
 

（広報資料） 

令和４年７月１３日  

京都市都市計画局   

                               担当：住宅室住宅政策課     

                                           TEL 075-222-3666        

 

 

 

  

「第４回京都省エネ住宅めぐり～夏の快適すまい体感会～」 

の開催について 
 

 

京都市では、省エネ基準を満たしつつ、京都の暮らし方や和の文化を取り入れた「京

都らしい省エネ住宅」の普及に取り組んでいます。 

この度、省エネ住宅の良さを実際に体感していただける「第４回京都省エネ住宅めぐ

り～夏の快適すまい体感会～」を、市内業者と協力して、下記のとおり開催します。 

京都の暑い夏でも快適に過ごせる省エネ住宅を体感できる貴重な機会ですので、ぜひ

御参加ください。 

 

記 

 

１ 見学会 

（１） 日  時：令和４年８月２７日（土）、２８日（日）、９月３日（土）、４日（日） 

（２）場  所：８か所 

（３）内  容：様々な工夫を凝らした省エネ住宅を実際に体感・見学いただけます。 

※ 開催場所ごとに日時は異なります。詳しくは別紙を御覧ください。 

 なお、新型コロナウイルスの感染状況により、見学会の日程変更や中止する場 

合がございます。 

（４）申込期間：令和４年８月１日（月）～令和４年８月２０日（土） 

（５）参加費用：無料 

（６）申込方法： 

京（みやこ）安心すまいセンターへ電話又はホームページからお申し込みください（先

着順）。  

（７）申込事項： 

氏名、住所、電話番号、見学希望先（１組につき２会場まで）、参加人数、 

見学希望日時 

（８）申込先・問い合わせ先：京（みやこ）安心すまいセンター 
    電話：０７５－７４４－１６３１  

夏は初開催！ 

夏も快適な省エネ住宅を 

体感しませんか？ 



 

電話受付時間：午前９時３０分～午後５時（水曜日、第３火曜日、祝日を除く） 

    ホームページ：https://miyakoanshinsumai.com/event/eco-2022-summer/ 

     ※ ホームページからの申込みは随時可能です。 

   住所：京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83 番地の 1 

（河原町五条下る東側）ひと・まち交流館 京都 地下１階 

（９）協力事業者（五十音順）： 

（株）アイビ建築、ガーデン（株）、（株）棲み家、（株）住暮楽、 

（株）高橋工務店、（株）林工務店、平安建材（株） 
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（過去の開催の様子） 

 

２ 主催等 

主催：京都市 

企画・運営：京都市住宅供給公社（京（みやこ）安心すまいセンター） 

      

 

 

 

 

（京都省エネ住宅めぐりインスタ） 

 

 

省エネ住宅の快適性等、様々

な情報を発信しています。 

登録お願いします! 

https://miyakoanshinsumai.com/event/eco-2022-summer/


第４回　京都省エネ住宅めぐり～夏の快適すまい体感会～

【見学会場一覧】

番号 タイトル 内容
種別

行政区等
会社名 開催場所の住所（※）

駐車場
の有無

最寄駅
8/27
（土）

8/28
（日）

9/3
（土）

9/4
（日）

写真

①
北山　パッシブエアコンで暮
らしを120％楽しむ家

パッシブエアコンという高性能な全館冷暖房
を搭載しています。住暮楽の家は、屋根、
壁、床に断熱材セルロースファイバーが高気
密で充填されているため、低エネルギーでこ
こちよい空間を作り出します。

完成後
新築

戸建て
北区

株式会社　住暮楽 北区 有 市バス「下岸町」徒歩３分 － －

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

② 紫野　「SORA」モデルハウス

夏は涼しくて冬は暖かい、エアコンを過剰に
つけなくても年中心地よく過ごせるお家、明
るくのびやかで家族が自然とリビングに集ま
るお家、住宅密集地でも家の中から空が望
める居心地の良いお家を提供したい。そん
な想いで建てた狭小地のモデルハウスで
す。

