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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 29 年

夏号専門家に聞く！中古住宅のかしこい買い方
P1〜P3

まずはインスペクションで家の状態をチェック！

特集

屋根は？

柱や梁は？

床下は？

屋根裏は？

基礎は？

屋根にひび割れやはがれはあ
りませんか？ 今は目立たなく
ても、将来雨漏りにつながる
劣化があるかもしれません。

柱や梁は劣化していません
か？ 接続部分の金物なども
ゆるんだり劣化したりしている
可能性があります。

土台や大引き、束にシロアリ
の被害、湿気による劣化はあ
りませんか？ 外観に変化がな
くても、床下に潜って初めて
問題が発見できることもあり
ます。

野地板や天井に雨漏りの跡は
ありませんか？

基礎の部分にひび割れ、欠損
はありませんか？ なかにはシ
ロアリ駆除のために空けた開
口が見つかるケースも。

NPO 法人 日本ホームインスペクターズ協会

松田 貞次 さん

中古住宅なら
安くて広い家に住めるけど、
劣化状況が気になるわぁ

今回のすまいづくり通信は ...

京都の夏の過ごし方

すまいにこどもギャラリーを！

トイレの修理にトライ！

HOW TO すまい

P4

P5

P6 子育てとすまい

Let’s try！セルフメンテナンス

中古住宅の購入を
お考えのあなた！

　　
不安はありませんか！？
家の状態に、
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どうやるの？
何を見るの？

POINT

インスペクション の 疑問 
ホームインスペクターはどのように選べばよいの？

実際には、どんな項目をチェックするの？

結果はどのように知らされるの？

日本ホームインスペクターズ
協会の HP から各インスペク
ターの HP もチェック！ 得意
分野が購入予定の物件に一致
していて、経験値が高いイン
スペクターに直接依頼するこ
とをおすすめします。

決定的な欠陥が見つからなくて
も、いつ頃改修が必要となるか
がわかるので、先々の計画に役
立ちます。大きな欠陥がない場
合は、まず住んでみて、気にな
るところから改修していくとよい
でしょう。※

中古住宅を購入する方の中で、
インスペクションを行っている
のは約 1 割。専門家でなけれ
ばわからないこともたくさんあ
るので、インスペクションの実
施をおすすめしています。

自分たちが 住 む
家やから、状態を
きっちり把握した
いわぁ

あこがれの
マイホームが
ほしーい！

劣化に気づかず、
被害が拡大するの
もかなんなぁ

　住宅には一戸建て、連棟、集合住宅などの種類、また建築工法も木造、
鉄筋コンクリート造などがあります。保有資格だけでなく、得意の分野、経験、
実績も考慮して選ぶことをおすすめします。
　仲介業者など売り手側が紹介してくるインスペクターやリフォーム業者では
なく、第三者で売買に利害関係のないインスペクターを選ぶとよいでしょう。
　また、コミュニケーション能力もインスペクターを選ぶうえでは大切。依頼
する前に担当するインスペクターと一度は会って話してみましょう。

　中古住宅とは、過去に人が居住したことがある住宅の
こと。仲介業者を通して購入する場合と、持ち主から直
接購入する場合があります。最近では土地の購入に費
用がかさむ市街地を中心に、購入者が増えています。

　ホームインスペクション（住宅診断）とは、住宅に精
通したホームインスペクター（住宅診断士）が、住宅の
劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、
費用などを総合的に見極め、管理方法をアドバイスす
ることです。中古住宅の売り手が手配することもありま
すが、買い手が購入前にインスペクターに直接依頼する
ケースもあります。リフォーム業者とは異なり、第三者
的な立場から意見が聞けるので、不要な改修を勧めら
れることはありません。

