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引っ越しを効率よくするための 3 つの point

新生活スタート！
効率よく引っ越してすっきり収納しましょう

　小さな家具やケースなどにもマスキングテープで「玄関」「リ
ビング」「ベランダ」などと記入して貼っておくと、搬入作業が
とてもスムーズに進みます。新居に部屋がいくつもあるときは
①・②と番号を付けます。そして新居の玄関に部屋番号を書
いた図面を貼っておくと業者さんが手際よく運んでくれます。

不 要 品 の 整 理
ゴミの回収日に合わせて荷造り

荷 出し
荷物には名前をつける

　本棚や食器棚など、引っ越し先で使う家具に入っているモノ
は、棚や引出しごとに整理して箱に収め、「本棚１段目」などと
表示しておくと、荷ほどきしたあとも元通りに収納できます。
　洗面所やクローゼットなどの造り付け家具にしまったモノ
を荷造りしていく時は、「バッグ」「セーター」などアイテムご
とに箱を用意し、その中に今の時期にあまり使わないモノか
ら順に入れていきます。アイテムを集めることで同じようなモ
ノが見つかった場合は荷造りしながら整理していきます。

　有料で大型ごみを回収しています（家電4 品目※とパソコン
を除く）。受付は大型ごみ受付センターで行っています。
【申込み電話番号】0120-100-530（通話料無料）
【携帯電話からの場合はこちら】0570-000-247（通話料有料）

　市内２箇所のクリーンセンターに、大型ごみなどを有
料で持ち込むことができます。
【南部クリーンセンター】075-611-5362( 伏見区横大路八反田29）
【東北部クリーンセンター】075-741-1003（左京区静市市原町1339）

一般社団法人モノコミュ研究所　整理収納アドバイザー　上坂 薫氏

　各区役所・支所のエコまちステーションでは、月 2 回
回収しています。

　高さ 30cm× 幅 40cm× 奥行 40cm 以下のものは、
各区役所・支所・商業施設などで拠点回収しています（家
電 4 品目※とパソコン、石油・灯油ストーブを除く）。

　京都こごみネットの「法律でリサイクルが定められて
いるもの」をご参考ください。
　http://kyoto-kogomi.net/　
　その他の品目についても検索できます。

こごみネット 検索

　できるだけ新居に不要品を持って行かないためにゴミの日
に合わせて荷造りをしていきましょう。
　古着の回収日の前にはクローゼットを、ビン・缶・ペットボ
トルの回収日前には冷蔵庫や食品庫、忘れがちなベランダ回
りなどを整理します。
＜京都市からのお願い＞
※不要品は京都市のごみの出し方を参考に処分してください。
※京都市家庭ごみ収集用指定袋でごみを出される場合は、１回の収集
で片手に持てる程度の重さにし、おおむね２袋まででお願いします。

※家電 4品目：
　テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機

荷 造り

大型ごみ

持込ごみ

古紙類、古着類

使用済小型家電

家電4品目・パソコン・その他

豆知識 京 都 市のごみ の 出し方

特 集

春の引っ越しシーズンを迎えました。この季節、進学や転勤などで住居を移される方がたくさんおられます。
長く住めば住むほど、知らない間に不要品もたくさんたまっています。これらを整理するのを億劫に思われる
方も多いのではないかと思いますが、引っ越しは家の中にたまったモノに向き合う最大のチャンスです。
そこで効率よく引っ越しするための3つのポイントをお伝えいたします。
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心もすっきり！部屋の整理収納術

モノを整理すると本当に大切なモノが見えてきます。ぜひモノに振り回されない暮らしを目指しましょう。

新生活スタート！
効率よく引っ越してすっきり収納しましょう

荷出し
荷物には名前をつける

　自身の暮らしの中で必要なモノの量を適正量といいます。
スペースは無限ではありません。例えば１m 幅（１００cm）
の洋服ダンス、女性の洋服なら１００cm÷２で５０本のハン
ガーが適正と言われています。
　そのスペースに６０本のハンガーの服が入っていたら１０本
オーバー、そうなると服の出し入れにストレスを感じること
に。さっと着たい服を選んでさっと片付けられるクローゼッ
トを目指しましょう。
　食品や日用品も安かったからとたくさん買っておいたけれ
ど、結局賞味期限が切れてしまったり収納スペースから溢れ
て廊下にティシュの箱が積まれていては意味がありません。
まずは自分の適正量を知ることが大切です。

