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第３号発刊に際して 

本年 3月にニュースレター第 1号を、7月に第 2号を創刊し、メディアのみなさまに大変ご好評いただきましたので、この

たび第 3号を発刊する運びとなりました。 

まず 1P で現在注目されている空き家問題を解説します。世帯数が減少し少子高齢化がますます深刻化するなかで、空き家

が増加しています。空き家が増加すると、景観の悪化、老朽化に伴う倒壊の恐れなど、様々な問題が発生します。京都市に

おける空き家の現状、問題の要因や背景、空き家問題に対して京都市が行っている取り組みについてわかりやすく解説しま

す。4P では、弊社の新規分譲地について紹介しています。9 月より京都府京都市伏見区桃山町政宗で、全 27 戸の分譲地を

販売開始しました。環境建築家・岸一（きし はじめ）氏とのコラボを実現させた、緑豊かな分譲地になっています。また

滋賀県でも新規分譲を開始し、関西 No.1 ビルダーを目指して活動しています。 

また近況活動報告として、CSR 活動について 7P で紹介します。京都を拠点に活動するプロバスケットボールチーム「ハン

ナリーズ」との協賛や、同じく京都で活動している女子プロ野球との協賛について紹介します。来年 1 月には初の取組とし

て、ハンナリーズと合同で小学校を訪問しバスケット教室を行う“スクールキャラバン”を開催予定です。 

これからも定期的に有効な情報を発信いたしますので、今後共よろしくお願い致します。 
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■京都の空き家事情 ＜全国平均を上回る 14.1％ 右肩上がりで急上昇！！＞ 
平成 20 年住宅・土地統計調査によると、空き家は全国で約 757 万戸（空き家率 13.1％）、京都府で 17 万戸となっ

ています。京都市では空き家は 11 万戸、空き家率は 14.1%となり、全国および京都府の空き家率を上回っていま

す。昭和 48 年頃から住宅総数が世帯総数を上回り、それに伴って空き家率も右肩上がりで増加し続けています（図

１）。空き家の総数は平成 5 年から 10 年にかけて大きく増加し、平成 20 年の空き家数は平成 5 年の約 1.60 倍とな

っています（図２）。空き家の増加は防犯や防災面だけでなく、町並みやコミュニティ維持の面からも地域の生活環境

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空き家増加の要因・背景 
京都市空き家対策検討委員会によると（※１）、空き家が発生・長期化する要因として、①所有者側の要因（所有者が特

定できない、活用や除却の意向がない、他人に貸すことへの抵抗、情報・知識不足、改修・除却費用を負担する余裕

がないなど）、②地域側の要因（関心がない、所有者に働きかけることが難しい、情報・知識不足など）、③市場面の

要因（需給マッチングのずれ、既存住宅市場が未成熟であるなど）、④法制度面の要因（建築基準法上、再建築が困

難である、固定資産税の住宅用地特例により除却が進まないなど）の４つの要因が挙げられます。また幅員 4m 未満

に接道する建築物は建物更新の際に制限がかかり、特に幅員 1.8m 未満に接道する建築物は現行法下では再建築がで

きないことから、細街路が多く存在する東山区などでは空き家率の割合が高くなっています。 

■京都市の取り組みについて 
京都市空き家対策検討委員会によると、京都市は①老朽危険建築物対策、②地域連携型空き家流通促進事業、③密集

市街地・細街路対策の３つの施策を中心に、空き家に対する対策を進めています。（※１） 

①老朽危険建築物対策…空き家の所有者の照会を行い危険な状態を改善するよう指導しています。必要に応じてカラーコーン 

設置等安全確保等の緊急対応を行っています。 

②地域連携型空き家流通促進事業…地域が主体となったまちづくり活動を通じて空き家の流通を促進します。空き家の掘り起 

こしや、専門家との連携による空き家に関するセミナーの開催などに取り組んでいます。 

③密集市街地・細街路対策…法的制約等により建替えや修繕が困難な密集市街地・細街路において、建物の適切な更新を指導 

する等、防災性の向上を図るため、平成 24 年 7 月に「歴史都京都における密集市街地対策等の取 

組方針」および「京都市細街路対策指針」を取りまとめました。 
 
（※１）京都市情報館（2013）「第４回京都市空き家対策検討委員会資料」<http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000129/129012/4-shiryou1.pdf>, 

2015 年 8 月 28 日アクセス. 