中古になると住宅自体の価格は
大きく下がる場合もあります。そ
の場合ほとんど土地代のみで購
入できることも。

条件のよい場所には、すでに家
が建っていることが多いもので
す。中古住宅であれば、場所の
選択肢が広がります。

多くのメリットを持つ中古住宅の購入ですが、見た目だけ
ではわからない劣化や新築時の施工不良などがあること
も。購入後に重大な不具合が発覚しても、売り手側は改
修に応じないなどトラブルになりがちです。

　国ではホームインスペクションを推進するために、平成
28 年 6 月に宅地建物取引業法を改正。平成 30 年 4 月の
施行に向けて準備を進めています。
施行されると、仲介業者が買主に対して重要事項を説明す
るとき、ホームインスペクションを受けたかどうかの情報開
示などが義務化されます。

建築から数十年経った物件であ
れば、地盤や基礎の部分に大き
な問題がないことが証明されて
います。

日当たりと窓の関係、現状の不
具合など、実際に住んでいた方
の意見が聞けます。

環境や景観の悪化など社会的
な問題となっている空き家を有
効活用することで、地域社会に
貢献できます。

購入後のリスクを軽減できる
売却後のトラブルを防ぐことができる

屋根裏や軒下の診断は
オプションとなっている
ことが多いですが、しっ
かり結果を出すために
は、診断してもらうこと
をおすすめします。

あらかじめリフォームさ
れた物件は、欠陥が見
つかりにくいことも。
インスペクターが一つひ
とつ丁寧に確認します。

　基本的にはインスペクションの日の最後に
説明がありますが、数日後に書面でレポート
が送られます。内容をじっくり検討したうえで、
購入を検討しましょう。

Q

Q

Q

安全性に問題はないか

●安価で物件が手に入る

●場所の選択肢が広がる

家が劣化していることもある

●大きな失敗がない

●住んでいた方の
　意見を聞ける

豆知識！
国によるホームインスペクションの推進

●空き家を有効活用できる

買い手側

売り手側

雨漏りや水漏れがないか

設備配管は
劣化していないか

小屋組、柱、梁、床、基礎部
分など家の骨格の部分

屋根、外壁、小屋組、天井、
内壁

給水管、給湯管、排水管、
換気ダクト など

チェックポイント

※一定の条件を満たせば、京都市から耐震改修や省
　エネリフォームなどに補助金が出ることもあります。
　詳しくは P7 「平成 29 年度すまいの補助制度」を
　ご覧ください。

改修が
  　必要

購入を 　　
見直し

購入
     する

特集 中古住宅のかしこい買い方
専門家に聞

く！

…
…

不安

心配

ホームインスペクションを利用する流れは？

お問合せ
・

お見積り
お申込み

必要書類を
送付

報告書を
受け取る

購入を
検討

ホームインスペ
クションを実施

住 宅 の 広 さなどに
よって料金が決定し
ます。

100㎡の家で
約5 ～10万円が目安

100㎡の家で
約 2 ～ 3時間が目安
　

インスペクションに
は、売り手側の許可
が必要です。家を見
に行ったその場で許
可を取りましょう。

家の間取り図など、
用意できる資料は提
供しましょう。

通常は依頼側の立ち
合いのもと口頭で説
明しながら行います。

質問があれば問合せ
ることもできます。

Q
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　室内の温度を下げてくれるのは、エアコンなどの電
化製品だけではありません。自然素材を利用した遮
光グッズなら、見た目も美しく涼しさを得られます。
最近はゴーヤやアサガオなどのグリーンカーテンもよ
く見かけます。

　インテリアで涼感を演出するのも効果的です。例えば、
カーテンを水色にしてみたり、ガラスの小物を飾ってみ
たり……。観葉植物のグリーンには、涼しさを連想させ
るだけでなく、蒸散作用によって周りの温度を下げる効
果もあります。ゆらゆら揺れる度に風を感じることがで
きるモビールも、夏におすすめ
のインテリアです。

