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医療マップ（北部）11
このページは有料広告ページです。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

歯周病予防

歯周病を予防するには、丁寧な歯磨きで
歯垢を除去し、歯ぐきをブラッシングする
ことが基本です。血液とリンパ液の流れ
がよくなり、自然治癒力が高まるため、初
期の歯周病なら数ヶ月間毎日しっかりブ
ラッシングすれば歯ぐきは回復します。

歯磨きと歯ぐきブラッシングが基本
食べ物をよく噛んで食べると歯の細菌は落
とされ、唾液がたくさん出て食べカスも洗
い流されるという自浄作用が働くほか、歯
とあごの骨も丈夫になります。また喫煙は
歯周病を悪化させる要素。喫煙する人は、
できるだけ禁煙したほうがいいでしょう。

しっかり噛む、禁煙する

気持ちよく眠りにつくために

お風呂は、ぬるめのお湯にゆっくりと
入って。寝つきの悪い人は、軽い読書や
マッサージ、音楽を聴いたり、神経を鎮め
る香りを利用するなど、「お休みの習慣」
を自分なりに工夫してみましょう。

寝る前にリラックスタイムをもとう

寝る前には、頭や体を興奮させる刺激を
避けましょう。熱いお風呂も、食事も就寝
の2時間前までにすませましょう。夕食後
に仕事や趣味に没頭することも、心身と
もに活動的な状態にして眠りにくくさせ
ます。覚醒作用のあるコーヒーやお茶は
5～6時間前から、
また、たばこも控え
ましょう。

寝る前には刺激を避ける

注意事項をチェック

　飲むタイミング（食後とか
食間など）、服用後の運転
は？、保管場所は？など細か
い注意事項があるはずです。

チェックポイント
くすりと上手につきあうために

効果チェック

　このくすりは何に効くの
か。当たり前のようで勝手な
自己判断をしてしまいがち
です。

チェックポイント
くすりと上手につきあうために
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医療マップ（中部）22
このページは有料広告ページです。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

くすりの名前をチェック

　くすりには製薬会社個別の「商品名」
とくすりの成分につけられた「一般名」
があります。両方を聞いておきましょ
う。服用期限もお忘れなく。

チェックポイント
くすりと上手につきあうために

「眠らなければ」と意気込むと、かえって
頭が冴えて寝つきを悪くしてしまいます。
眠れないときはいったん布団を出てリ
ラックスし、眠くなってか
らもう一度床につくよう
にしましょう。

気持ちよく眠りにつくために
眠くなってから床につく
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このページは有料広告ページです。
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。医療マップ（南部）33

心と体のリラクゼーション法

動物に触れる「アニマル・セラピー」は、
脈拍数や血圧が安定するなどの生理的
な効果に加え、元気が出る、リラックスす
るなど、心理面でも大きなメリットがある
とされています。犬、猫、うさぎ、小鳥など
のペットや、馬、イルカなどの動物と実際
に手でふれあうことで、心身ともにリラッ
クスできます。植物にふれることも精神
的な癒しリラクゼーション効果があると
注目されています。ガーデニングはもち
ろん、部屋に観葉植物をひとつ置くだけ
でも心がなごみます。

動物や植物に癒される

寝酒は睡眠薬代わりにはなりません。少
量なら麻酔作用で眠りやすくはなります
が、短時間で作用が切れ、目が覚めてし
まうことも。慣れると量が増えて精神的・
身体的問題が起こりやすくなります。ま
た、飲みすぎると翌朝に疲れが残るもと
になります。

気持ちよく眠りにつくために
寝酒は不眠の元
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マイホームづくりの
進め方とポイント住まいの基礎知識 11

情報収集し、
まずイメージを固めよう。

見積もりから契約まで、
納得いくまで確認しよう。

いよいよ着工、こまめなチェックと
配慮を忘れずに。

マイホームが完成！
入居前にも必ず確認を。

土地・施工依頼先の決定は
じっくり、しっかり。

　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、
必ず立ち会いましょう。検査が終了
すれば、いよいよ
入居となります。

