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「生活ガイド」ページは、暮らしに役立つ情報を掲載しています。
なお、地図のページに関しては、該当ページに広告をご掲載いただきました施設の情報のみ表示しています。
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医療機関一覧
医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

丹後中央病院 峰山町杉谷158-1 62-0791
62-7730（地域医療連携室直通）

一般内科、消化器内科、脳神経内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内分泌科、
血液内科、外科、脳神経外科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、
形成外科、麻酔科、小児科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科、皮膚科、放射線科、
婦人科

丹後ふるさと病院 網野町小浜673 72-5055
内科、循環器内科、和漢診療科、脳神経内科、糖尿病内科、甲状腺外来、整形外科、
外科、胃腸内科、婦人科、産業医学（労働・交通・災害）、皮膚科、リウマチ科、麻酔科、
小児科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、放射線科

京丹後市立弥栄病院 弥栄町溝谷3452-1 65-200365-2613（地域医療連携室直通）

内科、消化器内科、循環器内科、脳神経内科、外科、整形外科、眼科、産婦人科、
小児科、泌尿器科、耳鼻咽喉科医、放射線科、リハビリテーション科、皮膚科、
麻酔科、呼吸器内科、リウマチ科、精神科、歯科

京丹後市立久美浜病院 久美浜町161 82-1500
82-4090（地域医療連携室直通）

内科、糖尿病内科、外科、小児外科、整形外科、小児科、眼科、泌尿器科、皮膚科、
耳鼻咽喉科、心療内科、精神科、歯科、小児歯科、歯科口腔外科、
リハビリテーション科、麻酔科

