
医療ガイドあなたの健康のお手伝い

西多摩医師会  瑞穂町の身近なお医者さん

西多摩歯科医師会  瑞穂町の身近な歯医者さん

西多摩薬剤師会  瑞穂町の身近な薬屋さん

医師の指示などで強制的に生活を改善しようとしても、ストレスがたまって効果が薄いことがあり
ます。ですから、自ら進んで健康習慣を身につけることが望ましいといえます。「下の表」で自分の健
康習慣の数をチェックしてみましょう。数が多いほど生活習慣病発症のリスクが少なくなります。

自発的な改善を！

毎日朝食を食べている

労働は1日9時間以内にとどめている

自覚的なストレスはそんなに多くない

1日平均7～8時間は眠っている

栄養バランスを考えて食事をしている

たばこは吸わない

定期的に運動・スポーツをしている

毎日そんなに多量の酒は飲んでいない
（日本酒1合以下かビール大瓶1本以下）

守っている健康習慣の数が
健康習慣指数

7～8：良好　5～6：中庸　0～4：不良

生活習慣病チェックCheck!

「生活習慣病」とは、生活習慣が発症や進行に大きく関係する慢性の病気。
遺伝的になりやすい人もいますが、生活習慣を見直すことでかなり予防することができるのです。
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医療機関名 所在地 電話番号
新井クリニック 瑞穂町長岡1-51-2 042-557-0018
石畑診療所　　　 瑞穂町石畑207 042-557-0072
栗原医院 瑞穂町箱根ケ崎61 042-557-0100
高沢病院 瑞穂町二本木722-1 042-556-2311
高水医院　　　　　　　 瑞穂町箱根ケ崎282 042-557-0028
菜の花クリニック 瑞穂町殿ケ谷454 042-557-7995
介護老人保健施設　菜の花 瑞穂町殿ケ谷454 042-568-5111
丸野医院　　　　 瑞穂町長岡1-14-9 042-556-5280
みずほクリニック 瑞穂町長岡長谷部31-1 042-568-0300
介護老人保健施設けんちの苑みずほ 瑞穂町長岡長谷部31-1 042-568-0200
すずき瑞穂眼科 瑞穂町箱根ケ崎282-3 042-568-1236

医療機関名 所在地 電話番号
青松歯科医院 瑞穂町箱根ケ崎2367-1 042-556-4180
岩永歯科医院 瑞穂町箱根ケ崎105-1 042-556-1123
きたはらファミリー歯科 瑞穂町むさし野2-61-4 042-533-4180
殿ヶ谷歯科医院 瑞穂町殿ケ谷906-11 042-556-5667
箱根ヶ崎歯科医院 瑞穂町箱根ケ崎182-4 042-556-1118
みずほ歯科医院 瑞穂町長岡1-51-2 042-556-1182
山岸歯科医院 瑞穂町南平2-4-11 042-557-7567

医療機関名 所在地 電話番号
オレンジ薬局 瑞穂町長岡1-54-2 042-556-5686
長岡薬局 瑞穂町長岡1-13-22 042-568-7978
みずほ調剤薬局 瑞穂町箱根ケ崎282 042-556-6833
ファーコス薬局 瑞穂 瑞穂町箱根ケ崎2610-14 042-568-2026
さつき薬局瑞穂店 瑞穂町二本木719-4 042-513-9763

93

生
活
ガ
イ
ド

２００２瑞穂町4(SG18)企画後半.indd   93 2020/02/10   14: 1:2



病院・医院・薬局・薬店マップ
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歯科医院マップ

歯垢の定着を防ぎ、口内を清潔に保つ
ためには、食事後すぐに歯磨きをする
ことが大切。デンタルフロス等の歯間
部清掃器具の兼用も効果的です。歯と
歯ぐきを傷つけないよう軽い力で丁
寧にブラッシングしましょう。

歯の健康の
ための歯磨き

歯周病予防
診断チェック

磨き残しを防ぐには、歯ブラシ
の毛先を小刻みに動かし、1～
2本ずつ磨くといいでしょう。
1回あたり3分以上かけて、丁
寧に磨きましょう。

食後すぐに磨く！1 歯ブラシの毛先を
小刻みに動かすこと！

2

歯周病は自覚症状が少ないだけに、
早期発見が大切です。自覚症状があ
れば早めに歯医者に行き、歯垢や歯
石を除去してもらいましょう。その
ときに正しいブラッシング方法の
指導を受け、半年に一度か年に一度
の割合で、定期的にチェックしても
らうといいでしょう。