　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。

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。

　土地や施工先が決まれば、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。

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。

STEP

2
STEP

2
STEP

1
STEP

1

STEP

3
STEP

3
STEP

4
STEP

4
STEP

5
STEP

5

このページは有料広告ページです。
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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このページは有料広告ページです。
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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　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。

　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。

太陽エネルギーの利用

エコで快適住まいの基礎知識 22
エコ＋リフォームで快適で地球にやさしい暮らし
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。

外壁及び窓などの断熱化

給湯設備 自然を取り入れる11

44

22 33

11

22

44

33

このページは有料広告ページです。
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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リフォームの
進め方とポイント住まいの基礎知識 33

具体的な計画をたてる

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。

STEP

1
STEP

1 事業者を決める～契約する

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。

STEP

3
STEP

3 着工後着 工
STEP

4
STEP

4

STEP

2
STEP

2

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。

・時期、期間は？
・予算は？

・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？

・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？

・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

POINTPOINT

POINT

このページは有料広告ページです。
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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リフォームの
進め方とポイント住まいの基礎知識 33

具体的な計画をたてる

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。
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1
STEP
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しましょう。

STEP

3
STEP

3 着工後着 工
STEP

4
STEP

4

STEP

2
STEP

2

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。

・時期、期間は？
・予算は？

・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？

・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？

・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

POINTPOINT

POINT

このページは有料広告ページです。
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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バリアフリーリフォームへの
基本ポイント住まいの基礎知識 44

STEP1STEP1 STEP2STEP2 STEP3STEP3

水まわりをバリアフリーへリフォーム

リフォームのヒント

移動を変える

POINT

　トイレや浴室、洗面所までの移動
距離を短くし、何度も曲がらないよう
に単純な動線にすること、簡単に移動
できるように廊下や出入り口に配慮
が必要です。

　無理な姿勢をとらなくていいよう
に楽に動けるスペースを確保し、動き
やすさに重視すること。介助等が必要
な場合は、2人以上の大人が動ける
スペースを確保しましょう。

　床の高さを敷居に合わせる、敷居
を下げる等して、つまづきによる転倒
事故を防止しましょう。大きな段差
がある所では、手すりを設置すること
で昇り降りが楽になります。

スペースの確保 段差の解消

トイレ キッチン浴 室 洗面化粧室
・動きやすい洗面化粧室！
・手すりをうまく設置！
・使いやすい洗面器の
   設置！

・動きやすいトイレ！
・出入りをスムーズに！
・手すりをうまく設置！
・さわやかな空間！

・動きやすいキッチン！
・ゆとりのあるキッチン！
・使いやすいキッチン！

・動きやすい浴室！
・手すりをうまく設置！
・浴室の段差をなくす！
・安全に使える浴槽や
  シャワーの設置！

このページは有料広告ページです。
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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バリアフリーリフォームへの
基本ポイント住まいの基礎知識 44
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・手すりをうまく設置！
・浴室の段差をなくす！
・安全に使える浴槽や
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このページは有料広告ページです。
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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自分で見つける
危険な症状住まいの基礎知識 55

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。

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。

あなたのお家は大丈夫？

耐震チェック

10の耐震チェックポイント

1 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）

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
　　 （見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）

□
□
□
□
□

このページは有料広告ページです。
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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自分で見つける
危険な症状住まいの基礎知識 55

一つでも該当する項目があれば、
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このページは有料広告ページです。
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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※詳しくは建材メーカーや専門業者にお問い合わせください。

