

講師：光本 大助(光本瓦店 代表)

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)、通年会費12,000円/12回(毎月第2火
曜日、第1回は終了)申FAX 主・問「町家をトーク」事務局(担当：岡田
優 ) FAX

「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、宅建取引主任者による「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)優 ) ✕090-6550-2468 FAX075-315-2394

他 6/10(火)第3回テーマ｢左官｣、7/4(火)第4回テーマ「坪庭」
(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

5月13日(火)

〈勉強会〉 CPD2単位

福祉避難コーナー
設置ガ 等学習会

専 5月24日(土)、31日(土)

設置ガイドライン等学習会

ユニバーサルデザインを理解するためには、様々な利用者を
想 定 し 、 そ の ニ ー ズ を 把 握 し な け れ ば な り ま せ ん 。
地震などの大規模災害時の避難所なども同様です。限られた
条件の下で、何ができ、どうするべきか？を考える中で、日
頃、建築というハード面での関わりに偏りがちな建築士も、
ソフト面も含めてユニバーサルデザインを考え、日々の設計
に活かすとともに、避難所レイアウトや必要物資、要配慮者
へのサポート方法など具体の知識も身に付けましょう。

専
2014年度京カレッジ

京都力養成コース京都学講座

京を旅する ～観光のまなざし～

日本文化の中心である京都は国際的な観光地でもあり、海外
からも多くの人が訪れます。そして、京都にある多くの観光
地の成立ちはさまざまです。それだけでなく、京都を訪れる
交通手段や観光客をもてなす人々にも変化はあります。みな
さんと一緒に、京の旅を考えてみることにしましょう。のサポ ト方法など具体の知識も身に付けましょう。

講師 : 林 成道氏
(京都府健康福祉部介護・地域福祉課地域福祉担当 )

所京都建設会館別館５階会議室 (押小路通柳馬場東入る)
時19;00～20:30 定20名￥会員500円、一般1,000円
申ホームページ 主・問一般社団法京都府建築士会
✕075--211-2857 HPhttp://www.kyotofu-kenchikushikai.jp/

第１回 ５月24日(土)
海外からのツーリズム ゲ京都の人気スポットとその変容ゲ

講師：村田 典生氏(佛教大学 研究員)

第２回 ５月31日(土)
「そうだ 京都、行こう」ゲこれまでの20年と、これからゲ

講師：安齋 辰哉氏
(東海旅客鉄道株式会社営業本部

観光開発グループ グループリーダー)

所キャンパスプラザ京都5階第1講義室 (京都市下京区西洞院通塩小路所キャンパスプラザ京都5階第1講義室 (京都市下京区西洞院通塩小路
下る東塩小路町939)
時10:30～12:00 定250名
￥1,500円/1回(大学コンソーシアム京都加盟大学・短期大学の正規学
生（※大学院生・専攻科生・通信教育課程生を除く）及び放送大学京
都学習センター全科履修生の場合は、無料)
主・問公益財団法人コンソーシアム京都申当日、開催場所受付で申込
✕075-353-9140➑miyakare@consortium.or.jp
HPhttp://www.consortium.or.jp/

他この講座は、連続講座です。全10回のリレー講座の受講申込みは、
3月22日に完了し、現在、当日受付の１講座ごとの受講のみを受付。
6/7(土) 第3回「修学旅行と近代京都～奈良女子高等師範学校の経験

」 6/21(土) 第4回「江戸時代の物見遊山 名所案内記 日記から

5月24日(土)

★暮らしに役立つＦＰマネー塾
「賢い住宅ローンの選び方・見直し方」

講師：小林 賢司氏

所日本FP協会京都支部事務所(四条通室町東入函谷鉾町79 ヤサカ四条
烏丸ビル9Ｆ) 時13:0O～14:30(受付12:50～) ￥無料
申 HP 主・問 日 本 FP 協 会 京 都 支 部 事 務 所 ✕ 075-253-4650
➑kyouto bb@jafp or jp HPhttp://www jafp or jp

【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 主主催 問申込・問合せ先 ✕電話 FAXファクス➑E-mail HPホームページ 他その他

～」、6/21(土) 第4回「江戸時代の物見遊山～名所案内記・日記から
見る名所と都市～」

➑kyouto_bb@jafp.or.jp HPhttp://www.jafp.or.jp
他次回6/11(水)19：00～20：30 テーマ「大増税時代の家計術」