　駅や学校など多くの人が使うところには、ありとあらゆる
ところにラベルが貼られています。
　ゴミ箱は、ペットボトル、缶など分別できるように、家で
も家族が共有できる仕組みとしてラベルを貼っておくことが
おすすめです。
　片付けた時は覚えていても、
使うときには忘れてしまってい
ます。ラベルを貼ることはとて
も効果のある片付け術です。

　家のなかでモノが散らかっているところを見てみると、実は
そこにあると便利だからついつい出したままになっているとい
うことが多いです。
　例えば、リビングボードの上に置いたままになっているお
化粧品。寝室の鏡台に収納スペースがとってあるのだけれど
リビングのほうが便利で…つい。といった感じです。
　この場合は使う所つまりリビングに収納スペースを作るほ
うがいいということです。めったに読まない本が入っているリ
ビングボードを整理してそこにカゴなどを使ってお化粧品収
納スペースを作るとスッキリします。
　できるだけ使う所の近くに簡単な収納方法を作ることがリ
バウンドしないコツです。

　理想の暮らしを考える…とまでいかなくても今大事にしたい
ことは何かを考えることです。
　例えば、子どもに学習習慣を身につけさせたい場合、リビ
ングに目が届くように勉強コーナーを設けたり、仕事と家事
の両立で時間が少しでも短縮できたらと思っている方なら、
洗濯モノをたたまなくてもハンガーで干してそのままクロー
ゼットに掛けられる収納にするなど具体的に考えて整理収納
していきましょう。
　中にしまい込むと忘れてしまうから不安でという方は、思い
きって収納の扉を外してしまうということでも暮らしの改善に
なります。
　逆にいつでも人を呼べるように全
て扉の中にしまいたいという方もい
らっしゃるでしょう。
　それは自分の好みに合わせて選択
してもいいのです。

　モノの整理は心の整理といいます。モノがあふれた空間では気持ちが落ち着つかない
のではないでしょうか？ 家に帰ってきた時に靴が乱れた玄関、書類が散らばったテーブ
ル、洗い物がたまったシンク。それを見たら疲れがドッと出てきます。モノを管理するの
には時間・空間・気力が必要です。本当に必要なモノを選んで快適なお部屋を作りましょう。

適正量を知ること ラベルを貼って定位置管理すること

使うところに収納すること

どんな暮らしがしたいか考えること

引っ越し先で、いざ荷物を広げてみると、「整理したはずが物であふれている」「引っ越し先に収納が少なく荷
物が入りきらない」ということもありますよね。そこで次は、部屋をすっきり片付けて快適な空間をつくるため
の整理収納術を紹介します。引っ越しされない方も、新年度を迎えるために部屋をすっきり整理し、快適な空
間をつくりましょう。

ペット
ボトル 缶
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すまいスクール
「考えてみましょう！リノベーションの可能性」を開催

平成 27 年度

センターリポート

すまいスクール
「女性建築士と考える子育てとすまい」を開催　

　１級建築士・宇津崎せつ子氏を講師としてお招きして、子
育て世代向けに、「子どもにとって望ましい住環境」につい
てお話しいただきました。
　宇津崎氏は、子どもの頃、大きな家で立派な子ども部屋
を与えられていたにもかかわらず孤独感を感じた自らの経験
から、「子どもにとって望ましい住環境」とは、家族みんな
が「ただいま！」とわくわく帰りたくなる家であり、「暮らし
を楽しむ」ことにその視点があると語られました。特に、お
母さんが家事も子育ても楽に楽しくできる家づくりは、子ど
もの幸せにもつながるとのことです。
　また、すまいづくりをする時には、「どんな家に住みたいの
か」ではなく、「どんな暮らしがしたいのか」の家族の価値
観や夢を明確にすることが大切で、そうすることによってす

まいづくりにブレがなくなるとのことです。そこで当日は、家
族の価値観や夢を書き出す『夢マップ』づくりを体験し、参
加された親子同士で今の暮らしや生活に対する不満や要望、
改善、夢を文字にして整理する機会を設けました。参加者
からは、「おうちと暮らしの『住育』夢マップにより家づくり
の具体的な考え方や方法を教えていただき、大変参考にな
りました」「実際に夢マップを使って問題点がはっきりしまし
た」などのご意見をいただきました。