歯周病のかかりはじめを
見逃さない！
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瑞穂町
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商工会

瑞穂中央体育館
青
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道
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消防署 公園

図書館
ふれあい
センター

瑞穂中学校

経営の相談
店舗における商品の陳列・構成・改装などの診断・指導や、作業
効率や生産性を高めるための経営分析・改善指導を経営指導
員が訪問して相談に応じます。また、販売促進のためのWEB・
SNS活用、イベント企画等のアドバイスも行っています。

専門的・技術的な相談
法人化の相談や自社の診断など、経営・営業・技術に関する
様々な課題の相談をお受けしています。

経営革新の支援
「新たな取り組み」を考えている方の様々な課題にきめ細かく
対応します。

記帳や決算、税務の相談
記帳相談・決算相談、所得税・消費税の申告相談や各種控除、
節税の方法から、青色申告制度の概要・手続きなど、相談をお
受けしています。

事業承継の支援
事業承継は事業存続の大きな課題です。円滑な事業の引き継
ぎに向けて、さまざまな課題解決のお手伝いをします。

創業の支援
独立開業を目指す方のさまざまな課題に、きめ細やかに対応しま
す。「創業計画書」の作成をお手伝いします。

講演会・講習会の開催
事業に必要な経営知識、最新の施策情報をご提供するため、各種
講演会や講習会を開催しています。

資金が必要なときに融資をあっせん
日本政策金融公庫、都と市町村の制度融資など、有利な融資
についてあっせんします。また、マル経融資（無担保・無保証
人・商工会長推薦融資制度）や、信用金庫などの商工会メン
バーズローンもあっせんできます。

経営上のトラブル相談
債権回収や不動産賃貸トラブルなどの経営上の問題に弁護士
などが相談に応じます。

さまざまな情報を提供
全国組織である商工会は、展示会やマッチングイベント、助成
金・補助金などのさまざまな情報を提供しています。

 〒190-1211　東京都西多摩郡瑞穂町石畑1973
TEL：042-557-3389 　 FAX：042-557-5290
URL  https://www.mizuho-sci.or.jp/
窓口受付　午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

瑞穂町商工会

瑞穂町商工会瑞穂町商工会 商工会をご利用ください商工会をご利用ください
経営のお手伝いを行っています

する活動をお手伝いします

保険・補償など入って安心の各種制度を
案内・実施しています

地域に貢献
地域の総合振興を推進
産業まつりや商店街のお祭りなど、地域で行われるイベントを主
催・協力して実施しています。

青年部活動に参加して自己啓発
地域経済を支える若手経営者の団体として、自立した経営者と
なるための資質向上事業・研修事業、地域貢献活動を実施して
います。

地域情報を発信
ホームページなどにより、地域のお店やイベントなどの情報を
発信します。

女性部活動に参加して地域貢献
女性の視点に立った地域商工業の活性化を目指した活動や各
種セミナー・講演会・福祉に関する事業など、地域に根ざした
活動を実施しています。

特産品開発のお手伝い
名産を使った商品・サービスの開発や、地域に観光客を呼び込
むためのお手伝いをします。

部会活動でますます活性化
同業種で組織された部会があり、業種別の研修会・交流会など
を開催しています。

労働保険の取り扱い
各種商工会に労働保険事務組合があり、雇用保険（失業等給
付）、労災保険、各種給付制度に関する仕組みや手続きなどの
相談を行っています。

Q 商工会を利用できるのはどんな人？
A 商工業者の方ならどなたでもご利用できます。
●経営相談は無料です
　経営指導員とそれぞれの分野の専門家が、商工会の窓口または企業を訪問して、相談・
指導に当たります。

●経営革新等支援機関の認定を受けています
●東京都商工会連合会の制度も利用できます
○新商品開発や新サービス提供などの取り組みにより、経営の向上を図る「経営革新」の
支援を行うとともに、多摩地域における「経営革新計画申請の窓口」になっています。
○経営力の向上、創業・再チャレンジ、事業承継などの経営課題の解決に向けて、各分野
の専門家や関係機関と協力し、きめ細かい支援を行います。

「商工会法」という法律に基づく特
別認可法人であり、全国の市町村
におよそ1700の商工会がありま
す。地域の事業者が業種に関わり
なく会員となって、お互いの事業の
発展や地域の発展のために総合的
な活動を行う団体です。また、国や
都道府県、市町村の施策の実施機
関でもあり、地域事業者の皆さまを
支援するためのさまざまな事業を
実施しています。