リフォームの
ヒント住まいの基礎知識 66

窓のリフォーム

※詳しくは建材メーカーや専門業者にお問い合わせください。

　窓は住宅の中でもっとも熱が逃げやすい場所。ちょっとの工夫で高い断熱効果を
えられる場所でもあります。方法は様々ですが、いくつかご紹介します。

カーテンボックスを
つけ、床に届くくらいの
長さにするのが効果的。

単板ガラスのサッシに
アタッチメントを付け、
複層ガラスにします。

屋内にサッシを
取り付け、二重窓に
します。

アルミサッシを
プラスチックなど
熱伝導率の低い素材に
変えます。

ガラス面にフィルムを
貼り、熱を通しにくく
します。

複層ガラス 後付けサッシ 断熱サッシフィルム
安い

やや良い
￥
断熱性能

ふつう

やや良い
￥
断熱性能

ふつう

良い
￥
断熱性能

ふつう

非常に良い
￥
断熱性能

高価

非常に良い
￥
断熱性能

厚手のカーテン

ちょっとの工夫でより快適に!

このページは有料広告ページです。
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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このページは有料広告ページです。
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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リフォームの
ヒント住まいの基礎知識 77

このページは有料広告ページです。
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

　介護保険制度では、「要支援1～2」
や「要介護1～5」と認定された方が、
自宅で生活をしやすい住環境にするた
めの手すりの取り付けや段差解消など
の、住宅改修に対して費用が支給され
ます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者
向けや障がい者向けに住宅改修に助
成金を支給しているところもあります。
工事をお考えの際には事前に自治体
に相談してみると良いでしょう。

住まいの整備に関する
補助金11

　バリアフリー住宅は、お年寄りや障
がいを抱えている方でも住みやすい生
活をおくれる住宅のことです。床の段
差をなくしたり、階段に手すりを取り
付けるなどいつまでも安全で暮らしや
すい家で子どもから高齢のご両親まで、
みんなが居心地よく住めることが重要
です。

バリアフリー住宅22
　室内の床や壁、柱、家具などの木製
品は、多くは何らかの塗装がされてい
ます。特に大量生産の製品はそのほと
んどに化学塗料が使われています。
　近年、シックハウス症候群の原因と
なる、化学物質による室内の空気汚染
が問題視されています。お子さんやご
家族がアレルギー体質なら業者にまず
相談する必要があるでしょう。

自然塗料33

補助金
￥￥
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リフォームの
ヒント住まいの基礎知識 77

このページは有料広告ページです。
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

　介護保険制度では、「要支援1～2」
や「要介護1～5」と認定された方が、
自宅で生活をしやすい住環境にするた
めの手すりの取り付けや段差解消など
の、住宅改修に対して費用が支給され
ます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者
向けや障がい者向けに住宅改修に助
成金を支給しているところもあります。
工事をお考えの際には事前に自治体
に相談してみると良いでしょう。

住まいの整備に関する
補助金11

　バリアフリー住宅は、お年寄りや障
がいを抱えている方でも住みやすい生
活をおくれる住宅のことです。床の段
差をなくしたり、階段に手すりを取り
付けるなどいつまでも安全で暮らしや
すい家で子どもから高齢のご両親まで、
みんなが居心地よく住めることが重要
です。

バリアフリー住宅22
　室内の床や壁、柱、家具などの木製
品は、多くは何らかの塗装がされてい
ます。特に大量生産の製品はそのほと
んどに化学塗料が使われています。
　近年、シックハウス症候群の原因と
なる、化学物質による室内の空気汚染
が問題視されています。お子さんやご
家族がアレルギー体質なら業者にまず
相談する必要があるでしょう。

自然塗料33

補助金
￥￥
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葬儀とお墓とお仏壇について

故人を悼み、遺族への哀悼を表すために必ず焼香が行われる
仏教に対して、神道では故人の霊が子孫を守る守護神となる
儀式であると考え、葬儀以降の儀式にも「祭」がつきます。死を
「故人を神のみもとへ送る」とされるキリスト教では、祈りは
神に捧げるもので、葬儀は遺族を慰め、励ますために行われ
ます。このように宗教によって葬儀の行い方にも異なったルー
ルがあることを知っておきましょう。

