
■平成23年度 講座紹介 

１．すまいスクール字自主企画 

（１）一般向け 

① 京町家が甦る耐震改修のすすめ ～現場で学ぶ 京町家の耐震化の手法～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

10 月22 日（土） 

13：30～16：00 
伏見区京町家改修現場 

(2) Win 建築設計事務所 

栗山裕子 氏 

(3) 西村建築事務所 

西村眞悟 氏 

(4) 京都市都市計画局住宅室住

宅政策課職員 

 

 

(1) 施主挨拶 

(2) 大島邸の改修について 

配布資料 

(3) 京町家の耐震改修について 

配布資料 

(4) 京都市における耐震化の補

助制度等 

配布資料 

 

報告(PDF) 

40 名 

② 空き家にしない！不動産の相続対策 ～知って得する相続の基礎知識～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

10 月29 日（土） 

13：30～16：00 

京都市すまい体験館  

セミナー室 

(1) （一社）相続相談センター会員  

天谷 晃一氏  

 

 

(2)京都市都市計画局住宅室住宅

政策課 職員 

 

 

 

(1) 空き家にしない！不動産の

相続対策 ～知って得する相続の

基礎知識～ 

配布資料 

(2) 大切なすまいを引き継ぐた

めの取組のご紹介 

配布資料 

 

報告(PDF)      

50 名 

③ 高齢期のすまいを考える ～自宅で迎える老後の暮らし方～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

11 月12 日（土） 

13：30～16：00 

京都市すまい体験館  

セミナー室 

(1) 筏谷 佳代 氏 （京都市花園

地域包括支援センター 看護師） 

 

(2)京都市都市計画局住宅室住宅

政策課 職員 

 

 

 

(1) 「高齢期のすまい」を考える  

～自宅で迎える老後の暮らし方～  

配布資料１ 

(2) 京都市の制度紹介 ～高齢者

向けの賃貸住宅の種類と概要～  

   配布資料2 

 

報告(PDF) 

50 名 

  

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.10.22_handout1.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.10.22_handout2.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.10.22_handout3.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.10.22_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.10.29_handout1.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.10.29_handout2.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.10.29_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.11.12_handout1.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.11.12_handout2.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.11.12_report.pdf


④ エコ・リフォームのすすめ ～エコ・リフォームで快適な暮らしと冬の省エネを～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

1 月14 日（土） 

13：30～16：00 
 

(1) 生川 慶一郎 氏 

（京都大学大学院 特定研究員 

博士（工学），一級建築士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 京都市都市計画局住宅室

住宅政策課課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部分エコ・リフォームのすすめ 

・当日配布資料 

・部分エコ・リフォーム 実験結果詳

細 

・賃貸集合住宅における部分エコ・

リフォーム手法の開発-断熱区画内

外における空間の利用範囲に着目

して- 

・CO₂削減に向けた省エネ住宅の研

究 住宅の新築及び既存改修にお

ける断熱範囲の設定と居住環境に

おける省エネ効果の検証 

(2) 京都市の制度紹介  

・京都市太陽光発電 

・みやこ杣木 

・ストーブ助成 

・復興支援・住宅エコポイント 

・すまいの耐震化を進めましょう！ 

・あんぜん融資リーフレット 

・平成の京町家認定制度のお知らせ 

・平成の京町家に対する補助制度の

ご案内 

 

報告（PDF） 

 

⑤ 失敗しない我が家のリフォーム ～知って得するリフォームの基礎知識～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

1 月28 日（土） 

13：30～16：00 

京都市すまい体験館  

セミナー室 

(1) 一般社団法人 住宅リフ

ォーム推進協議会 総務部長  

中川 紀行 氏 

 

(2) 京都市都市計画局住宅政

策住宅政策課企画担当課長 

 

(1) 「失敗しないわが家のリフォーム」 

   「住宅を長持ちさせるリフォーム

の考え方～長寿化リフォームで豊

かな暮らし～」 

(2) 京都市の制度紹介 

 

報告(PDF) 

50 名 

 

  

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.1.14_handout1.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.1.14_handout3.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.1.14_handout3.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.1.14_handout3.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.1.14_handout3.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.1.14_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.1.28_report.pdf


（２）専門家向け 

「エコリフォーム」～「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」の概要もご紹介いたします～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