■病院 ※診療日・診療時間など詳細は、各病院へお問い合わせください。

薬局名 所在地 連絡先

廣瀬薬局 峰山町泉2 Tel 62-0066
Fax62-6066

フタバ調剤薬局マイン 峰山町新町1606-1
ショッピングセンターマイン4F

Tel 62-3733
Fax62-3734

ミドリ薬局 峰山町呉服21 Tel 62-0229
Fax62-1068

河辺ゆう薬局 大宮町河辺2388-1 Tel 64-3502
Fax64-3507

丹後大宮ゆう薬局 大宮町周枳1805 Tel 68-3150
Fax68-3151

原武薬局 大宮町口大野667 Tel 64-2166
Fax64-4932

■薬局
薬局名 所在地 連絡先

柴田薬局 網野町網野805 Tel 72-0222
Fax72-3052

田中薬局 網野町網野875-8 Tel 72-0561
Fax72-5705

ゴダイ薬局久美浜店 久美浜町262 Tel 82-4032
Fax82-4033

日本調剤久美浜薬局 久美浜町栃谷2050 Tel 82-5155
Fax82-5157

野村薬局 久美浜町3039 Tel 82-0034
Fax82-0190

医療機関名 所在地 電話番号

梅田歯科医院 峰山町杉谷652 62-6480

小國歯科医院 峰山町杉谷934 62-0125

かぶとく歯科クリニック井上 峰山町荒山1024-1 62-5522

デンタルクリニックはたの 大宮町河辺1051-1 64-5520

戸田歯科医院 峰山町杉谷862-5 62-4182

のいち歯科医院 峰山町新町1724 62-3800

荒田歯科医院 大宮町口大野408 64-2296

伊東歯科 ・ 矯正歯科医院 大宮町口大野663 64-2005

さかね歯科医院 大宮町河辺141 68-0740

井上歯科医院 網野町網野2714-3 72-4800

■歯科診療内科
医療機関名 所在地 電話番号

野村歯科医院 網野町浅茂川1810 72-0021

吉岡歯科診療所 網野町網野347-1 72-3828

うちだ歯科クリニック 網野町網野118 66-3431

坂根歯科医院 丹後町間人2029 75-0205

森岡歯科医院 弥栄町溝谷5444 65-4058

行待歯科医院 弥栄町溝谷3311 65-2207

中村歯科医院 久美浜町2996-3 82-0548

沼倉歯科医院 久美浜町1432-20 82-0165

やまだ歯科医院 久美浜町781-2 82-0333

医療機関名 所在地 電話番号

新谷医院 峰山町杉谷979-4 62-0592

髙田医院 峰山町杉谷945 62-5021

中江医院 峰山町白銀906 62-0266

よしおかクリニック 峰山町新町1606-1
ショッピングセンターマイン4F 69-5700

京丹後市国民健康保険直営
五十河診療所 大宮町延利414-1 64-2066

京丹後市国民健康保険直営
大宮診療所 大宮町河辺2342 68-0555

たんご協立診療所 大宮町河辺3368-1 68-5017

とみた眼科皮フ科クリニック 大宮町周枳1975 ミックビル2F 68-1220

ふじわらクリニック 大宮町周枳1806-1 64-3834

安井医院 大宮町口大野123 68-0123

※診療日・診療時間など詳細は、各医療機関へお問い合わせください。■一般診療所
医療機関名 所在地 電話番号

上田医院 網野町網野323 72-0053

たちばな診療所 網野町浜詰263-1 74-1301

山本医院 網野町網野998 72-0081

京丹後市国民健康保険直営
宇川診療所 丹後町久僧417 76-0210

京丹後市国民健康保険直営
間人診療所 丹後町間人1699 75-0210

村田内科医院 丹後町成願寺1134 75-0253

京丹後市国民健康保険直営
野間診療所 弥栄町野中2245-1 66-0006

斉藤医院 久美浜町浦明1258 83-0365

斉藤医院湊分院 久美浜町湊宮1809 83-0008

京丹後市国民健康保険直営
佐濃診療所 久美浜町佐野3 84-0101
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商工会では、皆様のために、安心、有利な各種の共済、年金、
保険制度をご用意しております。加入のご相談を承っており
ます。
●全国商工会会員福祉共済
大きな安心を手軽な掛け金で

●商工貯蓄共済
貯蓄・融資・保証・医療の四つの充実

●全国商工会経営者年金制度
事業主と後継者の豊かな未来に

●全国商工会経営者休業補償制度
不意の休業にうれしい所得補償

●ビジネス総合保険制度
会員事業者を取り巻く事業活動リスクを総合的に保障し
ます

●全国商工会個人情報漏えい保険制度
もしも個人情報が漏えいした場合に備えて

●小規模企業共済制度
事業主のための国の退職金制度

●経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）
取引先がもしもの時に備えて

●中小企業退職金共済制度
中小企業でも従業員に退職金を

従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わ
ず、全て労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険
の事務処理に困っている方は、商工会が運営指導している
労働保険事務組合への事務委託をご利用いただけます。事
務委託すると、事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険
に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に
加入することができます。

創業しようとしている方や創業後間もない方に対して、事業
計画の立て方や融資について、税務署への手続きについて
など、経営を行うために必要な事項について説明指導させ
て頂きます。

商工会では、経営のことで悩んでいる事業者のみなさまに対
し、経営支援員などが様々な課題についてアドバイスを行っ
ています。経営相談・支援は、商工会の窓口で行うだけでな
く、定期的に地域を巡回してアドバイスを行っています。さら
に、法律や税金などの専門家が事業者のみなさまの相談に
応じています。もちろん相談については、秘密は厳守します。

商工会では、税金の各種控除を知りたい、青色申告制度って
なに？など、みなさまのお悩みに対し、帳簿の付け方から決
算、申告の仕方まで、懇切丁寧にアドバイスを行っています。
決算や申告期には、税理士がみなさまの専門の相談員として
無料の税務相談に応じています。

商工会では、みなさまの経営をより安定、向上させるために、
金融や信用保証に関する相談や斡旋などを行っています。
特に、事業資金を商工会の推薦により、 日本政策金融公庫
が無担保・無保証・低利で融資する「マル経資金融資」は、多
くの小規模企業のみなさまに利用されています。