お墓には、霊園や寺院に見られるような「墓石」のほかに
「納骨堂形式」もあります。墓石には和型、洋型、和洋折衷型、
オリジナルのデザイン墓石などがありますが、これらは宗派
や故人、家族の考えによって選ばれるものです。納骨堂はもと
もと墓ができるまで遺骨を預かる場所でしたが、最近では墓
地を持たない人も増えているので、納骨堂そのものが永代納骨、
永代供養のシステムをとるようになってきました。ロッカー形式
や棚式など形態はさまざま。墓所と同様に永代使用料を払いま
すが、より安価です。法要も行えます。

宗教別

仏　教 焼香・線香・
数珠

御仏前・御霊前
御香典・御供物料

神　道 玉串奉奠・
手水

御榊料・玉串料
御神饌料・御霊前

キリスト教 献花 御花料・御ミサ料
御霊前

無宗教 献花など 御花料・御霊前
などが無難

拝礼の方法 不祝儀袋 不祝儀袋の書き方

白黒や双銀の結び
切りで、のしはつけ
ない。

双白や双銀の結び
切りで、のしはつけ
ない。

水引、のしはつけな
い。白封筒か十字
架やユリの花が描
かれた不祝儀袋。

白黒の結び切りで、
のしはつけない。

最も標準的な形の
お墓です。竿石の下
に上台石、下台石を
重ねた形が多く見ら
れます。

和 型

現在の和型墓石が広
く普及する以前に多
く作られた、供養塔
の形をしたお墓です。

和型供養塔

芝生墓地やガーデ
ニング霊園などの
増加とともに、西洋
風のお墓も増えてき
ました。

洋 型

故人の趣味や個性
を反映したオリジナ
ルのデザインのお墓
を選ぶ方も増えてい
ます。

デザイン墓石

お仏壇を購入するのに
いい日にちってありますか？

「思い立ったが吉日」という言葉
にもあるように、お仏壇を購入ま
たは買替えるのに、良い日・悪い
日というのはありません。

どんなお仏壇を
購入すればいいですか？

宗派・地域によりおまつりする
お仏壇に違いがあります。それを
踏まえた上で、おまつりする場所
にあった大きさ、デザイン、色、材質
などで選ばれるとよいでしょう。

お仏具とお供えものは、
どんなものが必要ですか？

仏具とは、お仏壇を飾り、毎日
お供えするご飯、花やお茶、果物
などをお供えする用具、器などを
さします。宗派により用いる仏具
が異なります。

※掲載の記事に関しましては、一般的な様式を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

知っておきたい葬儀のマナー

知っておきたい仏壇・仏具の知識

服装のマナー

知っておきたいお墓の種類

このページは有料広告ページです。
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

■一般的に、葬儀に参列する際の服装は、結婚やお祝い事とは逆に
「派手なものを避け、地味に徹する」ことにあります。
■仕事帰りなどの場合、わざわざ喪服に着替える必要はありません。
ただしアクセサリーなどは外します。

■男性は、白シャツ・黒のスーツ・黒ネクタイ・黒い靴。
■女性は、黒のフォーマルウェア・肌の露出の少ない黒や紺のワン
ピース・黒い靴。

■アクセサリーを身につけるとしたら真珠にしましょう。ネックレス
は一連のものを。
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ルがあることを知っておきましょう。

お墓には、霊園や寺院に見られるような「墓石」のほかに
「納骨堂形式」もあります。墓石には和型、洋型、和洋折衷型、
オリジナルのデザイン墓石などがありますが、これらは宗派
や故人、家族の考えによって選ばれるものです。納骨堂はもと
もと墓ができるまで遺骨を預かる場所でしたが、最近では墓
地を持たない人も増えているので、納骨堂そのものが永代納骨、
永代供養のシステムをとるようになってきました。ロッカー形式
や棚式など形態はさまざま。墓所と同様に永代使用料を払いま
すが、より安価です。法要も行えます。