2LDKの中古
マンションを
単身者用のワ
ンルーム用に
リノベーショ
ンした事例

再建築不可
の古民家を
リ ノ ベ ー
ションした
事例

当日の様子
夢マップの
イメージ

　近年、よく耳にする「リノベーション」。今回のセミナーでは、
物件探しからリノベーションの設計・工事までワンストップで
サービスしている（株）アートアンドクラフトと、リノベーショ
ンによる京町家の再生に努めている（株）八清から講師をお
招きして、リノベーションの多様な可能性についてお話しいた
だきました。
　第1部では、（株）アートアンドクラフトの枇杷健一氏（取
締役）により、マンションのリノベーション事例を紹介いた
だきました。最近のトレンドとして「単身者のオトナのひとり
すまい〜リアルケーススタディ・オトナの都心居住」、「暮らし
の中で働く住まい〜職住一致のすまい」の2つテーマが挙げ
られ、リノベーション前後の写真や間取図が具体的に紹介さ
れました。「中古住宅＋リノベーション」の一番のメリットは、
新築に比べて安く、かつ自分のライフスタイルに合ったすまい
が実現できることで、最近急増している働く単身者やSOHO

などの在宅勤務向けのすまいとして、2LDK、3LDKの中古
マンションを１人暮らし用にリノベーションしたり、「職」と「住」
を両立させた空間にリノベーションしたりするケースが増えて
いるとのことです。
　第2部では、（株）八清の西村直己氏（専務取締役）により、
木造住宅のリノベーションについて、京町家と古民家、在来
木造のリノベーションの事例を紹介いただきました。戸建て
の木造住宅は、いろいろな場所に建てられ、個別性が強く、
ライフスタイルに合う物件が選べることにそのメリットがある
とのことです。最近は、京町家と古民家を別荘すまいや二地
域居住用※としてリノベーションしたり、投資用としてリノベー
ションして賃貸するケースも増えているようです。また、規模
が大きく活用しにくい大型京町家を、シェアハウスにリノベー
ションして活用した事例紹介もありました。
※二地域居住は、2つの地域に生活拠点を設けることで、主に都会の住居
と農村とを行き来する生活を示す。

今年度、京 安心すまいセンターで実施したすまいスクールやイベントなどの様子をリポートします。

子育て
11月14日
実施日

12月12日
実施日リノベー

ション

〈当日紹介されたリノベーションの例〉

Before BeforeAfter After

改善
要望

不満

夢

もくひょう
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「地震とすまい・まちづくり展」を開催　

　阪神淡路大震災が起こった21年前の1月17日に合わせて、
1月14日（木）〜17日（日）の4日間にわたり地下街のゼ
スト御池で「地震とすまい・まちづくり展」を開催しました。
　開催期間中、地下街の「市役所前広場」では、地震防災
まちづくりや耐震改修の助成制度、耐震改修事例をはじめ、
京都・大阪・神戸の都市におけるマンションの防災化の取組
などについて、それぞれの内容を紹介するパネル展示を行
いました。また、すまいの耐震相談や耐震ミニセミナーな
ども開催しました。
　1月16日（土）は、地下街の「河原町広場」においてトー
クイベント「地震から命を守る知恵〜1.17 被災者が取り組
む防災教育の現場から〜」を開催しました。パネリストとし
て、神戸のＮＰＯさくらネットの河田さん、教業学区自主防
災会の嫁兼会長、京都市耐震改修促進ネットワークの建築
士・冨家さんをお迎えし、京都大学の林先生にアドバイザー
をお願いしました。河田さんからは、地震の恐ろしさや災害
から命を守る方法について自身の体験をもとに語っていただ
きました。嫁兼会長からは地元の防災訓練等で実施されて
いる地図を使った取組の紹介、冨家さんからは効果的な耐
震改修の方法や、すまいの耐震化の相談先についてお話い
ただきました。林先生からは、京都の地震の特徴や耐震化
のポイントについてアドバイスいただきました。
　翌日の1月17日（日）は、京都市の各区で最も大きな被
害をもたらすと想定されている地震の震度分析や避難所な
どを示した巨大なハザードマップに自宅の位置をプロットす
るコーナーや災害時の持ち出し品の役割について学ぶコー
ナー、すまいの地震対策についてクイズで学ぶコーナー、
避難所の間仕切りシステムを学ぶコーナーを実施しました。
　あわせて、すべて回るといろんな防災グッズが当たる防災
スタンプラリーを開催し、多くの方に参加いただきました。