Q 商工会に加入するには？
A 商工業者の方ならどなたでもご加入できます。
※要会費
　会費は地域の商工振興に寄与するために活用しています（全額損金算入できます）。

休業補償制度
病気やケガで働けない間、最高一年間、月々の所得を補償し
ます。

業務災害保険
ケガやメンタルに対する労災の賠償責任が補えます。労働災
害へのリスクヘッジが企業経営の安心につながります。

ビジネス総合保険・海外PL保険に
割引で加入
地域の損害保険会社で手続きができます。
※ビジネス総合保険は、PL保険に加え、施設賠償などの業務活
動リスクを総合的に保証する制度です。

中小企業向け退職金制度
小規模企業共済・特定退職金共済・中小企業退職金共済に加
入できます。

会員福祉共済
月々2,000円から国内外24時間補償。充実した入院・通院補
償に医療特約や「がん」重点補償を追加すれば、ますます安心
お得な商工会員だけの共済です。

商工貯蓄共済で大きな安心
貯蓄・融資・保障が三位一体となったこの制度は、商工会独自
のものです。追加で医療保障特約型に加入すれば、更に安心で
お得な共済です。

福利厚生事業
会員の家族・従業員のために各種レクリエーション事業を実施
しています。

健康診断を実施
生活習慣病検診など定期的に実施しています。自宅でがん検診
が会員価格で受けられます。

商工会とは…

瑞穂町 暮らしの便利帳98

生
活
ガ
イ
ド

２００２瑞穂町4(SG18)企画後半.indd   98 2020/02/10   10:39:01



瑞穂町
役場

交番
商工会

瑞穂中央体育館
青
梅
街
道

瑞穂ビューパーク・
スカイホール

消防署 公園

図書館
ふれあい
センター

瑞穂中学校

経営の相談
店舗における商品の陳列・構成・改装などの診断・指導や、作業
効率や生産性を高めるための経営分析・改善指導を経営指導
員が訪問して相談に応じます。また、販売促進のためのWEB・
SNS活用、イベント企画等のアドバイスも行っています。

専門的・技術的な相談
法人化の相談や自社の診断など、経営・営業・技術に関する
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対応します。
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受けしています。
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ぎに向けて、さまざまな課題解決のお手伝いをします。
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独立開業を目指す方のさまざまな課題に、きめ細やかに対応しま
す。「創業計画書」の作成をお手伝いします。

講演会・講習会の開催
事業に必要な経営知識、最新の施策情報をご提供するため、各種
講演会や講習会を開催しています。

資金が必要なときに融資をあっせん
日本政策金融公庫、都と市町村の制度融資など、有利な融資
についてあっせんします。また、マル経融資（無担保・無保証
人・商工会長推薦融資制度）や、信用金庫などの商工会メン
バーズローンもあっせんできます。

経営上のトラブル相談
債権回収や不動産賃貸トラブルなどの経営上の問題に弁護士
などが相談に応じます。

さまざまな情報を提供
全国組織である商工会は、展示会やマッチングイベント、助成
金・補助金などのさまざまな情報を提供しています。
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URL  https://www.mizuho-sci.or.jp/
窓口受付　午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

瑞穂町商工会

瑞穂町商工会瑞穂町商工会 商工会をご利用ください商工会をご利用ください
経営のお手伝いを行っています

する活動をお手伝いします

保険・補償など入って安心の各種制度を
案内・実施しています

地域に貢献
地域の総合振興を推進
産業まつりや商店街のお祭りなど、地域で行われるイベントを主
催・協力して実施しています。

青年部活動に参加して自己啓発
地域経済を支える若手経営者の団体として、自立した経営者と
なるための資質向上事業・研修事業、地域貢献活動を実施して
います。

地域情報を発信
ホームページなどにより、地域のお店やイベントなどの情報を
発信します。

女性部活動に参加して地域貢献
女性の視点に立った地域商工業の活性化を目指した活動や各
種セミナー・講演会・福祉に関する事業など、地域に根ざした
活動を実施しています。

特産品開発のお手伝い
名産を使った商品・サービスの開発や、地域に観光客を呼び込
むためのお手伝いをします。

部会活動でますます活性化
同業種で組織された部会があり、業種別の研修会・交流会など
を開催しています。

労働保険の取り扱い
各種商工会に労働保険事務組合があり、雇用保険（失業等給
付）、労災保険、各種給付制度に関する仕組みや手続きなどの
相談を行っています。

Q 商工会を利用できるのはどんな人？
A 商工業者の方ならどなたでもご利用できます。
●経営相談は無料です
　経営指導員とそれぞれの分野の専門家が、商工会の窓口または企業を訪問して、相談・
指導に当たります。