宗教別

仏　教 焼香・線香・
数珠

御仏前・御霊前
御香典・御供物料

神　道 玉串奉奠・
手水

御榊料・玉串料
御神饌料・御霊前

キリスト教 献花 御花料・御ミサ料
御霊前

無宗教 献花など 御花料・御霊前
などが無難

拝礼の方法 不祝儀袋 不祝儀袋の書き方

白黒や双銀の結び
切りで、のしはつけ
ない。

双白や双銀の結び
切りで、のしはつけ
ない。

水引、のしはつけな
い。白封筒か十字
架やユリの花が描
かれた不祝儀袋。

白黒の結び切りで、
のしはつけない。

最も標準的な形の
お墓です。竿石の下
に上台石、下台石を
重ねた形が多く見ら
れます。

和 型

現在の和型墓石が広
く普及する以前に多
く作られた、供養塔
の形をしたお墓です。

和型供養塔

芝生墓地やガーデ
ニング霊園などの
増加とともに、西洋
風のお墓も増えてき
ました。

洋 型

故人の趣味や個性
を反映したオリジナ
ルのデザインのお墓
を選ぶ方も増えてい
ます。

デザイン墓石

お仏壇を購入するのに
いい日にちってありますか？

「思い立ったが吉日」という言葉
にもあるように、お仏壇を購入ま
たは買替えるのに、良い日・悪い
日というのはありません。

どんなお仏壇を
購入すればいいですか？

宗派・地域によりおまつりする
お仏壇に違いがあります。それを
踏まえた上で、おまつりする場所
にあった大きさ、デザイン、色、材質
などで選ばれるとよいでしょう。

お仏具とお供えものは、
どんなものが必要ですか？

仏具とは、お仏壇を飾り、毎日
お供えするご飯、花やお茶、果物
などをお供えする用具、器などを
さします。宗派により用いる仏具
が異なります。

※掲載の記事に関しましては、一般的な様式を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

知っておきたい葬儀のマナー

知っておきたい仏壇・仏具の知識

服装のマナー

知っておきたいお墓の種類

このページは有料広告ページです。
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

■一般的に、葬儀に参列する際の服装は、結婚やお祝い事とは逆に
「派手なものを避け、地味に徹する」ことにあります。
■仕事帰りなどの場合、わざわざ喪服に着替える必要はありません。
ただしアクセサリーなどは外します。

■男性は、白シャツ・黒のスーツ・黒ネクタイ・黒い靴。
■女性は、黒のフォーマルウェア・肌の露出の少ない黒や紺のワン
ピース・黒い靴。

■アクセサリーを身につけるとしたら真珠にしましょう。ネックレス
は一連のものを。
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愛車の健康法

車のチェックポイント 車検のこと Q&A

国土交通省HP｢自動車検査・登録ガイド｣
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/question/index.htm）より加工・編集して作成

　自家用乗用車の有効期間
は、新車から3年目に初回の
検査、以後2年ごとに実施さ
れており、自動車先進国であ
る欧米とほぼ同じ周期。日本
と各国の交通事情や交通安全
対策の違いを考えても、ほぼ
同様といえるでしょう。

Ｑ
Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

　ユーザーが自分で検査を受
けることを指します。検査には、
自動車整備工場（認証工場）
やいわゆる民間車検場（指定
整備工場）に委託する方法
とユーザー自身が自動車を
国の検査場にもっていき検査
を受ける方法があります。
検査が不合格になれば、
ユーザー自身が点検整備を
やり直して再度検査を受け
るか、指定整備工場等で整備
して検査を受けることが必要
です。

Ｑ

　ユーザーの利便と行政事務
の簡素化のために、検査時
には、自動車重量税の徴収と
自動車損害賠償責任保険の
確認及び自動車税の納付確
認を行っています。

Ｑ
　検査は保証ではありません。
検査は、その時点で自動車が
安全・環境基準に適合してい
るか否かを判断しているもの。
今後2年間の安全を保証する
わけではありません。自動車
はあくまで動く機械ですから
機能の劣化や摩耗等は避け
られないのです。したがっ
て、検査と検査の間の安全管
理は自己責任、つまり使用者
の点検整備によって保たれな
ければなりません。