3 月17 日（土） 

13:35～16:40 

ひと・まち交流館 京都  

２階 大会議室   

(1) 岩前 篤 氏（近畿大学建築学

部教授） 

(2) 京都市都市計画局住宅室住

宅政策課職員 

 

 

(1) エコリフォーム 

 

(2) エコリフォーム等の支援策に

ついて 

 

報告(PDF) 

150 名 

受講者一覧 

 

（３）子ども向け 

① 楽しく作ろう！エコハウス～暑さに負けず快適に過ごす工夫を学ぼう！～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

8 月 26 日（金） 

13:30～16:30 

京都市すまい体験館   

セミナー室 

京エコロジーセンター  

谷内口 友寛 氏，遠藤 修作 氏 

1 【学ぶ】夏はすずしく，冬はあた

たかく 「エコに住まう工夫」を

実験してみよう。 

2 【作る】 学習した体験をもとに

「エコハウスの模型」を作って

みよう。 

3 【確かめる】作った「エコハウス

の効果」を確かめてみよう。 

 

報告(PDF) 

子ども 

24 名 

② 楽しく学ぼう！ すまいの防災 ～見る，聴く，触れる，感じる防災体験～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

2 月25 日（土） 

13:30～16:30 

京都市市民防災センター 

2 階大会議室 及び  

グラウンド 

(1) 及び(2) 社団法人 京都府建

築士会 まちづくり委員会 

(2) 協力：京都市市民防災センター 

 

 

(1) 親子で学ぶ‘地震に負けない

家’  

(2) 防災体験してみよう！ 

  

報告(PDF) 

 

 

  

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.3.17_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.3.17_list.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.8.26_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.2.25_report.pdf


２．市民講座 

① 京都市 耐震市民フォーラム  

「あなたのすまいは大地震から命を守ってくれますか？ ～木造住宅の耐震について今できること～」 

日時 場所 講師 内容 定員 

9 月17 日（土） 

13：30～15：30 

京都市東山区総合庁舎 

北館３階 大会議室 

(1) (社)日本建築家協会近畿支部 

京都地域会 

(特活)「人・家・街 安全支援機構」

＜略称ＬＳＯ＞ 

(2) 講演 

①荻野 恵三 氏・荻野 君子 氏 

（人と防災未来センター 語り部）  

②大石 正美 氏 （LSO 専務理

事） 

③京都市都市計画局住宅室住宅政

策課 職員 

 

(1) 耐震無料相談 

（講演会前90 分，講演会後60

分） 

 

(2) 講演 

① 阪神淡路大震災の体験談    

② 木造住宅の具体的な耐震診

断と補強方法について 

③ 京都市における耐震化の補

助制度について 

 

報告(PDF) 

100 名 

② 快適なすまいづくりのための「リフォーム市民講座」 

-小さな工夫からお得な制度まで，リフォームのポイント・知識満載！！- 

日時 場所 講師 内容 定員 

2 月11 日（土・祝） 

13：30～16：00 

京都市北文化会館 ２階

ホール 

(1)前出 英子 氏 

（（有） E's plan 代表取締役） 

(2)京都市 都市計画局 住宅室住

宅政策課 課長 

(1) 前出英子の暮らしリフォーム 

(2) リフォームのすすめ 

 

報告(PDF) 

400 名 

 

３．すまいの文化祭 

① すまい亭寄席 

日時 場所 講師 内容 定員 

12 月10 日（土） 

13：30～16：00 

京都市すまい体験館   

セミナー室 

・京都大学落語研究会  

・大谷大学落語研究会 

・京都女子大学落語研究会 

・京都産業大学落語長屋 

・立命館大学落語研究会 

・京都市住宅政策課   

落語、漫才、「おじいちゃんの家～

耐震改修のススメ～」 

 

報告(PDF) 

事前申込：

50 名 

当日申込：

30 名 

② 第4回 すまい（おうち）のイラスト・写真 大募集！！ 

日時 場所 講師 内容 定員 

 京都市すまい体験館  

・募集期間 

12 月2 日（木）～2 月28 日（月） 

・展示期間 

1 月4 日（火）～館内 

 

 

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.9.17_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.2.11_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2011.12.10_report.pdf

