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医療マップ ［北・中部］ 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。

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

正しい薬の使い方

● 病状、アレルギーの有無、妊娠の有無
　を伝える。
●ほかに飲んでいる薬があれば伝える。
　薬の飲み合わせ（相互作用）によって、
　副作用が出る場合があります。漢方薬
　も含めて2種類以上の薬を使用すると
　きは、自己判断せず、必ず医師や薬剤
　師に相談しましょう。

薬をもらうとき
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医療マップ ［南部］ 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！

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

160
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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。

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

3
STEP

3

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。

マイホームづくりの進め方とポイント
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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。

マイホームづくりの進め方とポイント
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住まいの基礎知識 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。

エコで快適

　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＋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

エコ リフォームで快適で地球にやさしい暮らし
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住まいの基礎知識 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。

リフォームの進め方とポイント

具体的な
計画をたてる

・ 時期、期間は？
・ 予算は？

　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。

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？

着 工

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？
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住まいの基礎知識 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。

バリアフリーリフォームへの
基本ポイント

水まわりをバリアフリーへリフォーム

移動を変える
　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！

リフォームのヒント

　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

リフォームのヒント
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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！

リフォームのヒント

　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

リフォームのヒント
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住まいの基礎知識 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。

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。

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

❶ 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）

❷ 基礎にひび割れがある

❸ 地盤が危険だと感じる

❹ 基礎が鉄筋コンクリート造ではない

❺ 必要な手続きを行わずに増築している

□

□
□
□
□

❻ 大きな吹き抜けがある

❼ 室内の床が傾いている

❽ 屋根には重い建材を使用している

❾ 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）

□
□
□
□
□

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!

　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

リフォームのヒント
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住まいの基礎知識 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。

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。

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

❶ 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）

❷ 基礎にひび割れがある

❸ 地盤が危険だと感じる

❹ 基礎が鉄筋コンクリート造ではない

❺ 必要な手続きを行わずに増築している

□

□
□
□
□

❻ 大きな吹き抜けがある

❼ 室内の床が傾いている

❽ 屋根には重い建材を使用している

❾ 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）

□
□
□
□
□

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!

　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

リフォームのヒント
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葬儀とお墓とお仏壇について 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。

　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。

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

知っておきたいお墓の種類

※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。
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葬儀とお墓とお仏壇について 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。

　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。

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

知っておきたいお墓の種類

※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。
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愛車の健康法 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。

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。

　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。

　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。

　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。

　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？

排気ガスで健康チェックを

タイヤ点検

ランプはこまめに点検を

エンジンの点検は耳でもできる

燃費チェックで健康診断
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愛車の健康法 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。

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。

　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。

　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。

　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。

　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？

排気ガスで健康チェックを

タイヤ点検

ランプはこまめに点検を

エンジンの点検は耳でもできる

燃費チェックで健康診断
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宇治市グルメガイド 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。

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。

　売買などによって土地や建物の所有権や抵当権など不動産に関す
る権利を取得した場合は、その旨の登記をしなければ、法律上、売買
の当事者以外の第三者に対してその権利を取得したことを主張する

ことができません（民法第177条）。そのため、所有権や抵当権などの不動産に関
する権利を取得した場合は、登記の申請をして権利を守る必要があります。
　また、建物を新築した場合には、所有者は１か月以内に建物の表題登記を申請
しなければならないなど、不動産の表示に関する一定の種類の登記については、
所有者等に登記の申請義務が課せられています。

なぜ登記しなければならないのですか？

知っておきたい

日本司法書士会連合会ホームページ
https://www.shiho-shoshi.or.jp

日本土地家屋調査士会連合会ホームページ
https://www.chosashi.or.jp 法務局ホームページより転載

不動産のQ&A

Q1Q1

A1A1

　所有権の移転など権利に関する登記の申請は、原則として登記権
利者と登記義務者が共同してしなければなりません。登記権利者と
は、登記をすることによって登記上直接利益を受ける者で、登記義務

者とは、登記をすることによって登記上直接不利益を受ける者です。
　土地の売買を例にすると、買主は売主から所有権の移転の登記を受けて登記
簿上の権利を取得するという利益を得ますので、登記権利者となります。一方、売
主は買主に所有権を移転する登記をして登記簿上の権利を喪失するという不利益
を受けるので登記義務者となります。
　なお、例外として、表示に関する登記については所有者などが、判決又は相続に
よる登記などについては登記権利者が、それぞれ単独で申請することができます。

登記の申請は誰がするのですか？Q2Q2

A2A2

登記の申請は誰がしなければ
ならないのですか？

地産地消とは？
「地産地消」って聞いたことありますか。「ちさんちしょう」と読み「地元で生産
されたものを地元で消費する」という意味です。産地から消費地の距離が短
い地場の食材を購入することは、輸送に使われるエネルギーを大きく減らす
ことができます。加えて、消費者にとっても新鮮で安心感のある食材が入手で
き、地場農業の活性化、食料自給率の向上などの効果も期待されます。

地元
の食材を選んで地産地消
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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。

　売買などによって土地や建物の所有権や抵当権など不動産に関す
る権利を取得した場合は、その旨の登記をしなければ、法律上、売買
の当事者以外の第三者に対してその権利を取得したことを主張する

ことができません（民法第177条）。そのため、所有権や抵当権などの不動産に関
する権利を取得した場合は、登記の申請をして権利を守る必要があります。
　また、建物を新築した場合には、所有者は１か月以内に建物の表題登記を申請
しなければならないなど、不動産の表示に関する一定の種類の登記については、
所有者等に登記の申請義務が課せられています。