「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（図書館・文化会館等）などに配架しています。

他都市のイベント

5/10(土) 新人シニアのための春の林間学校
①「高齢期の住まいと暮らし」 10:00～12:00

5月26日(月)、６月4日(水)、６月10日(火)

平成26年度景観・まちづくり大学
京のまちづくり史セミナー* ①「高齢期の住まいと暮らし」 10:00～12:00

１時限目 知らないと大変！基礎から学ぶ高齢期の住まい
２時限目 新人シニアのためのライフプラン作成術

②「親子で考える相続問題」 13:00～14:50
３時限目 法律や税金よりも大切なことがある！
４時限目 相続対策の現場と愛情のある対策の提案

③「一人で悩まないで！実践的な「高齢期のくらし」の守り方」
15:00～16:20
④５・６時限目 パネルディスカッション

所大阪市北区天神橋6丁目4-20「住まい情報センター3階ホール」
定各100名(先着順)、１つの講座から受講可能 ￥無料 申郵便、FAX 、
HPへ 必要事項を明記のうえ申込 問大阪市立住まい情報センター／

京のまちづくり史セミナー*

5月26日(月) 「まちの中の町家、町家から見たまち」
町家のおこりやその建てられ方などについて、都市の視点から

広く探るとともに、町家の形態や施されたしつらえから見える、
京都で暮らした人々の生活やまちへの意識について学びます。

6月10日(火)
「秀吉の大改造：マクロとミクロ」

長く続いた戦国の騒乱後、豊臣秀吉は京都の都市大改造に着手
しました。本回では、この大改造を題材に、都市に対する俯瞰的
な見方とヒューマンスケールの視点について学び、現代の京都に
至った背景を考えます。 HPへ、必要事項を明記のうえ申込 問大阪市立住まい情報センター／

〒530-8582住まい情報センター４階住情報プラザ「新人シニアの
ための春の林間学校」係 ✕06-6242-1160 FAX06-6354-
8601 HPhttps://www.sumai-machi-net.com

5/18(日) 高齢期の住まいの財産管理
成年後見制度の内容やどんな時にどうやって利用するのかを学びます。

講師：櫛田和代 (大阪弁護士会所属弁護士)

所大阪市北区天神橋6丁目4-20「住まい情報センター3階ホール」
定100名(申込先着順) ￥無料 申郵便、FAX、HPへ必要事項を明記の
うえ申込 問大阪市立住まい情報センタ ／〒530 8582住まい情報

*都市史の中でも、特に住民の自立した活動としてのまちづくりの変
遷を学ぶ講座です。

京町家再生セミナー**

6月4日(火) 「京町家を地震から守るために」
京都市は多くの活断層に囲まれていることを踏まえ、京都にお

ける地震と京町家ならではの構造を学び、地震から“いのち”を
守るための耐震化について考えます。

講師 髙橋 康夫氏(花園大学教授、京都大学名誉教授)
林 康裕氏(京都大学大学院教授)

**京町家の“ 初の一歩”としての基本講座です。
うえ申込 問大阪市立住まい情報センター／〒530-8582住まい情報
センター４階住情報プラザ「高齢期の住まいの財産管理」係 ✕06-
6242-1160 FAX06-6354-8601 HPhttps://www.sumai-
machi-net.com

5/24(土) 建築家とつくる住まいの工夫

③建築家の自邸見学会
「長～く住まう家づくりの工夫」

自分流の住まいをつくりませんか？ それぞれのライフステージに
あった快適なライフスタイルを実現するために 建築家と一緒に住ま6月7日(土)

所京都市景観・まちづくりセンターワークショップルーム 時
18:30～20:30、 19:00～21:00 定 50名 ￥無料 主・問公益

財団法人京都市景観・まちづくりセンター 申電話、FAX、E-mail。
セミナー名、開催日、氏名(フリガナ)、電話番号を明記 ✕075-35
4-8701 FAX075-354-8704➑machi.info@hitomachi-kyoto.jp
HPhttp://machi.hitomachi-kyoto.jp/