Ｑ

エンジンオイルの交換は定期的に

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能
が低下します。交換時期はエンジンの
状態や使用状況によって異なりますが、
一般的に5,000～10,000km経過時
（走行距離が少ない場合でも６ヶ月～
1年ごと）と言われています。オイルの
グレードによって交換時期が定められ
ているので、状況に合わせ、早めに交換
しましょう。

エンジンの点検は耳でもできる

水温計などの計器でエンジンの異常
を確認する事は出来ますが、エンジン
から普段と違う音がしないかどうかで
も確認は出来ます。ガラガラ・キュー
キューというような音がしたらすぐに
点検しましょう。

ランプはこまめに点検を

　車のランプ類はドライバーが状況を
確認する他に、周りに対して意思表示
を伝える役割もあります。安全に走行
するために、日頃から故障しているラン
プが無いか点検
しましょう。

燃費チェックで健康診断

普段からガソリンを入れた時には燃費
を調べて、燃費の変化に注意しましょう。
燃費が悪くなった
ように感じたら点
検しましょう。

排気ガスで健康チェックを

　エンジンをかけたら排気ガスを
チェックしましょう。無色のはずの排気
ガスが黒ずんでいるなど、普段と異な
る状態を発見したら早めに整備工場
に相談しま
しょう。

タイヤ点検

タイヤは、唯一路面と接して重い
車重を支えている、負担の大きなパーツ
です。ドライブに出
かける前に、タイヤ
の寿命や溝の有無、
空気圧などチェッ
クしましょう。

日本の自動車検査証の
有効期間が短いのは
なぜですか？

「ユーザー車検」って、
どういうことですか？

検査1年後で故障。
2年間保証じゃないの？

検査のときに税金を
払うのは何故ですか？

このページは有料広告ページです。
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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愛車の健康法

車のチェックポイント 車検のこと Q&A

国土交通省HP｢自動車検査・登録ガイド｣
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/question/index.htm）より加工・編集して作成

　自家用乗用車の有効期間
は、新車から3年目に初回の
検査、以後2年ごとに実施さ
れており、自動車先進国であ
る欧米とほぼ同じ周期。日本
と各国の交通事情や交通安全
対策の違いを考えても、ほぼ
同様といえるでしょう。

Ｑ
Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

　ユーザーが自分で検査を受
けることを指します。検査には、
自動車整備工場（認証工場）
やいわゆる民間車検場（指定
整備工場）に委託する方法
とユーザー自身が自動車を
国の検査場にもっていき検査
を受ける方法があります。
検査が不合格になれば、
ユーザー自身が点検整備を
やり直して再度検査を受け
るか、指定整備工場等で整備
して検査を受けることが必要
です。

Ｑ

　ユーザーの利便と行政事務
の簡素化のために、検査時
には、自動車重量税の徴収と
自動車損害賠償責任保険の
確認及び自動車税の納付確
認を行っています。

Ｑ
　検査は保証ではありません。
検査は、その時点で自動車が
安全・環境基準に適合してい
るか否かを判断しているもの。
今後2年間の安全を保証する
わけではありません。自動車
はあくまで動く機械ですから
機能の劣化や摩耗等は避け
られないのです。したがっ
て、検査と検査の間の安全管
理は自己責任、つまり使用者
の点検整備によって保たれな
ければなりません。

Ｑ

エンジンオイルの交換は定期的に

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能
が低下します。交換時期はエンジンの
状態や使用状況によって異なりますが、
一般的に5,000～10,000km経過時
（走行距離が少ない場合でも６ヶ月～
1年ごと）と言われています。オイルの
グレードによって交換時期が定められ
ているので、状況に合わせ、早めに交換
しましょう。

エンジンの点検は耳でもできる

水温計などの計器でエンジンの異常
を確認する事は出来ますが、エンジン
から普段と違う音がしないかどうかで
も確認は出来ます。ガラガラ・キュー
キューというような音がしたらすぐに
点検しましょう。