▼図２ 種類別に見た空き家数の推移（※１） ▲図１ 京都市の住宅総数・世帯総数・空き家率の推移（※１） 
※昭和 63 年以前の調査は市町村区の空き家の種類別集計がない。 

※平成 10 年以前の調査は市区町村の賃貸用住宅・売却用住宅の区別がない。
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■リフォーム事業部が前年比 140％増 3 億円を達成！！ 

26 年間京都で培った経験を活かしたリフォームを提案 
リフォーム事業が順調に売上を伸ばしており、昨年は前年比

140％増を達成し、3 億 600 万円となりました。エルハウジング

では新規分譲販売で培ったノウハウを活かし、住宅購入者約 7,500

組にアンケートを実施して、住まいの困り事を集約しています。

その結果から今後起こりうる問題を事前に把握することによって、

改善提案したリフォームを実施することができます。永く大切に

お住まい頂いた家の良さを残しつつ、現在の困りごとを解決した

「快適」に「安全」に「安心」して住み継がれる家へ、お客様の

夢を実現しています。 

 

エルハウジングのリフォームが伸長している理由 

①深いヒアリングと円滑なコミュニケーション 

1 組のお客様に必ず 2 名の担当をつけサポートします。そうすることで、多

角的な視点でお客様の話を聞くことができ、要望に限りなく近い聞き込みと、

より良いリフォームの提案につながります。どちらか担当者に連絡がつきや

すくなり、レスポンスの良いコミュニケーションを図れます。 

②豊富な設備機器と自然建材 

ほぼ全メーカーの設備機器を取り扱っています。 近では省エネ住宅やエコ

住宅などの環境や家計にもやさしい機器の要望が増えており、それぞれのお

客様に 適な提案が可能です。 

③お客様が喜ばれるプランの実現 

お客様の希望と予算がなかなか一致しない場合もありますが、エルハウジン

グからあらゆるリフォームの提案を行い、実現可能なリフォームプランを作

成します。 

⑤充実した近隣ケア 

施工・工事には、場合により騒音やホコリ、大型車など近隣の方に迷惑をお

かけしてしまう場合があります。工事着工前には近隣の方にリフォームの工

程表持参で挨拶に伺い、お客様のご近所に対しても配慮を怠りません。 

⑥住宅診断（ホームインスペクション） 

住宅の健康診断（インスペクション）を積極的に行い、住宅の現状を知って

頂くことにより、お客様に安心して住んでいただける家づくりに注力してい

ます。屋根、外壁、室内、床下などの診断から、使用されている機器の点検

等を行い、未然にトラブルを防ぎます。 

 

 

＜Before＞ 

＜After＞ 

＜Before＞ 

＜After＞ 

＜リビングリフォーム例＞ 

＜玄関リフォーム例＞ 

修正しました
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9 年連続京都 No.1(※2) 京都最大規模の分譲地開発を展開中！ 
エルハウジングが近年 も力を入れているのが、大規模な地域一体を数十戸から数百戸単位で開発する「まちづく

り事業」です。豊かな街づくりに必要なのは、「環境」と「コミュニティ」に加え、美しい「街並み」です。それぞ

れの住まいに個性を求めながらも、街並全体として調和を図るグランドデザインの視点はエルハウジングならでは

の持ち味です。 

◆◆2015 年度新規分譲地（販売中）◆◆ 

 

◆◆2015 年度新規分譲地（販売予定）◆◆ 

 
 

2015 年は総 355 戸を販売！！（※販売済・予定を含める） 

（※２）住宅産業研究所調べ「2014 年度京都府着工棟数ビルダーランキング第１位」 

 