●経営革新等支援機関の認定を受けています
●東京都商工会連合会の制度も利用できます
○新商品開発や新サービス提供などの取り組みにより、経営の向上を図る「経営革新」の
支援を行うとともに、多摩地域における「経営革新計画申請の窓口」になっています。
○経営力の向上、創業・再チャレンジ、事業承継などの経営課題の解決に向けて、各分野
の専門家や関係機関と協力し、きめ細かい支援を行います。

「商工会法」という法律に基づく特
別認可法人であり、全国の市町村
におよそ1700の商工会がありま
す。地域の事業者が業種に関わり
なく会員となって、お互いの事業の
発展や地域の発展のために総合的
な活動を行う団体です。また、国や
都道府県、市町村の施策の実施機
関でもあり、地域事業者の皆さまを
支援するためのさまざまな事業を
実施しています。

Q 商工会に加入するには？
A 商工業者の方ならどなたでもご加入できます。
※要会費
　会費は地域の商工振興に寄与するために活用しています（全額損金算入できます）。

休業補償制度
病気やケガで働けない間、最高一年間、月々の所得を補償し
ます。

業務災害保険
ケガやメンタルに対する労災の賠償責任が補えます。労働災
害へのリスクヘッジが企業経営の安心につながります。

ビジネス総合保険・海外PL保険に
割引で加入
地域の損害保険会社で手続きができます。
※ビジネス総合保険は、PL保険に加え、施設賠償などの業務活
動リスクを総合的に保証する制度です。

中小企業向け退職金制度
小規模企業共済・特定退職金共済・中小企業退職金共済に加
入できます。

会員福祉共済
月々2,000円から国内外24時間補償。充実した入院・通院補
償に医療特約や「がん」重点補償を追加すれば、ますます安心
お得な商工会員だけの共済です。

商工貯蓄共済で大きな安心
貯蓄・融資・保障が三位一体となったこの制度は、商工会独自
のものです。追加で医療保障特約型に加入すれば、更に安心で
お得な共済です。

福利厚生事業
会員の家族・従業員のために各種レクリエーション事業を実施
しています。

健康診断を実施
生活習慣病検診など定期的に実施しています。自宅でがん検診
が会員価格で受けられます。

商工会とは…
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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。

信頼のおける業者とは？

STEP.１ 具体的な計画をたてる

STEP.３ 着工

　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。

ポイント・時期、期間は？
・予算は？

STEP.２ 事業者を決める～契約する

　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はなく、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。

ポイント
・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？

　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。

ポイント
・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？

ポイント
・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？

リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？

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。

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。

満足いくリフォームのポイントは？

リフォームの進め方とポイント

リフォームの疑問

STEP.４ 着工後

 快適生活 住まいの講座 リフォームの基礎知識
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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。

信頼のおける業者とは？

STEP.１ 具体的な計画をたてる

STEP.３ 着工

　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。

ポイント・時期、期間は？
・予算は？

STEP.２ 事業者を決める～契約する

　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はなく、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。

ポイント
・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？

　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。

ポイント
・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？

ポイント
・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？

リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？

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。

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。

満足いくリフォームのポイントは？

リフォームの進め方とポイント

リフォームの疑問

STEP.４ 着工後

 快適生活 住まいの講座 リフォームの基礎知識
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車の維持費は年間で
どのくらいかかりますか？

　使う用途や車種によって違いはありますが、車の維持
費は大きく4つに分類されます。ガソリンなどの燃料費、
定期点検・車検、部品、消耗品などのメンテナンス費、年
間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
　他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えられ
ますので、車を購入する前には、これらも併せて考慮する
ことが大切です。

車種によって支払う税金に
違いはありますか？

　平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配慮した度合いに
よって、車種や車齢ごとに異なる税額となる「グリーン税制」が実施され
ています。
　これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車などは、新車購入
時にかかる税率が大幅に軽減されています。一方で一定の車齢を越え
たディーゼル車などに対しては、増税もあります。
　細かな基準と条件がありますので、しっかり確認しておきましょう。