あった快適なライフスタイルを実現するために、建築家と一緒に住ま
いづくりについて考えます。

講師：広渡孝一郎、広渡早苗（日本建築家協会、一級建築士）

所池田市内を予定(抽選当選者にのみ通知) 定30名(抽選制) ￥無料 申
HPからダウンロードできる申込用紙に、必要事項を明記のうえ電話、
FAX、ハガキ、HPより。申込締切は開催2週間前まで 問大阪市立住
まい情報センター 〒530-8582(住所不要)住まい情報センター4階
住情報プラザ「建築家とつくる住まいの工夫」係 ✕06-6242-
1160 FAX06-6354-8601 HPhttp://www.sumai-machi-
net.com/ 他同時開催「自分の尺度にあった住まいづくり」パネル展
(4/9～5/24)住まい情報センター4階

6月7日(土)

京都だからできる空き家活用の可能性、空き家をきっかけとしたまちづくり

「京都x「空き家」 x まちづくり」イベントの開催

京都市では、空き家の活用をはじめ、予防や適正管理等を総
合的に推進するため、「京都市空き家の活用、適性管理等に
関する条例」を平成26年4月1日から施行し、空き家対策を
進めております。空き家や空き家活用に関心を持っていただ
くイベントを開催します。

午前の部(10:00～12:00)

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、京(みやこ)安心すまいセンター

075-744-1670にご連絡ください。

<募集の情報について>
・住まいづくり関連のイベント（講習会、セミナー、交流会、

勉強会など）スケジュール
京都市の住まいに関する様々な制度情報

午前の部(10 00 12 00)

空き家所有者を対象とした相談会（先着１０人）
午後の部(13:00～16;00) :

・「空き家が地域に及ぼす影響」の講演（先着１５０人）
・京都市における空き家対策について
・京都でまちづくり×空き家に取り組む地域の事例紹介 など

所ひと・まち交流館京都2階会議室対 京都市内に存する空き家の所
有者 どなたでも ￥無料 申京都いつでもコール。期間5月13日(火)

～5月31日(土)必着 主・問日京都市都市計画局まち再生・創造推進室。
✕075-222-3503 申京都いつでもコールまで、電話、FAX、E-
mail。催し名、電話番号、代表者の氏名、参加人数、午前の部(相談

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

・京都市の住まいに関する様々な制度情報

※ 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。ご了承ください。

会)の申し込みについては、相談内容及び年齢を明記 ✕075-661-
3755 FAX075-661-5855 ➑http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo
/page/0000012821.html

京 安心すまいセンターホームページから登録

安すま通信 検索

http://www.kyoto‐jkosha.or.jp/sumai/mailmag/index.html http://www.miyakoanshinsumai.com/
メルマガの登録は
こちらへ空メール



京京 安心すまいセンターは安心すまいセンターは

普及啓発

3月16日（日）に、
『挑戦してみませんか？インテリア計画～ボードを作って考える、
心地よい空間づくり～』を行いました！

＊イベント報告＊

第１部 イン 第2部 イン 後に発表！

■ 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。

すまいに関する相談を行っています。１

情報提供
アドバイス相 談

第１部 イン
テリア計画の
基本 について
学ぼう！
インテリア計画
要素、インテリ
アスタイル、色
彩計画）につい
て講義。

第2部 イン
テリアボード
の作成！
好みの雑誌の
切り抜きを集
め、ボードに
貼り付け、イ
ンテリアボー
ドを制作！

＊参加者の声
（Aさん）スペインに憧
れているので南欧風
に作成しました。必死
になっていました！
（Bさん）講義を聞き、
クラシックダンディが好
みだと分かったので制
作しました！

■ 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。

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 関連機関が実施している無料相談の一覧

● 賃貸に関する相談

■ 専門相談（毎週日曜日、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。

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。

（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 )

● 不動産に関する相談

分譲 シ 建 替 大規模修繕
毎 第 件 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 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 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）

● 法律に関する相談

すまいの耐震化、エコ化、太陽光発電シス
等 助成制度 相談 申請 的

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。

日本司法支援センタ 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

■ 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。

テム等の助成制度の相談、申請を一元的に
支援します。
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〒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

Miyako  Anshin  Sumai  Center

京都市中京区烏丸御池東南角ア 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

℡ 問合せ先 :                  は、 075-744-1670

は、 075-744-1631（耐震・エコ助成ホットライン）

21 3

4

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/

開館時間

TEL

FAX

ホームページ

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