販売 

開始日 
住所 分譲地名 戸数 

販売 

開始日 
住所 分譲地名 戸数

1/10 長岡京市乙訓郡 大山崎円明寺西法寺  7 戸 6/4 京都市右京区 嵯峨観空寺久保殿町  5 戸

1/10 京都市右京区 完売太秦乾町５期  9 戸 6/6 京都府亀岡市 篠町森下垣内  4 戸

1/31 京都府亀岡市 古世町２丁目  2 戸 6/13 京都市北区 大宮北箱ノ井町３期 10 戸

2/7 京都市右京区 嵯峨天龍寺油掛町  3 戸 6/13 京都市右京区 太秦袴田町５期  7 戸

2/14 京都市右京区 嵯峨野有栖川町  7 戸 6/13 京都市右京区 嵯峨天龍寺今堀町  6 戸

2/14 京都市右京区 嵯峨一本木町 17 戸 6/13 京都府向日市 上植野町十ヶ坪 22 戸

2/21 京都市伏見区 完売羽束師菱川町２期 11 戸 6/13 京都市右京区 太秦組石町  3 戸

3/21 京都市西京区 完売大原野上里南ノ町  4 戸 6/20 京都府長岡京市 金ケ原寿先 20 戸

3/29 京都市左京区 完売一乗寺西閉川原町 15 戸 7/10 京都市北区 完売紫野下柏野  2 戸

4/3 京都市右京区 嵯峨野神ノ木町  1 戸 7/10 京都市伏見区 桃山町正宗 27 戸

4/10 京都市右京区 完売太秦安井辰巳町２期  3 戸 7/24 京都府長岡京市 今里更ノ町２期 14 戸

4/11 京都市北区 等持院南町  3 戸 7/24 滋賀県大津市 唐崎弥生町  9 戸

4/11 京都市伏見区 大亀谷大山町  9 戸 7/24 滋賀県大津市 下阪本三丁目  4 戸

4/11 京都府乙訓郡 大山崎町下植野飯田２期 20 戸 8/1 京都市右京区 完売安井一町田町３期  9 戸

4/11 京都府乙訓郡 大山崎町下植野宮本  6 戸 8/8 京都府長岡京市 粟生梶ヶ前 12 戸

4/11 京都府乙訓郡 大山崎町下植野宮脇  6 戸 9/19 京都市右京区 安井一町田町３期－２  3 戸

5/15 京都市山科区 勧修寺２期  1 戸 9/末 京都市右京区 嵯峨新宮町 13 戸

5/23 京都市北区 上賀茂北ノ原 10 戸 合計  304 戸

販売 

予定日 
住所 分譲地名 戸数 

販売 

予定日 
住所 分譲地名 戸数

9 月末 京都府八幡市 八幡長町 11 戸 11 月 京都市南区 久世大薮町 27 戸

10 月 京都府向日市 物集女町南条 13 戸  



 
 

5

■有名建築家と街づくりに着手  
株式会社エルハウジングは、京都市伏見区桃山

町正宗にて大型新築一戸建分譲を販売開始して

おります。数々の有名な賞を受賞している環境

建築家の岸一（きし はじめ）氏と共同プロジ

ェクトを行います。 

弊社の主要顧客層である子育て核家族世帯を

ターゲットに、ライフスタイルコンセプトを設

定しています。 

 

分譲地情報 

住所：京都府京都市伏見区桃山町正宗（全 27 戸） 

数々の受賞歴を誇る環境建築家・岸 一氏がプロデュースするビッグタウンで

す。北堀公園や桃山御陵が近く、分譲地内にも公園が設置されている緑豊かな

街です。JR 奈良線・京阪本線・近鉄京都線が利用できる 3way アクセスで、

京都・大阪・奈良へと快適なロケーションとなっています。 

 

ライフスタイルコンセプト 

１．主婦に優しいすまい 

家事動線を効率よくするために、水廻り中心の家事動線にこだわり、また家事をしながらも家族との会話が弾む

ように配慮しています。 

２．家族が仲良く暮らす住まい 

子供の成長とともに生活時間もまちまちになりがちですが、リビングに階段を設置することによって、必ずリビ

ングを通って２階へあがるので、家族が自然と顔を合わせることができます。 

３．子供がかしこく育つすまい 

LDK 内に勉強するスペース（スタディ・コーナー）があります。浴室は広々としており、家族で入浴すること

で子供と向き合える時間をつくることができ、浴育にもなります。 

４．空間に特徴があるすまい 

工夫された空間があり、家族それぞれの趣味やこだわりのための特別なスペースとして活用します。書斎コーナ

ーやパウダーコーナーなど、ちょっとしたスペースを作ることで自分の時間を楽しむこともできます。 

 

一級建築士事務所 有限会社アトリエ JIGSAW 代表取締役 

岸 一（きし はじめ） 

■受賞歴 

掛川市城下町風まちづくり事業 建設大臣賞受賞 

湖西市集積商業施設アルカミーノ 静岡県都市景観優秀賞受賞 

福島県三春町建築都市景観 優秀賞受賞 

寝屋川納骨堂コンペ 優秀賞受賞    など 
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■京都から滋賀へ販売エリア拡大 
エルハウジングは創業から京都市、亀岡市など京都府内で営業してきま