商工会では、インターネットを活用した企業情報など各種地
域情報を発信し、みなさまのビジネスチャンスの拡大や地域
の活性化を目指しています。 東京・有楽町の「むらからまちか
ら館」は、販路開拓支援の拠点として、地域の特産品の需要
動向の実態把握など、アンテナショップとしてご活用いただ
けます。

商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生
のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、ご相談
にのり、アドバイスをしています。

商工会では、コンピュータによる記帳代行によって、元帳作
成など面倒な記帳業務をみなさまに代わってスピーディに
処理します。

●取引・販路開拓支援

●労務相談

●記帳代行

京丹後市商工会
協働・共感で響きあう、まちづくりをリードする京丹後市商工会

商工会では、経営のことで悩んでいる事業者のみなさまにアドバイスを行っています。

京丹後市商工会
京都府京丹後市峰山町杉谷８３６-１　TEL.0772-62-0342

●経営相談・支援

●税務相談・経理指導

●金融相談・斡旋

●共済・年金・保険制度

●労務支援・代行

●創業者支援

商工会の業務案内
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ここは有料広告掲載ページです

医療機関マップ
峰山・大宮地区
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ここは有料広告掲載ページです

丹後地区

網野地区

久美浜地区
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目が疲れる

手足が冷える

姿勢の悪さや血行不良
長時間のデスクワークや夏場の冷房が筋肉の収縮や血行不
良を招き、肩こりを一層悪化。仕事のストレスや胃腸の不調
による場合も。

筋肉を緊張させない工夫を
・正しい姿勢を心がけて
・体の緊張や精神的な緊張からくる肩こりには深呼吸を
・ストレスには休息と睡眠を。お昼休みの15分程度の仮眠も
効果的。

筋肉をほぐし、血行をよくする

運動不足やストレス

足にたまりがちな血液を循環しやすくするのが背伸び運
動。足を少し開いて立ち、つま先立ちするようにかかとを上
げ下げするだけ。足が温かく感じられるまで繰り返します。
冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減らして筋肉をつ
ける。テレビを見ながらでもできるダンベル体操や足のスク
ワットを1日10分でも続けましょう。

冬は衣類対策で暖かさを逃さない。夏には冷房対策を。体
を芯から温める半身浴も効果的。冬は40℃、夏は38～39℃
くらいのぬるま湯で汗がでるまでゆっくりと。

体を冷やさない工夫を

血行改善と自律神経の正常化
・血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ

・ツボを刺激・・・後頭部の頭蓋骨のへ
り、首の中心から4cmほど外側の左右
を両手の親指で押す
・肩こりに効く食べ物・・・豚肉やうな
ぎ、豆類、玄米、レバー、かつお。

パソコンや読書による
目の使いすぎ
目がしょぼしょぼする、乾きやすい、光がま
ぶしい、目がかすむ、目の奥が痛い、目が充
血するなどの症状がでたら、目が疲れている
証拠。

原　因 原　因

姿勢を正してときどきの休息を
文字を読むとき、目と書類の間は30cmが理
想。
パソコンのディスプレイとの距離は、座った
ときに背筋を伸ばし、手を伸ばすとその指
先が画面に触れるくらいがベスト。

目尻にあるツボ「瞳子りょう」から、耳に向
けてなでるようにマッサージ。

予防法

1.即効性のあるこめかみへの刺激
2.ツボマッサージ

・眼精疲労には目のビタミンといわれるビタ
ミンA・Ｂ1・B2、βｰカロテン、鉄分など
・視神経の働きを高め、疲れにくくするビタ
ミンB群（豚や牛のレバーなど）
・目の機能改善には、アントシアニンやルテ
イン（ブルーベリーやほうれん草、キャベ
ツ、そばなど）