ランプはこまめに点検を

　車のランプ類はドライバーが状況を
確認する他に、周りに対して意思表示
を伝える役割もあります。安全に走行
するために、日頃から故障しているラン
プが無いか点検
しましょう。

燃費チェックで健康診断

普段からガソリンを入れた時には燃費
を調べて、燃費の変化に注意しましょう。
燃費が悪くなった
ように感じたら点
検しましょう。

排気ガスで健康チェックを

　エンジンをかけたら排気ガスを
チェックしましょう。無色のはずの排気
ガスが黒ずんでいるなど、普段と異な
る状態を発見したら早めに整備工場
に相談しま
しょう。

タイヤ点検

タイヤは、唯一路面と接して重い
車重を支えている、負担の大きなパーツ
です。ドライブに出
かける前に、タイヤ
の寿命や溝の有無、
空気圧などチェッ
クしましょう。

日本の自動車検査証の
有効期間が短いのは
なぜですか？

「ユーザー車検」って、
どういうことですか？

検査1年後で故障。
2年間保証じゃないの？

検査のときに税金を
払うのは何故ですか？

このページは有料広告ページです。
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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宇治市グルメガイド
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※混合ワクチンとして接種できる

宇治市グルメガイド
222

犬やねこの病気予防

犬
の
感
染
症

猫
の
感
染
症

病 名 原 因 予防法

病 名 原 因 予防法

狂犬病 ウイルス ワクチン

ジステンパ一※ ウイルス ワクチン

伝染性肝炎※  ウイルス ワクチン

レプトスピラ症※ 細菌 ワクチン

ケンネルコフ※ ウイルス ワクチン

パルボウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

犬コロナウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

犬フィラリア症 寄生虫 内服薬

猫汎白血球減少症※ ウイルス ワクチン

猫カリシウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

猫ウイルス性鼻気管炎※ ウイルス ワクチン

猫白血病ウイルス感染症 ウイルス ワクチン

猫フィラリア症 寄生虫 内服薬

このページは有料広告ページです。
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

　アニマル・セラピーという言葉があるくらい、ペットには「癒しの力｣があります。彼らは常に身近な存在で、けなげに
も人の役に立とうと懸命なのです。そんな愛くるしいペットの健康を守るためのポイントをいくつかご紹介します！

　一般的な病気に関しても、自分の健康を管理するように愛犬や
愛猫も毎日のチェックが大切です。

ノ
ミ
ア
レ
ル
ギ
ー
性
皮
膚
炎

外
耳
炎

口
内
炎

尿
道
結
石

フ
ィ
ラ
リ
ア
症

糖
尿
病

心
臓
疾
患

腎
臓
疾
患

膀
胱
炎

肺
水
腫

胃
腸
炎

嘔吐
下痢
排尿異常
食欲がない
ノドがよく乾く
せき･くしゃみ
口臭･口内のただれ
脱水症状
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　わが子のようにかわいい犬や猫だから、いつも元気でいてほしい
というのが、飼い主の願いでしょう。しかし彼らの命を脅かす感染症
のような恐ろしい病気もたくさんあります。現在はそのほとんどが、
ワクチン接種や薬で予防できるようになりました。ワクチン接種は
1年に1回、フィラリア予防薬は5月から12月まで、1ヶ月に1回投
与します。

～知って安心！予防のいろいろ～

ワクチン・薬で予防できる感染症

POINT
1

POINT
1 ペットに忍び寄る感染症は予防が第一 POINT

2
POINT
2 人間化するペットの病気に注意

　私たちの社会でよく耳にする生活習慣病。それが最近、愛犬や
愛猫の社会にも拡大しています。お菓子や人間の食事をたくさん
与えることで糖分や栄養を摂り過ぎ、糖尿病や肥満になったり、
運動不足やストレスから生活習慣病にかかるペットが増えてい
ます。大切なペットを守るためにも、生活環境を見直し、健康状態
の変化を再確認しましょう。