したが、滋賀へ大々的に進出します。セントフローレンスタウン JR 唐

崎を皮切りに、比叡山坂本など滋賀県内の分譲地を順次販売しています。

京都で 25 年間培った経験を活かし、さらなる新規開拓に乗り出しました。

これからは京都だけではなく他府県でも知名度を高め、西日本№１住宅

販売会社を目指します。滋賀県における不動産情報についても情報をご

提供致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セントフローレンスタウン JR唐崎 

住所：滋賀県大津市弥生町字北山田 584-1 他 

総戸数：9 戸（販売戸数 7 戸） 

 

全区画敷地 41 坪以上の分譲地です。駅地下で便利な 2

路線利用が可能です。琵琶湖都比叡山に囲まれて、緑

が多く自然を満喫できます。湖畔にはカフェも充実し 

ており、恵まれた住環境です。 

湖岸緑地唐崎苑まで徒歩 19 分。 

芝生のある公園でのんびりした 

り、お散歩に 適です。公園内 

にはベンチもあるので、琵琶湖 

を眺めながらのお弁当にもおす 

すめのスポットです。駐車場も 

あるので、車でのおでかけも 

可能です。 

セントフローレンスタウン下阪本 

住所：滋賀県大津市下阪本 3 丁目 

総戸数：4 戸 

 

琵琶湖と比叡山に囲まれ、レジャーにおすすめの環境

です。のどかな環境で子育てができ、京都にも足を運

びやすい立地です。秋になれば日吉神社の紅葉がきれ 

いに色付き、夜はライトアッ 

プされて、一段と綺麗な紅葉 

を楽しむことができます。 

 大津市では教育委員会、警察、道路管理者などが 

連携して「大津市通学路交通安全プログラム」を 

策定しています。道幅が狭い道への注意や、横断 

歩道の設置など子供達が安全に通学できるよう、 

通学路の安全確保を図っています。 
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スポーツ支援活動 

青少年の健全な育成や、エルハウジングの街づくりのコンセプトである「子供たちに豊かな心を育んでもらい

たい」という思いを掲げ、スクールキャラバンや野球教室のような地域の子供たちにスポーツを教える活動へ

の積極的支援を引き続き行います。教育支援活動の一環として、未来を担う子供たちの成長に少しでも貢献し

ていけるよう、彼らの夢や希望をサポートしていきます。 

 

①プロバスケットボールチームのバスケットボール教室に協賛 

2016 年 1 月 第 1 弾開催決定！！ 
学校を訪問し子供たちにバスケットを教える活動（ハンナリーズスクールキャ

ラバン）が本年 4 回の実施予定です。第 1 弾として、2017 年 1 月 18 日に広

沢小学校にて開催が決定しています。子供たちにプロのバスケットボール選手

と実際に触れ合ってもらうにより、体を動かすことの楽しさや夢を提供したい

と考えています。 

 

■ハンナリーズとは？ 

京都府を本拠地として活動するプロバスケットチームです。2009 年より国内初の完全プロバスケットボール

リーグである日本プロバスケットボールリーグ（bj リーグ）に加盟しています。 

通算成績 222 試合 118 勝 104 敗 

2013-2014 シーズンは、チーム史上 高レギュラーシーズン西地区 2 位 

3 年連続プレイオフファイナルズ進出！ 

京都第１部決定！！！ 

設立主旨スポーツコミュニティを新たに創造することにより、地域社会に「夢」と「感動」を提供すると共に、

スポーツ文化の発展に貢献すること。 

①地域社会へ「夢」と「感動」の提供…豊かな余暇、共有できる娯楽、ライブで迫力を堪能 

②スポーツ文化の発展…スポーツ人口の増加、機会の創造 

③京都のスターをつくる…子供たちのあこがれ、子供たちの夢の創造 

 

 

②女子プロ野球チームの野球教室に協賛 
エルハウジングは日本女子プロ野球が主催する「野球教室」

に協賛しています。女子プロ野球リーグは創設から 5 年目を

迎え、地域に根付いた活動を行っています。 

■女子プロ野球リーグとは？ 

女子プロ野球リーグは創設から 5 年目を迎え、4 チーム体制

で行っています。西日本球団である京都フローラ、兵庫ディ

オーネは、関西を中心に活動しています。 

 

 ▲女子プロ野球「こども野球教室」2014 年 7月 