なぜ登記しなければならないのですか？

知っておきたい

日本司法書士会連合会ホームページ
https://www.shiho-shoshi.or.jp

日本土地家屋調査士会連合会ホームページ
https://www.chosashi.or.jp 法務局ホームページより転載

不動産のQ&A

Q1Q1

A1A1

　所有権の移転など権利に関する登記の申請は、原則として登記権
利者と登記義務者が共同してしなければなりません。登記権利者と
は、登記をすることによって登記上直接利益を受ける者で、登記義務

者とは、登記をすることによって登記上直接不利益を受ける者です。
　土地の売買を例にすると、買主は売主から所有権の移転の登記を受けて登記
簿上の権利を取得するという利益を得ますので、登記権利者となります。一方、売
主は買主に所有権を移転する登記をして登記簿上の権利を喪失するという不利益
を受けるので登記義務者となります。
　なお、例外として、表示に関する登記については所有者などが、判決又は相続に
よる登記などについては登記権利者が、それぞれ単独で申請することができます。

登記の申請は誰がするのですか？Q2Q2

A2A2

登記の申請は誰がしなければ
ならないのですか？

地産地消とは？
「地産地消」って聞いたことありますか。「ちさんちしょう」と読み「地元で生産
されたものを地元で消費する」という意味です。産地から消費地の距離が短
い地場の食材を購入することは、輸送に使われるエネルギーを大きく減らす
ことができます。加えて、消費者にとっても新鮮で安心感のある食材が入手で
き、地場農業の活性化、食料自給率の向上などの効果も期待されます。

地元
の食材を選んで地産地消
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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。

直接の原因はウイルス原　因

●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。

風邪のウイルスを寄せつけない予防法

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。

肩や首がこる

姿勢の悪さや血行不良原　因

●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。

筋肉を緊張させない工夫を予防法

●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

筋肉をほぐし、血行をよくする改善法

手足が冷える

運動不足やストレス原　因

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予防法

血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ

血行改善と自律神経の正常化改善法

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。

風　邪

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。

運動不足チェック（40代基準）

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

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

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

日常生活の中のチェックポイント

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。

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。

目が疲れる

パソコンや読書による目の使いすぎ原　因

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。

●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）

姿勢を正してときどきの休息を予防法

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。

便　秘

腸の調子を狂わせる生活習慣原　因

●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
●下腹部のマッサージで腸の動きを助ける
●便意を感じたらがまんしない
●バランスのよい食事をする
●できるだけ体を動かす
●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

便秘解消のポイント予防法

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。

①即効性のあるこめかみへの刺激

③目にいい食べ物

改善法

②ツボマッサージ

偏頭痛
緊張型頭痛

●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。

頭　痛

偏頭痛

頭痛の種類

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。

側頭部がズキンズキン痛む症　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

緊張型頭痛

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。

しめつけられるように痛む症　状

●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

リラックスして血行をよくする改善法

【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」

健康チェックと元気法 HEALTH CHECK AND WELLNESS 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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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。

直接の原因はウイルス原　因

●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。

風邪のウイルスを寄せつけない予防法

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。

肩や首がこる

姿勢の悪さや血行不良原　因

●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。

筋肉を緊張させない工夫を予防法

●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

筋肉をほぐし、血行をよくする改善法

手足が冷える

運動不足やストレス原　因

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予防法

血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ

血行改善と自律神経の正常化改善法

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。

風　邪

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。

運動不足チェック（40代基準）

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

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

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

日常生活の中のチェックポイント

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。

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。

目が疲れる

パソコンや読書による目の使いすぎ原　因

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。

●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）

姿勢を正してときどきの休息を予防法

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。

便　秘

腸の調子を狂わせる生活習慣原　因

●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
●下腹部のマッサージで腸の動きを助ける
●便意を感じたらがまんしない
●バランスのよい食事をする
●できるだけ体を動かす
●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

便秘解消のポイント予防法

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。

①即効性のあるこめかみへの刺激

③目にいい食べ物

改善法

②ツボマッサージ

偏頭痛
緊張型頭痛

●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。

頭　痛

偏頭痛

頭痛の種類

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。

側頭部がズキンズキン痛む症　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

緊張型頭痛

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。

しめつけられるように痛む症　状

●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

リラックスして血行をよくする改善法

【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」

健康チェックと元気法 HEALTH CHECK AND WELLNESS 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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自分の色＝イメージにあった部屋を作りたい。
そんな想いから「wagairo」は誕生しました。
毎日帰ってくるのが楽しくなるお家作りをコンセプトに

“ 上質でおしゃれなモノ。 ”
“ おうちでリラックスできるモノ。 ”
“ 使っていて楽しくなるモノ。 ”
“ ひとに優しいナチュラルなモノ。 ”
を厳選したインテリアのセレクトショップです。
ちょっとした普段の生活にオシャレ感をプラス。
きっと毎日が楽しい“wagairolife”の始まりです。

〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3-15
TEL：06-6766-3361　FAX：06-6766-3345

■営業時間/平日（月曜～金曜） 9:00～17:00
■定休日/土日祝、GW、夏季休暇、年末年始

運営会社：株式会社サイネックス

寝 具  |  クッション  |  雑 貨
キッチン  |  収 納  |  テーブル

照 明  |  ダストボックス  |  etc…

送料無料で全国にお届けいたします。
ご注文はこちらから
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　「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4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。

■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。

令和5年2月発行

宇治市／株式会社サイネックス

株式会社サイネックス
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

TEL.06-6766-3333（大代表）

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

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

※掲載している広告は、令和4年11月現在の情報です。

発　　行

制　　作

広告販売

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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