　京都の夏が暑いのは、今も昔も同じです。夏
を少しでも快適に過ごそうと、昔から人々は暮
らしに工夫をこらしてきました。例えば、「打ち
水」や「建具替え」。これらの風習は、京都の
夏の風物詩として、現代でもさまざまな場所で
行われています。皆さんも今年の夏は、伝統
的な京都の暮らし方を、生活に取り入れてみて
はいかがでしょうか。

　籐、藺
い

草
ぐさ

のラグマットは、ひんやりした肌ざわりで
夏に大人気のインテリア。麻や綿はさらりとした感触
が気持ちよいうえ、吸水性に優れているので、まくら
やシーツにぴったりです。

土ぼこりを抑える役目を持
つ打ち水は、周辺の気温を
下げる効果もあるため、夏
には特に重宝されました。

襖や障子を簾戸や御簾に替
えるなど、家の建具をすべ
て取り替え。家の雰囲気も
夏らしく様変わりします。

三方を山に囲まれた盆地・京都の夏の暑さは格別で
す。しかし電気ばかりに頼っていては、元気に夏を
乗り越えられません。今回は家の中で簡単にできる、
暮らしに涼を呼ぶアイデアをご紹介します。

京都の夏の過ごし方

打ち水建具替え

HOW TO すまい

京都人の生活の知恵

温度を下げる

見た目に涼しく

感触で涼しく

夏を乗り切るすまいの工夫

● すだれ
● よしず
● グリーンカーテン

キーワード

● ガラスや寒色系のインテリア
● 観葉植物　● モビール

キーワード

● 籐、藺草のラグマット
● 麻、綿のファブリック

キーワード

● 爽やかなアロマを
  使用する
● 風鈴の音色を聞く

など

ほかにも…

昔の暮らしに学ぶ

霧吹きなどで水をかけると隙間からは涼しい風が！

見た目にも
涼しい♫

エアコンのつけっ
ぱなしは環境にも
お財布にも悪影響！
少しの工夫で、今年も
夏を乗り越えましょう。

手洗管 浮き玉支持棒

水が流れる仕組み

浮き玉

レバー（ハンドル）

サイフォン
（オーバーフロー管）

ゴムフロート（浮きゴム）

故障によって水が止まらなく
なったときは、この管から便
器へ水を流して、タンクから
水があふれるのを防ぎます。

ロータンクの中は
こ〜んな感じ

レバーをひねると、ゴムフロートが引き上
げられ、水が便器に流れ込みます。水位
が下がると浮き玉も下がり、ボールタップ
の弁が開いて給水が始まります。

水位が下がるとゴムフロートが閉じ、タン
ク内に水がたまり始めます。水位が上がる
と浮き玉も押し上げられ、ボールタップの
弁が閉じて給水が止まります。水道管からの給水を止めたり、

水の量を調節したりできます。

レバーとゴムフロートをつ
ないでいるクサリがはずれ
ていないか確認しましょう。
クサリが切れている場合
は、ゴムフロートごと交換し
ましょう。

一般社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会  
株式会社 三栄水栓製作所（メーカー） 出典：京都学園大学 京町家キャンパス

止水栓が閉じていないか
確認しましょう。

浮き玉がタンクの壁にひっ
かかっていませんか？ 支
持棒ごと浮き玉をはずして
支持棒を曲げ、浮き玉が
壁に触れないようにつけ直
しましょう。

浮き玉がうまく作用していないのかもしれ
ません。浮き玉がはずれている場合は支
持棒をよくネジ込み、浮き玉に水が入って
いるときは浮き玉を交換しましょう。

ゴムフロートが上手く閉まっていない可能
性が高いです。ゴムフロートをはずし、よ
く洗ってから取りつけ直しましょう。

手が黒くなった
ら、ゴムが劣化
しています。新し
いものと交換し
ましょう。

レバーで引き上げられると、
タンク内の水が便器に流れ込
みます。水位が下がると閉じ
る仕組みです。

浮き玉が下がると給水しは
じめ、浮き玉が上がると給
水が止まる仕組みです。

水洗トイレにはいくつか種類がありますが、水を流
す原理はほとんど同じ。ロータンクの中の構造を理
解しておくと、トイレが故障したとき、ある程度は
対処できるので安心です。トイレの修理にトライ！