3.目にいい食べ物

改善法

予防法

改善法

原　因

予防法

改善法

肩や首がこる・・・

家族から見た最近1ヶ月の疲労・ストレス状況
ほとんどない=0点、時々ある=1点、よくある=3点で評価し、合計点
を出してください。（判定の難しい項目は「ほとんどない」にします）

1 家族から見た最近1ヶ月の働き方と休養
当てはまる項目に○印をつけ、その数を出してください。

2

ほとんど毎晩、午後10時以降に帰宅する※
休日も仕事に出かけることが多い
家に仕事を持ち帰ることが多い
宿泊を伴う出張が多い
仕事のことで悩んでいるようだ
睡眠時間が不足しているように見える

家でも仕事のことが気にかかって仕方ないようだ
家でゆっくりくつろいでいることはほとんどない

1
2
3
4
5
6

8
9

7 寝つきが悪かったり、夜中に目が覚めたりする
ことが多いようだ

※夜勤等の勤務形態の場合は、家を出てから帰るまでの時間が14時間以上で
　あることを目安にしてください。

状　　　態状　　　態 点　数 ○印
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

イライラしているようだ
不安そうだ
落ち着かないようだ
ゆううつそうだ
体の調子が悪そうだ
物事に集中できないようだ
することに間違いが多いようだ
強い眠気に襲われるようだ
やる気が出ないようだ
へとへとのようだ（運動後をのぞく）
朝起きたとき、疲れが残っているようだ
以前と比べて疲れやすいようだ　       

健康チェックと元気法
株式会社サイネックスによる編集記事ページです

疲れやストレスがたまっていると、さまざまな体の不調が現れてきます。
少しの工夫と心がけで症状を予防・改善しましょう。

自信を持って
「健康」だと
言えますか？
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直接の原因はウイルス
風邪の原因の90%以上はウイルスの感染によるも
の。免疫力の低下は、栄養バランスの崩れ、睡眠不
足、喫煙、疲労、ストレスが原因です。

風邪のウイルスを寄せつけない
・免疫力を高める・・・卵、豆腐、魚などの高タンパ
クの食べ物、旬の野菜や果物でビタミン、水分を
積極的にとる。
・ウイルスを洗い流す・・・外出後は必ずうがいや手
洗いを。できれば洗顔まで。
・マスクをする・・・外出時はもちろん、寝るときに
も効果的。
・体を冷やさない・・・体が冷えると、のどや鼻の血
行が悪くなり、粘膜の抵抗が弱まってウイルスに
感染しやすくなります。温かく
することを心がけましょう。
・部屋の温度を調節・・・暖房で
乾燥した部屋は、ウイルスの温
床。加湿器や室内に洗濯物を
干して調節を。

原　因

予防法

風　邪

頭痛の種類
・風邪や二日酔いによるもの
・慢性の頭痛

・脳の異常が原因
※命に関わる場合もあるので、激しい痛みや、続く
痛みの場合は医師に相談しましょう。

側頭部がズキンズキン痛む

●偏頭痛
症　状

・冷やす・・・痛む部分を冷たいタオルや氷枕で冷やす。
・圧迫・マッサージ・・・こめかみをマッサージしたり、
押さえて血管を圧迫すると痛みがやわらぎます。
・安静・睡眠・・・暗い静かな部屋で安静にして痛みを
治まらせたり、適度な睡眠をとること。
・マグネシウムをとる・・・緑黄色野菜、葉もの野菜、ご
まなど。サプリメントの利用もいいでしょう。

改善法

頭　痛

腸の調子を狂わせる生活習慣
食物繊維の不足によるもの、ストレス・不規則な生
活が引きおこす胃腸の運動異常によるもの。便意そ
のものを感じにくくなったり、筋力が落ちると内臓
下垂になり、腸の運動が弱くなります。

