
■ 平成24年度 講座紹介 

１．すまいスクール 

（１）一般向け 

① 準備は出来ていますか？不動産相続～相続の対策をわかりやすく解説～  

日時 場所 講師 内容 定員 

９月２９日（土） 

１３：３０～１６：００ 

京都すまい体験館 

セミナー室 

(1) 一社団法人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) 準備は出来ていますか？不

動産相続 ～相続対策を分かりや

すく解説～ 

  配布資料 

(2) 京都市の制度紹介 

  配布資料 

 

報告(PDF） 

50名 

② 眠ってませんか？あなたの不動産～地域の未来につなぐ 空き家活用のすすめ～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

１０月１３日（土） 

１３：３０～１６：００ 

京都すまい体験館 

セミナー室 

(1) 一般社団法人不動産コンサルティ

ング協会会員 廣瀬 正和 氏 

 

(2) 一般社団法人不動産コンサルテ

ィング協会会員 吉田 泰雄 氏 

(3) 京都市都市計画局住宅室住宅政

策課職員 

 

 

 

(1) 個々の空き家活用のすすめ

について 

  配布資料 

(2) 地域としての空き家対策の

取組について 

(3) 安心して暮らせるすまいづく

りを応援する取組のご紹介 

  配布資料 

 

報告（PDF） 

50名 

③ 考えよう！リフォーム計画 ～長く住み続けるためのリフォームとは～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

１０月２７日（土） 

１３：３０～１６：００ 

京都すまい体験館 

セミナー室 

(1) 一般社団法人 住宅リフォーム推

進協議会 環境整備委員会 委員 

有限会社 アーキ・キューブ 

代表取締役社長 大石 佳知氏 

(2)京都市都市計画局住宅室住宅政策

課職員 

 

 

(1) 考えよう！リフォーム計画 

 

 

 

(2) 安心して暮らせるすまいづく

りを応援する取組の紹介 

   配布資料 

 

50名 

  

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.9.29_handout1.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.9.29_handout2.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.9.29_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.10.13_handout1.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.10.13_handout3.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.10.13_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.10.27_handout1.pdf


④ これだけは知ってお行きたい！すまいの購入ガイド～すまい購入時の流れと注意ポイント～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

１１月１０日（土） 

１３：３０～１６：００ 

京都市すまい体験館  

セミナー室 

(1) 公益社団法人 京都府宅地建物取

引業協会 常務理事 情報提供委員長  

松田 秀幸 氏  

(2) 京都市都市計画局住宅室住宅政

策課職員 

(1) これだけは知っておきた

い！すまいの購入ガイド 

 

(2) 安心して暮らせるすまいづく

りを応援する取組の紹介  

50名 

⑤ はじめてのバリアフリーリフォーム ～我が家で安心・安全に暮らし続けるために～ 

日時 場所 講師 内容 定員 

１１月２４日（土） 

１３：３０～１６：００ 

京都市すまい体験館  

セミナー室 

(1) 公益社団法人 京都市身体障害者

団体連合会 住環境改善相談事業 施

工部会 田中 圭輔 氏  

(2) 公益社団法人 京都市身体障害者

団体連合会 住環境改善相談事業 施

工部会 平尾 公博 氏  

(3)京都市都市計画局住宅室住宅政策

課職員 

(1) 注意ポイントについて 

 

 

(2) 事例及び概算費用について

（参考値）  

 

(3) 安心して暮らせるすまいづく

りを応援する取組の紹介 

50名 

⑥ 私にもできる『住み開き』 

日時 場所 講師 内容 定員 

１２月８日（土） 

１３：３０～１６：００ 

京都市すまい体験館  

セミナー室 

(1) アサダ ワタル 氏 

（日常編集家，「事編kotoami」代表，

「住み開き 家から始めるコミュニテ

ィ」著者） 

(2) 京都市の制度紹介 /京都市都市

計画局住宅室住宅政策課職員 

(1) 私にもできる『住み開き』 

 

 

 

(2) 京都市の制度紹介 

 

50名 

 

  



（２）専門家向け 

インスペクション（住宅診断） 

日時 場所 講師 内容 定員 

２月１３日（水） 

１３：３０～１６：００ 

京都市すまい体験館  

セミナー室 

(1) 特定非営利活動法人 日本ホ

ームインスペクターズ協会 

 

 

 

(2) 京都市 都市計画局 住宅室

住宅政策課 職員 

 

(1) インスペクション（住宅診断）の必

要性 ～中古住宅流通の安心性を高め

るインスペクションの重要性と方法～ 

   配布資料  

(2) 住宅リフォームに関する支援制度

について 

   配布資料 

50名 

 

（３）子ども向け 

インスペクション（住宅診断） 

日時 場所 講師 内容 定員 

８月１８日（土） 

１３：３０～１６：００ 

京都市すまい体験館   

セミナー室 

 

 

2 京都府建築工業共同組合 

事業委員長 片山 義隆，組合員有

志一同  

共催 ：京都府建築工業協同組合 

1 学ぼう！「昔の家・今の家」 

  配布資料 

2 組み立てよう！ 

 

報告(PDF) 

 

子ども 

40名 

 

２．市民講座 

「中古住宅×リノベーション」で発見！私らしい住まい方 

日時 場所 講師 内容 定員 

３月４日（土） 

１３：３０～１６：００ 

京都市北文化会館  

２階ホール 

(1 西田 恭子 氏 

（三井のリフォーム 住生活研究所 

所長一級建築士） 

(2) 京都市 都市計画局 住宅室 

住宅政策課 職員 

(1） リノベーションで実現する私の住

まい 

(2) 住宅改修時の支援制度の紹介 

配布資料 

 

400名 

 

３．すまいの文化祭 

   開催なし 

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2013.2.13_handout1.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2013.2.13_handout2.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.8.18_handout.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2012.8.18_report.pdf
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/school/backnum/pdf/2013.3.2_handout.pdf