自動車リサイクル法って何？

　自動車リサイクル法とは、エアコンなどで使用される
フロン類や、エアバッグ、シュレッダーダスト類について、
自動車メーカーが環境保護を目的に廃棄車輌のリサイク
ル・処理義務を負うことです。これにより、自動車の所有
者はリサイクル料金を新車購入時、または検査時に負担
し、使用済みになった車を登録引取業者に引き渡すこと
になります。
　そのため、メーカー各社はリサイクル性の高い自動車
の開発や、技術の向上に力を入れております。

エコカーって何？

　環境に優しい車を総称してエコロジーカー、略してエコカーと呼んで
います。
　エコカーにはいくつか種類があり、低燃費車やガソリンとは違った燃
料（バイオ燃料・電気など）で走る車などがあります。
　最近話題を呼んでいるハイブリッドカーは状況に応じてエンジンと
電動モーターを切り替えて走行する事により低燃費、低排出ガスを実
現しています。
　現在、燃費基準適合車を対象にその環境性能に応じて自動車取得
税・自動車重量税・自動車税が減税・免税されるということもあり、広く
注目を集めています。

車のことＱ＆Ａ車のことＱ＆Ａ

　日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。「ちょっと
変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。

愛車の健康法万一に備えて住まいの講座 リフォームの基礎知識

POINT.2 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。

POINT.1 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。

　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。

あなたのお家は大丈夫?

耐震チェック
　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。

昭和56年度以前の建物である
(現在の耐震基準を満たしていない可能性があります)

基礎にひび割れがある

地盤が危険だと感じる

基礎が鉄筋コンクリ一卜造ではない

必要な手続きを行わずに増築している

大きな吹き抜けがある

室内の床が傾いている

屋根には重い建材を使用している

過去に大きな災害に見舞われたことがある

壁の量が少ない
（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

自分で見つける危険な症状

一つでも該当する項目があれば、専門家に相談しましょう。

10の耐震チェックポイント

　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。
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車の維持費は年間で
どのくらいかかりますか？

　使う用途や車種によって違いはありますが、車の維持
費は大きく4つに分類されます。ガソリンなどの燃料費、
定期点検・車検、部品、消耗品などのメンテナンス費、年
間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
　他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えられ
ますので、車を購入する前には、これらも併せて考慮する
ことが大切です。

車種によって支払う税金に
違いはありますか？

　平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配慮した度合いに
よって、車種や車齢ごとに異なる税額となる「グリーン税制」が実施され
ています。
　これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車などは、新車購入
時にかかる税率が大幅に軽減されています。一方で一定の車齢を越え
たディーゼル車などに対しては、増税もあります。
　細かな基準と条件がありますので、しっかり確認しておきましょう。

自動車リサイクル法って何？

　自動車リサイクル法とは、エアコンなどで使用される
フロン類や、エアバッグ、シュレッダーダスト類について、
自動車メーカーが環境保護を目的に廃棄車輌のリサイク
ル・処理義務を負うことです。これにより、自動車の所有
者はリサイクル料金を新車購入時、または検査時に負担
し、使用済みになった車を登録引取業者に引き渡すこと
になります。
　そのため、メーカー各社はリサイクル性の高い自動車
の開発や、技術の向上に力を入れております。

エコカーって何？

　環境に優しい車を総称してエコロジーカー、略してエコカーと呼んで
います。
　エコカーにはいくつか種類があり、低燃費車やガソリンとは違った燃
料（バイオ燃料・電気など）で走る車などがあります。
　最近話題を呼んでいるハイブリッドカーは状況に応じてエンジンと
電動モーターを切り替えて走行する事により低燃費、低排出ガスを実
現しています。
　現在、燃費基準適合車を対象にその環境性能に応じて自動車取得
税・自動車重量税・自動車税が減税・免税されるということもあり、広く
注目を集めています。

車のことＱ＆Ａ車のことＱ＆Ａ

　日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。「ちょっと
変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。

愛車の健康法万一に備えて住まいの講座 リフォームの基礎知識

POINT.2 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。

POINT.1 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。

　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。

あなたのお家は大丈夫?

耐震チェック
　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。

昭和56年度以前の建物である
(現在の耐震基準を満たしていない可能性があります)

基礎にひび割れがある

地盤が危険だと感じる

基礎が鉄筋コンクリ一卜造ではない

必要な手続きを行わずに増築している

大きな吹き抜けがある

室内の床が傾いている

屋根には重い建材を使用している

過去に大きな災害に見舞われたことがある

壁の量が少ない
（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

自分で見つける危険な症状

一つでも該当する項目があれば、専門家に相談しましょう。

10の耐震チェックポイント

　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。
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ここは有料広告掲載ページです株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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