完成後
新築

戸建て
北区

ガーデン　株式会社 北区 無 市バス「建勲神社前」徒歩１５分

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

③ 花山の家

京都に数少ない高断熱高気密の家です。全
館空調G-Airの採用で、本当に夏は涼しく冬
は暖かく、全部屋同じ温度でも冷暖房費が
信じられないぐらい安い！ZEH（ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス）の住宅性能をはるかに
超えるお家です。

完成後
新築

戸建て
山科区

株式会社　高橋工務店 山科区 有 京阪バス「上花山」徒歩１分

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

－ －

④
鳴滝　中庭のあるしっくいの
家

使用する素材と、設計計画で夏の暑さを和ら
げる工夫を施したお住まいです。軒の出巾・
風の通り抜け方、自然素材・・・個々の土地
に合ったご提案を行う棲み家の実例をご体
感ください。

完成後
新築

戸建て
右京区

株式会社　棲み家 右京区 有
嵐電「宇多野」徒歩１５分
市バス「三宝寺」徒歩３分

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

⑤
リノベーションハウス　醍醐の
家

明治40年に建築された京町家を昭和40年に
増築。耐震等級３相当、北海道並みの断
熱、スマートスピーカーでの設備機器コント
ロール、老舗雑貨店INOBUNとコラボし、最
新の住宅性能で蘇らせました。

完成後
リフォーム

戸建て
伏見区

平安建材　株式会社
（『京ぐらし』ネットワーク

事務局）
伏見区 無

地下鉄東西線「醍醐」徒歩１３分
京阪バス「醍醐寺」・「醍醐辻」徒
歩１分

10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

－ －

⑥
宇治　リフォームでここまでで
きる！「冬あたたかく夏涼し
い」だけじゃない家

「せっかくのリフォーム、断熱だけじゃイヤ！
間取りも耐震も、そしてデザインもあきらめた
くない」。そんな願いを叶えた断熱・気密リ
フォームです。

完成後
リフォーム

戸建て
宇治市

株式会社　アイビ建築 宇治市 有 近鉄京都線「小倉」徒歩８分

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00

⑦ 淀　省エネと防災の家

耐震性能はもとより、水害への備えを考え基
礎を高くし、屋上も設置。室内は生活動線を
考慮しつつ、広々としたLDKを確保しまし
た。長期優良住宅。耐震等級３・UA値（外皮
平均熱貫流率）0.37・HEAT20 G2。

※建築中の物件につき、断熱材の施工の様
子を見ることができます。一部、冷房設備あ
り。

建築中
新築

戸建て
伏見区

株式会社　林工務店 伏見区 無 京阪「淀」徒歩７分 －

9：00～10：30
10：30～12：00
13：00～14：30
14：30～16：00

9：00～10：30
10：30～12：00
13：00～14：30
14：30～16：00

9：00～10：30
10：30～12：00
13：00～14：30
14：30～16：00

⑧ 八幡　大容量太陽光の家

13.2kwの太陽光パネル搭載。脱炭素社会に
貢献する家。外壁は黒やこげ茶色をメイン
に。大きな窓が印象的なオトコマエ住宅。長
期優良住宅。耐震等級３、UA値（外皮平均
熱貫流率）0.37、HEAT20 G2。

※建築中の物件につき、断熱材の施工の様
子を見ることができます。一部、冷房設備あ
り。

建築中
新築

戸建て
八幡市

株式会社　林工務店 八幡市 有 京阪バス「おさ田」徒歩５分 －

9：00～10：30
10：30～12：00
13：00～14：30
14：30～16：00

9：00～10：30
10：30～12：00
13：00～14：30
14：30～16：00

9：00～10：30
10：30～12：00
13：00～14：30
14：30～16：00

※参加者には案内状で住所と地図
を通知。

別紙