1 月 14日〜 17日「展示コーナー」の様子

1月 17日
「体験！防災スタンプラリー」の様子

ハザードマップに自宅を
マッピング！

地震時の緊急持ち出し品なぁに？

耐震・防災ミニクイズ

避難所の簡易間仕切りシステムの
組立て

1月 15日
「まちかどミニセミナー」の様子

1月 16日
「トークイベント」の様子

1月14日〜17日
実施日防災
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まちの匠編

京都のすまいや
まちをつくる人々

民間団体編
NPO法人 京町家・風の会

（公社）ＪＩＡ 京都地域会

　京都は古くから職（商いや手工芸）と住（暮らし）の場
が共存してきたまち。京呉服や西陣織、京焼などの伝統
産業に携わる人びとが培ってきた生活文化は、京都人の
暮らしの智慧の結晶といえましょう。「職住一体」の暮ら
しの器であり、京都・洛中ならではの住まい「京町家」は、
居住者・所有者の高齢化や維持管理の問題などを背景と
して現在減少傾向にあります。
　私ども NPO 法人京町家・風の会は「京町家」をキーワー

ドに「京都人の暮らし - 衣・食・住 -」
にスポットをあて、保存・活用・
再生の担い手（住まい手や店主さ
ん）のバックアップや、京都の生
活文化を次世代に伝えることを目
的として、京都の暮らし（衣・食・住）

をテーマとした例会を年 10 回程度開催するほか、町家暮
らしや町家での起業・活用に関するご相談も随時お受けし
ています。また、町家での居住を希望されている方に一歩
を踏み出してもらうため、町家購入にあたっての具体的な
資金計画や契約の流れ、町家のもつ力や魅力を現代の生
活に活かす方法を考えるセミナーも開催しております（京
安心すまいセンター・タイアップ事業 / 過去 3 回開催）。
　他にも市内の町家をめぐるスタンプラリー「洛中洛外風
散歩　町家ショップらりぃ」の主催・運営や、中高生・研
究者の研修や研究の支援を通して、町家の魅力を再発見
するきっかけ作りや、若い世代に町家や京都の暮らしを知っ
てもらう活動にも力を入れています。

文：NPO 法人 京町家・風の会　代表理事　井上信行氏

　「公益社団法人 日本建築家協会（以下JIA）近畿支部 
京都地域会」と言うのが私たちです。なんと長い名前だと
私も常々思っていますが、どのような組織かといいますと、
京都府に活動拠点をもつ、建築の設計を職業・職務として
いる人の集まりです。
　私たちは、教育活動や文化活動、社会活動など多彩な
取組を行っています。
　教育活動の柱は、「建築と子どもたち」です。小学生を
対象に、京都の歴史・伝統・生活・環境・風景・デザイン
を子どもたちに伝えてきました。具体的には、住宅、祇園
祭の鉾、灯籠流し、建築とまちの探検、まちのジオラマづ
くりなどを通して、設計や模型製作やプレゼンテーション
を体験し「創造力をもった豊かな人材育成」を目指してい
ます。昨年の夏は京都のまちを教材に「京のまちと子どもた
ちのジオラマ」を京都市と共同主催で行いました。
　文化活動の柱は、「歴史建築の保存再生研究」や「建築
家作品展」です。２年に一度開催する建築家展では、京都
で設計活動を行っている建築家をより多くの皆さまに、よ
り広く、より深く知っていただくために、作品やアイデアや