痛くなる前に目がチラついたり、吐き気や嘔吐を伴
うことも

・こりが原因の場合は温める
こりの部分を使い捨てカイロや、熱いお湯でし
ぼったタオルを当てて温める。38～40℃くらいの
お湯に10分程度浸かる入浴も効果的。

・慢性頭痛に効くツボ
   百会／左右の耳を結んだ線の中心。
   頭のてっぺん。

しめつけられるように痛む

リラックスして血行をよくする

●緊張型痛

症　状

改善法

後頭部から首筋にかけて、鉢巻でしめつけられるよ
うな感じ。重く押さえつけられるような感じで痛む。

天柱・風池／後頭部の
髪の生え際の左右に対
になっている「風池」、
やや内側に「天柱」

便秘解消のポイント
・朝の排便習慣をつける
・起き抜けに1杯の水や牛乳を飲む
・便意を感じたらがまんしない
・できるだけ体を動かす
・下腹部のマッサージで腸の動きを助ける
・バランスのよい食事をする
・便秘に効く食べ物・・・玄米、果物、卯の花（おか
ら）、海藻、野菜、乳製品、油脂など

原　因

予防法

便　秘

偏頭痛
緊張型頭痛

運動不足チェック（40代基準）【判 定】
以下の項目に1つでも当てはまれば、運動不足の兆しと見ていいでしょう。１の点数と２の該当個数から疲労蓄積度を出してください。

判定が「A」なら、それほど
疲労はたまっていません。
｢Ｂ」はだいぶお疲れ気味で
す。休養をとり、ストレス解
消に努めましょう。「Ｃ・D」
はかなり疲れがたまってい
ます。必要に応じて上司や
医療機関への相談、受診を
おすすめします。

靴ひもを結んだり、靴下をはくときに苦労する

ズボンやスカートのウエストがきつくなった

背中に手が回りにくくなった

床のものを拾うとき、必ずしゃがむようになった

少しの荷物でも重く感じられ、荷物を持たないことが多い

立ったり座ったりするとき、支えがほしくなる

階段を降りるとき、足を踏みはずしそうで、必ず手すりにつかまる

よく物につまづく

階段を昇ったり、急いで歩くと息切れや動悸がする

歩くのが億劫で、外出してもできるだけ歩かないように乗り物を使う

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※糖尿病や高血圧症等の疾患がある場合は、判定が正しく行われない可能性があります。

※本人の評価と家族の評価は異なる場合があります。

日常生活の中のチェックポイント チェック
の合計点数

仕事による疲労蓄積度

10点未満 10点以上
A
B

A

B

C

D

低いと考えられる

やや高いと考えられる

高いと考えられる

非常に高いと考えられる

3個未満

3個以上
の該当個数

C
D

1

2

判

　
　定
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住まいの基礎知識

情報収集し、まずイメージを固めよう。

住宅展示場などに出かけたり、雑誌・インターネット、または家を建
てた人から話を聞くなど、住まいづくりのための情報収集を行い、
ライフスタイルや家族の要望などとすりあわせながら、イメージを
固めていきましょう。併せて資金の目途や施工の時期などの大まか
なプランニングも行うとよいでしょう。

土地・施工依頼先の決定は
じっくり、しっかり。

大まかなプランニングができたら、土地探しや施工依頼先の選定な
ど具体的に動き始めます。土地探しは周辺環境の確認も兼ねて現
地調査を必ず行い、総合的に判断しましょう。建築の規制や地盤の
確認も必要です。施工依頼先については、住宅メーカーや設計事務
所、工務店などそれぞれの特性を理解し、これからの住まいづくり
に一番合った依頼先をじっくり選びましょう。

見積もりから契約まで、
納得いくまで確認しよう。

土地や施工先や決まれば、プランニングを伝え、設計図面や見積もり
を確認します。その際、きっちりと相談しておくことが大切です。納得
いくまで確認したら、いよいよ契約です。トラブルを避けるためにも、
契約書にはしっかり目を通し、不明点は解消しておきましょう。

