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は じ め に

　平成20年に社団法人岡山県建築士会女性部会では、女性建築士による「リフォームの手引き」

を出版しました。

　その頃、岡山県消費生活センターの消費生活相談に弁護士と共に参加・協力したなかで、一

般の方々のリフォーム工事に対する知識不足や、建築工事の専門的な用語に加え、塗装や左官

などの様々な業種が関わる複雑な仕組みから、リフォーム工事で被害に遭う方が多かったこと

もわかってきました。一般の方に少しでも役に立てればとの思いから女性建築士による「リフォー

ムの手引き」は生まれました。

　発行から11年が経過し、インターネットの普及や、少子高齢化、地球温暖化の影響もあり、

一般の方のリフォームに対する取り組み方も変化しているように思います。

　現在は、インターネットでありとあらゆる情報が入手できる便利な時代になり、一般の方の

リフォームの知識も格段に向上しました。しかし働く女性として、生活者として、私たち女性

建築士だからこそできる提案があります。専門職として、設計・監理・施工、住まいのリフォー

ムや新築に携わる中での経験を生かして、安心安全・快適な住宅リフォーム、又子育てや介

護のための適切なリフォームのお手伝いができるのではないかと考え、「リフォームの手引き　

2019」を出版しました。

　本書の発刊にあたり、編集発刊にご尽力くださいましたすべての皆様に感謝とお礼を申し上げ、

ごあいさつとさせていただきます。

平成31年３月　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　岡山県建築士会女性部会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性部会部長　松葉　真美
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P.3 〜第１章
知っておこう

リフォームの基本

長く住み続けるには
メンテナンスも大切
なのよ！

リフォームを進めるためのチェック項目に沿って
失敗しないリフォームについて考えます。

自
分
た
ち
だ
け
で
考
え
ず
、

早
い
段
階
で
建
築
士
な
ど
の
専
門
家
に

関
わ
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
！

01
Ⅰ.目的をはっきりさせる 
Ⅱ.プランを考える 
Ⅲ.予算の総枠を決める
Ⅳ.依頼先を検討する
Ⅴ.見積りを取り、依頼先を決める

契約をするまでに
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章
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02
Ⅰ. 契約書を交わす
Ⅱ.契約内容
Ⅲ.アフターサービス等

契約をする 03
Ⅰ . 着工前にしておくこと
Ⅱ . 工事を始める
Ⅲ . 工事が完了したら

P.9 〜

04
Ⅰ . 住み続けるために

点検・手入れ

P.11 〜

着工前準備・工事・
完了後 
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01　契約をするまでに		-リフォームを進めるためのチェック項目-
Ⅰ.目的をはっきりさせる
「やりたいこと」を書き出す
家族で不満や希望を話し合い、リフォーム箇所など書き出します。