設計のプロセスなどを図面、
パース、コンピューターグラ
フィック、模型、完成写真な
どで紹介する展覧会です。会
場では建築家の声を直接聞い
て頂くセミナーやワークショッ
プも企画します。昨年春の建築家展は１４００人も来展して
頂き感謝しています。
　社会活動の柱は、より安全で安心な京都を望み「建築の
耐震化促進」を市民に呼びかけています。建築の安全は当
然ですが、器具による家具の転倒防止や設備による火災発
生の防止は、大切な「防災」と位置づけています。また「京
町家の保全再生」「省エネ化」「景観保全」「環境問題への
積極的取組」「木の文化都市京都」なども行政への協力や
提案を行っています。
　JIA 京都地域会では、これからも教育・文化・社会活動
を通して、多くの皆さんとの接点を持てる事を願っています。

文：（公社）JIA　京都地域会長　萬野光雄氏

〈建築家展とＷＳ〉展示作品の
中央で来館者や小学生対象のま
ちづくりワークショップ の風景

研修旅行で来京された中学
生へのセミナーの様子

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。
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SUMA I の掲示板

スタッフのつぶやき
　太陽光発電や燃料電池、蓄電池などの創エネ・省エネ
設備の助成金窓口を担当しています。受け持って半年、最
初は HEMS（家庭用エネルギーマネージメントシステム）
という言葉も耳慣れないものでしたが、専門用語なども次
第に身に付いてきました。新聞やテレビなどで「自家発電」

「ゼロエネルギー住宅」などの言葉が出ていると自然と注
目し、情報を集めるように。少しでも窓口でのサービス向
上に役立てていければと思っています。
　昨年末には、パリで開かれた COP21（国連気候変動
枠組み条約第 21 回締約国会議）が話題になりましたが、

自分の仕事が「地球温暖化防止」という地球規模での重
要な取組につながっていることを意識すると、やりがいも
大きいです。
　東日本大震災後、温暖化防止という視点だけでなく、
暮らしの中でエネルギー利用のあり方を考える機会は多く
なりました。４月からは電力の小売全面自由化も始まりま
す。価格の安さだけでなく、自然エネルギーで作られた電
力など、発電方法の違いで選択もできるようになるようで
す。さて、我が家の電力は何がいいのか、じっくり考えて
みたいと思います。（T.M．）

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。

実施日 スクールタイトル 主　催
8/1 京のまちと子どもたちのジオラマ 京都市
9/27 資産価値 UP！マンション管理の秘訣 京都市

10/12 短期間からできるあたらしい空き家活用
〜伝統工芸の仕事付きお試し移住事例〜　 京都市、京都移住計画

10/24 住宅購入！何から始めたら良いの？〜資金計画、住宅の選び方〜 京都市

10/25 築 270 年、東九条の農家住宅を知る！見学会＆セミナー
【同時開催】稲穂で米リースをつくろう！

京都市、
一般社団法人 長谷川歴史・文化交流の家

11/1
・3 挑戦してみよう！大工の技！釘を使わない木材の組み方 京都市、京都建築専門学校（協力：木粒会）

11/14 女性建築士と考える子育てとすまい 京都市

11/21 家と人に被害が…シロアリ、ダニ、南京虫
〜早期発見、早期対処！結果と対策は「住宅情報：いえかるて」に〜

京都市、
特定非営利活動法人 住宅長期保証支援センター

11/28 もしこの家にだれも住まなくなったら？
映像でやさしく学ぶ空き家のお手入れ

京都市、
一般社団法人 日本空き家管理協会

12/5 事例・体験談から学ぼう！住民の絆を紡ぐマンションの防災対策 京都市、
一般社団法人 京都府マンション管理士会

12/12 考えてみましょう！リノベーションの可能性 京都市

1/23 モノへの想いを考えた整理収納講座
〜空き家予備軍の家財整理のコツ〜

京都市、
一般社団法人 モノコミュ研究所

1/30 無垢の木でリノベーション〜ライフサイクルに合う心地よい空間を〜 京都市、
特定非営利活動法人 もく（木）の会

2/7 小学生マンションドクター養成塾ステージ１マンションの秘密を探れ！ 京都市、
特定非営利活動法人 集合住宅維持管理機構

　昨年 8 月から実施しておりました「平成 27 年度のすまいスクール」は、お陰様をもちまして全14 回すべて終了しま
した。今年度も多数の皆様方にご参加いただきましてありがとうございました。

平成27年度「すまいスクール」が終了しました。
センターからのお知らせ
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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〜

（一社）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 ）

（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
開催日  毎月第 1・2・3・4 火曜日 13 時 30 分〜16 時 

（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!