いよいよ着工、こまめなチェックと
配慮を忘れずに。

着工前に、迷惑を考慮し、近隣へのあいさつを忘れないようにしましょ
う。工事は地鎮祭から始まり、基礎工事、本体工事、内装・外装工事と
いった順に進みます。家の基礎部分や構造など、完成後には確認できな
い部分もあるため、こまめに現場に足を運び、進行を確認しましょう。

マイホームが完成！
入居前にも必ず確認を。

無事に家が完成すると、引渡しの前に竣工検査を行います。設備の不具
合がないか、契約に沿って工事が行われたかなどを確認するためにも、
必ず立ち会いましよう。検査が終了すれば、いよいよ入居となります。

敷地面積に対して建てられる建物の大きさは、「建ぺい率」と
「容積率」で制限されています。建ぺい率と容積率は地域ごと
に細かく設定されていて、厳しい地域では50坪の敷地であっ
ても延べ床面積25坪の小さな家しか建てられないこともあり
ます。設計をする上で重要な事項ですので、真っ先に確認する
必要があります。

建ぺい率は、敷地に対して、建
物の投影面積（建築面積と言
います）が占める割合です。

で算出します。

マイホームづくりの進め方とポイント 知っておきたい！建築法規

敷地

建物の投影面積

敷地

建物の投影面積

容積率（％）＝ 延べ床面積÷敷地面積×100

建ぺい率（％）＝ 建物の投影面積÷敷地面積×100建ぺい率（％）＝ 建物の投影面積÷敷地面積×100

容積率（％）＝ 延べ床面積÷敷地面積×100

建ぺい率は建物の投影面積。

建ぺい率を算出する場合は、建物
の投影面積なので、2階の方が１階
より大きい場合は、2階の面積が
建築面積となります。

2階の方が1階より大きい場合。

建ぺい率

延べ床面積（建物の全ての階の床面積を合計したもの）を敷
地面積で割ったものが、容積率になります。

●建ぺい率と違い、外部階段は床面積には入りません。
●バルコニーは、２ｍ以上突き出した場合、２ｍより先の分が
　床面積に入ります。

容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。

容積率

上記以外にも、いろいろな規制があります。
各自治体によっても異なり、
とても複雑なので正確なところは
建築士など専門家にご相談ください。
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お庭工事・エクステリア工事の専門店

癒しの
ガーデンリビング ガーデンキッチン

日本庭園を眺めながら
縁側で日向ぼっこ

展示場へ是非お越しください！
〒629-2502 
京丹後市大宮町河辺3715-1 TEL 0772-68-0707（代） 

私たち山翠園は、
家族が集まる「やすらぎのお庭」を創造しています。

私たち山翠園は、
家族家族が族が集が集ま集まるまる「や「やすやすらすらぎぎのぎのおのおお庭」庭」を創を創造創造ししてしていいまいますます。す。

私たち山翠園は、
家族が集まる「やすらぎのお庭」を創造しています。

サッカーボールも
ガーデニング用品も
スッキリ収納

シンボルツリー
（記念樹）

ガーデニングを
おしゃれに楽しく



リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

改装の範囲で変わっていきます
建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリ
フォームです。当然のことですが、手を加えれば加える程
かかる費用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳間を
フローリングに替える場合は十数万円ですが、家全体に
及ぶ大掛かりな改装の場合は、建替えの方が安くなる事
もあります。

リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？

満足いくリフォームの
ポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう
現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事を
おすすめします。そうする事でただ漠然と不満に感じて
いた事も具体的に検討出来るようになり、優先順位をつ
けて内容の整理もしやすくなります。また、キッチンなど
の設備の取り替えをお考えの場合は、ショールームなど
で実際に見て触ってみる事も重要です。

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう
● 費用の安さで決めずに契約内容に納得した上で契約を
かわしましょう。

● 建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しま
しょう。

● 経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
● アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