排水管

ピストンバルブ

ボールタップ

止水栓

まずはバケツなどで直接便器に
水を流して、応急処置を。

タンクに水が
たまっている場合

水位がサイフォンより低いとき

サイフォンから水があふれているときタンクに水が
ない場合

まずは止水栓を閉めてから対処を考えましょう！再び開ける
　ときは、閉めたときと同じ回数だけ、逆に回しましょう。

●

●

※以上の対策を講じ、なお原因がわからないときは、　　メーカーに連絡しましょう。
協力・資料出典
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子どもの絵はなかなか芸術的
　子どもが描いた絵や、粘土、空き箱を使った作品の
数々。これらは子どもにとっても家族にとっても思い入
れがあるものなので、扱いに困ります。そんなときは、
家の中で作品を展示する「子どもギャラリー」を開設し
てはいかがでしょうか。作品を展示することで、子ども
の成長を家族みんなで共有できるだけでなく、作品が
話題になることは、子どものやる気や自信にもつながり
ます。

作品を飾るときは、テーブルクロ
スを敷く、額縁に飾るなどの演出
を。ギャラリー感がぐっと増し、
室内も明るい印象になります。

展示期間を定めておくことで、
よりイベント感が楽しめるほ
か、処分する期限も明確に決
まります。期間は掲示しておき
ましょう。

下駄箱の上やリビングの棚の上
は、作品を飾るのにぴったりの
スペース。来客の目にもとまる
ので、子どもも大喜びです。

　子どもギャラリーの展示期間が終わったら、新しい作
品と展示替え。お気に入りの作品は残して、あとはスッ
キリ処分しましょう。十分に楽しんだ作品は、家族だけ
でなく子どもの気持ちも満足するので、名残惜しさも少
ないはずです。処分する作品は写真に撮ってアルバムに
保管すれば、一生保存できる思い出に！

 保存できる容量を決めて、厳選した作品だけを保存する　  市販されている作品用のファイル
やアルバムを上手に活用する　  保存できる点数を決めて子どもに選ばせると、自主性の育成にも！

子育て と すまい 今回のテーマは「子どもの作品の整理術」です。
捨てるのは心苦しいけれど、増え続ける作品をずっ
と置いておくわけにもいかない……。
そんなお悩みの解決策をご紹介します！すまいに子どもギャラリーを！

演出にひと工夫！

展示期間は明確に

ギャラリーは目立つところに

家の中で子どもギャラリーを開催！

記念に残してさようなら！

その他のおすすめ

アイデア     

コメントも記入して
成長記録として保存！

小さな絵は一枚の厚紙にスクラップ
POINT

すまいの掲示板 京都市や京安心すまいセンターからの
お知らせなど、役立つ情報をお届けします。

自治会や PTA などのグループで、すまいについての勉強会を開き
ませんか？ 専門家が皆さんのご近所に出向き、講座を開催します

（無料）。次の2 講座の受講団体を募集中です。ぜひご利用ください。

京都市では、安心・安全で環境に優しい快適なすまいづくりを支援
するため、さまざまな補助制度を設けています。
平成 29 年度は、補助制度を一部充実させて受付中です。

子育て世帯の方々がすまいを選択するうえで必要な施設や地域活
動などのさまざまな情報を、京都市の地域活動単位である 「学区
( 元学区 )」別に検索できるサイトを開設しました。京都市内で新
たな居住地を探される際に、ぜひお役立てください。

https://miyakoanshinsumai.com/kosodatekankyo/

窓の二重化、断熱材や高断熱浴槽の設置など、省エネリ
フォームを支援します。

昭和 56 年 5 月 31日以前に着工された京都市内の木造住
宅を対象に、リフォームに併せた耐震化を支援します。

※このほかにも補助メニューがありますので、詳しくはお問い合わせ
　ください。
※耐震診断士の派遣（無料）や耐震改修計画作成の補助も行ってい
　ますのでお問い合わせください。