～ペットの健康を守るために～

簡単にできる健康チェック表

●…よく見られる ▲…たまに見られる

症状

考えられる
病気

E n j o y

y o u r m e a l !
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※混合ワクチンとして接種できる

宇治市グルメガイド
222

犬やねこの病気予防

犬
の
感
染
症

猫
の
感
染
症

病 名 原 因 予防法

病 名 原 因 予防法

狂犬病 ウイルス ワクチン

ジステンパ一※ ウイルス ワクチン

伝染性肝炎※  ウイルス ワクチン

レプトスピラ症※ 細菌 ワクチン

ケンネルコフ※ ウイルス ワクチン

パルボウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

犬コロナウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

犬フィラリア症 寄生虫 内服薬

猫汎白血球減少症※ ウイルス ワクチン

猫カリシウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

猫ウイルス性鼻気管炎※ ウイルス ワクチン

猫白血病ウイルス感染症 ウイルス ワクチン

猫フィラリア症 寄生虫 内服薬

このページは有料広告ページです。
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

　アニマル・セラピーという言葉があるくらい、ペットには「癒しの力｣があります。彼らは常に身近な存在で、けなげに
も人の役に立とうと懸命なのです。そんな愛くるしいペットの健康を守るためのポイントをいくつかご紹介します！

　一般的な病気に関しても、自分の健康を管理するように愛犬や
愛猫も毎日のチェックが大切です。
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　わが子のようにかわいい犬や猫だから、いつも元気でいてほしい
というのが、飼い主の願いでしょう。しかし彼らの命を脅かす感染症
のような恐ろしい病気もたくさんあります。現在はそのほとんどが、
ワクチン接種や薬で予防できるようになりました。ワクチン接種は
1年に1回、フィラリア予防薬は5月から12月まで、1ヶ月に1回投
与します。

～知って安心！予防のいろいろ～

ワクチン・薬で予防できる感染症

POINT
1

POINT
1 ペットに忍び寄る感染症は予防が第一 POINT

2
POINT
2 人間化するペットの病気に注意

　私たちの社会でよく耳にする生活習慣病。それが最近、愛犬や
愛猫の社会にも拡大しています。お菓子や人間の食事をたくさん
与えることで糖分や栄養を摂り過ぎ、糖尿病や肥満になったり、
運動不足やストレスから生活習慣病にかかるペットが増えてい
ます。大切なペットを守るためにも、生活環境を見直し、健康状態
の変化を再確認しましょう。

～ペットの健康を守るために～

簡単にできる健康チェック表

●…よく見られる ▲…たまに見られる

症状

考えられる
病気

E n j o y

y o u r m e a l !
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U j i  c i t y  l i f e  g u i d e b o o k

　「宇治市くらしの便利帳」は、宇治市にお住まいの皆様方へ、市の行政情報を
お届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的として発行いたしま
した。
　また、市民の皆様方に、より利便性の高い情報源としてご利用いただけるよう、
官民協働事業として宇治市と株式会社サイネックスとの共同発行としました。

　「宇治市くらしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆様のご協力により、
行政機関への設置はもとより、宇治市の皆様へ無償配付することができました。
あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「宇治市くらしの便利帳」に掲載の行政情報は、令和2年11月現在の情報
を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更される場合があります
ので、あらかじめご了承ください。行政情報の内容・手続き等で不明な場合は、
各担当課までお問い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用ください。
広告内容と生活ガイドについては株式会社サイネックスにお尋ねください。

編集後記

宇治市
〒611-8501 
京都府宇治市宇治琵琶33番地
TEL 0774-22-3141　
FAX 0774-20-8778

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発　　行

広告販売

株式会社サイネックス　京都支店
〒615-0022 京都府京都市右京区西院平町25
TEL 075-315-0085

令和3年2月発行

宇治市くらしの便利帳

株式会社サイネックス
〒542-0066 
大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13
TEL 06-6766-3346
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