▶時期、期間は？  ▶予算は？
POINT

リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大切なポイントです。

具体的な計画をたてる

契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

▶施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
▶実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
▶候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい、
　検討したか？

事業者を決める～契約する

POINT

定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業者の担当者を通じて確認する
ようにしましょう。

▶工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
▶工程表に基づいて進んでいるか？
▶変更・追加などが発生していないか？

着工

POINT

着工後

▶事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
▶今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

POINT
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リフォームの基礎知識❶
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リフォームの基礎知識❷
自分で見つける危険な症状

間取りや構造によって差はあります
が、在来工法で建てられた住宅の
代表的な例をもとに10の項目を挙
げました。

 1. 昭和 56 年度以前の建物である □

 2. 基礎にひび割れがある □

 3. 地盤が危険だと感じる □

 4. 基礎が鉄筋コンクリート造ではない □

 5. 必要な手続きを行わずに増築している □

 6. 大きな吹き抜けがある □

 7. 室内の床が傾いている □

 8. 屋根には重い建材を使用している □

 9. 過去に大きな災害に見舞われたことがある □

10. 壁の量が少ない □

（現在の耐震基準を満たしていない可能性があります）

（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）

あなたのお家は大丈夫？

耐震チェック

外壁や屋根などの断熱は、内装や外装をリフォームする
時に一緒に行うと、施工もしやすく費用効率もよいの
で、一石二鳥です。
断熱の基本は、住宅をすっぽりくるむ事です。ですから
部位毎にバラバラに施工するより、全体を一度に行う
と、とても効果的です。ま
た、天井や屋根と壁、壁と
床や基礎などの境目は、施
工が難しい場所で、注意
が必要です。

外壁や屋根などの断熱は
リフォームするときがチャンスです10の耐震チェックポイント

平成11年に省エネルギー法に基づく住宅の断熱性能・気
密性能等の基準（省エネ基準）の内容が、より省エネル
ギー化の方向に見直されました。

●快適で健康
断熱・気密化されると、部屋毎の温度差などが小さくな
り、とても快適になります。また、換気も確保されるの
で、健康的な住宅となります。

●省エネルギー
断熱・気密性能がとても高くなるので、暖・冷房の費用を
大きく減らし、ＣＯ２の排出も少なくできます。

●長寿命
防湿層によって壁の内部が結露しにくくなるので、家を
支える土台や柱の腐食を防止し、家を長持ちさせます。

住宅を新築したりする時は
次世代省エネ基準の住宅を選びましょう
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エコリフォーム

❶ 太陽エネルギーの利用

❷ 給湯設備

❸ 外壁及び窓などの断熱化

❹ 自然を取り入れる
　壁やベランダにツタ植物を植え、緑の
カーテンで夏の日差しを避けたり、家の中
の風通しをよくするなど、自然を上手に取
り入れましょう。

　ガスで発電し、排熱を給湯や暖房に利用する家庭
用コージェネレーションシステムや、省エネ効果の
高い高効率給湯器などがあります。

　太陽電池を利用して、太陽光エネルギーを電気に
変える太陽光発電システム、太陽熱により水を温め
る太陽熱温水や床暖房などがあります。

　外壁、屋根、天井や床などの断熱性能を高め
ると、屋外との熱の出入りが減るため冷暖房の
効果が高まります。
　窓は、熱の出入りが大きいため断熱性能に大
きく影響します。ガラス自体を複層ガラスにし
たり、二重サッシにしたりなどの方法により断
熱性能が向上、二重サッシは、結露の防止にも
なります。

1

3

4

2

気候や環境に合わせてリフォームすることや、自然の力を利用することで
光熱費が削減できます。省エネで地球にも家計にもやさしい暮らしを実現できます。

快適
で地球に

やさしい暮ら
し
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設計・施工・古材建築・ヨーロピアンスタイル
オーダーメイド家具・リフォーム建築・手作りテーブル