住宅やマンション、集会所に太陽光発電システムをはじめ、
蓄電システム、太陽熱利用システム、エネファーム及び
HEMS を設置される方を対象に補助します。

●幼稚園、学校、公園などの子育てに関する施設が学区
（元学区）別に検索可能
選択した行政区や学区（元学区）など、地域内の施設をマップ上に表
示します。
●地域のまちづくりや、防災、子育て支援情報が検索可能
選択した行政区、学区（元学区）ごとに、自治会・町内会の概要や年
間行事、災害時の避難所や子育て支援の取組などが調べられます。

●その他、子育てに関連する情報サイトへのリンクを掲載
京都市内全域にわたる子育てに関連するサイト（子育て支援サイトや
医療機関検索サイト、学校関係一覧など）へのリンクを掲載しています。

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

既存住宅の省エネリフォーム支援事業

サイトの特徴

すまいの創エネ・省エネ応援事業

29年度の充実ポイント

主な補助メニュー

講座1
今のおうち、どうします！？

老後のすまいのしまい方

【   講　師   】

【   対　象   】

【 所要時間 】
【   内　容   】 

【   講　師   】

【   対　象   】

【 所要時間 】
【   内　容   】 

講座 2
キッチンすっきり！ 整理収納術

平成 29年度すまいの補助制度 すまいスクール出張版受講団体を募集します！

京都市 学区（元学区）別
すまいの子育て環境検索サイト開設

最大60 万円！

最大50 万円！

最大120 万円！

ポイント１ ポイント2
外壁、天井、床への断熱材の
設置について、従来の半分の
使用量でも補助金を利用でき
るようになりました。

【申込受付期限】平成 29 年 8 月 31日
【申込み・問い合わせ】京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

講座 1、講座 2 以外のテーマをご希望の場合も、上記までお問い合わせください。

土台・柱等の修繕  20 万円 
歪み補正 　　　　    20 万円
基礎補修   　　　　 10 万円 
屋根の軽量化  20 万円 
耐震壁の設置  15 万円 
水平構面の強化  10 万円 
基礎の増設  15 万円 

（日本 FP 協会 京都支部長、ファイ
ナンシャルプランナー、宅地建物取
引士）

老後のすまいにつ
いてお悩みの方々
60 分

　　　　　　住む人のいなく
なった家、どうしたらよいでしょ
うか。大切な財産でもある、家
のしまい方。いろいろある選択
肢を、お金と不動産のプロなら
ではの目線でお伝えします。

（ライフオーガナイザー）
台所のお片付けに
お悩みの方々
60 分

　　　　　　キッチンに注目し
た整理収納術を学んで、時間の
無駄を減らし、暮らしの質を上
げましょう。小さいお子さまを
お持ちのお母様にもお勧めの講
座です！

土台・柱等の修繕  20 万円 
歪み補正 　　　　    20 万円
基礎補修   　　　　 20 万円 
土壁修繕・新設  20 万円 
屋根の軽量化  15 万円 
水平構面の強化  10 万円 
足固め・根がらみ  10 万円 

浴室において、高断熱浴槽の
設置に併せて窓の断熱化を行
う場合に補助額を加算します。

アクセスはこちらから！

京
みやこ

安心すまいセンター　　

☎ 075-744-1631（9時30分〜17時）

お問い合わせ

合計で

合計で

合計で

※水曜日、祝日、年末年始を除く

耐震・エコ助成ホットライン

金森 茂也氏 国分 典子氏

在来工法

建築物の健全化 建築物の健全化

伝統工法補助限度額 補助限度額
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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下さい。

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）