優先順位を決める
必要な工事、後回しでもよい工事、優先順位を決めておきます。

住まいの図面を探す
新築時や購入時の図面などを集めておきます。

Ⅱ.プランを考える
住まいの診断・総点検を考える
普段の生活の中で気付く住宅の自己診断に加え、専門家による建物診断で、リフォームの必要の
目安がわかります。

家族のライフサイクルを考える
進学・就職・定年など家族のライフサイクルに合わせ、リフォームの優先順位を考える。

専門家に相談することを考える
法規や構造の問題で、希望どおりのリフォームができない場合もあります。

Ⅲ.予算の総枠を決める
インターネットなどで工事費用の相場を検索し把握しておく。借入の可能性も含め、どの程度の
資金があるか確認します。

使える助成金がないか確認する
工事内容によって助成や税制優遇が受けられる場合があります。

予算計画にゆとりがあるか確認する
リフォーム工事は工事が始まって不具合が見つかる場合があります。想定外の追加費用がかかる
場合があります。
建物診断や建築確認申請など専門家がかかわる場合にも費用が発生します。
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Ⅳ . 依頼先を検討する
●今の家を建ててもらった施工業者
●住宅設備メーカー
●工務店　　　　　　　　　　　　　
●エネルギー供給業者
●リフォーム専門業者　●設計事務所
●大工・職人　　　　　●ホームセンター 
●ハウスメーカー　　　●不動産会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※数社で比較検討をし、総合的に判断しましょう
■業者選びのポイント
●専門的な知識と技術をもっているか
●会社の所在、実績が明らかな業者に実際の施工例を見せてもらう
●こちらの望むリフォームの内容が理解できるか
●安さやおまけを売りにしない
●信頼感がもてる相手か
●施工体制や保証内容など

消費者を守る	〝クーリング・オフ〟制度　

訪問販売による自宅での契約は、法定の契約書面を受け取った日から８日間以内なら特定商
取引法によって契約の解除（クーリング・オフ）ができます。
手続が複雑になるため、クーリング・オフ期間中は工事に着手させないようにしましょう。
また、契約しないから帰ってほしいと希望しているのに長時間にわたり居座るなど、強引な
勧誘により契約した場合は、消費者契約法によって取り消すことが可能です。
最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。

（岡山県消費生活センター　086-226-0999）
◆クーリング・オフの手続書類
クーリング・オフは書面で行うことが重要です。ハガキで通知
する場合は、｢配達記録郵便｣ で送付し、ハガキは表と裏のコピー
をとって保管しておきましょう。
また郵便局で、文章の内容を証明できる ｢内容証明郵便｣ を
利用するのが確実です。その際には、相手に配達したことを証
明できる ｢配達証明｣ をつけておくとよいでしょう。

※国民生活センターのホームページに、クーリング・オフ制度
　についての情報が掲載されています。

通知書

私は、貴社と次のリフォーム工事
契約をしましたが、解除します。

契約年月日　○○年○月○日
契約内容　　○○○工事
契約金額　　金○○万円
私が支払った金○○万円は返金
してください。

○○年○月○日
岡山県岡山市北区○○ 1-2-3
株式会社○○リフォーム

（○○　○○殿）
岡山県岡山市南区○○ 4-5-6
○○　○○

悪質業者に注意！
クーリング・オフとは
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01　契約をするまでに
Ⅰ . 目的をはっきりさせる　Ⅱ . プランを考える　Ⅲ . 予算の総枠を決める　Ⅳ . 依頼先を検討する



Ⅴ . 見積りを取り、依頼先を決める
見積り内容を確認する

㊟	これは工事請負契約書に添付される最終見積書をイメージしたもので、モデルケースとして作成したものです。
　	必ずしもそれぞれの地域の実務価格を反映したものではありません。

住宅リフォーム工事見積書の例
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１　住宅リフォーム工事見積書
見積書は小規模工事の場合でも必ず取りましょう。業者選定時の「概算見積書」と契約段階の「最
終見積書」の2段階で取りましょう。

２　使用材料
希望した銘柄、仕様のものが使われているかを確認しましょう。

床フローリング 銘柄　A社
仕様　○○○○○

同上貼手間

天井ビニールクロス 銘柄　B社
仕様　○○○○○

同上下地調整費

壁ビニールクロス 銘柄　C社
仕様　○○○○○

同上下地調整費
塗装工事 木部塗装

３　一式
極端に高い金額が「一式」にされている場合や、数量や単価を出せるものが、「一式」になっ
ている場合は工事内容が不明確のため要注意です。きちんと明細を確認しましょう。

４　諸経費
諸経費としてどのようなものが含まれるのか、確認しましょう。

5　解体・廃棄物処理費
廃棄物の処理方法や処理費用がきちんと含まれているか確認しましょう。

6　有効期限
見積書の有効期限は、通常は1か月程度です。あまり短い期間が書かれていたら、理由などを聞いて、
確認しましょう。

相談窓口（無料相談もあります）
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページ
住宅リフォーム見積チェックシステム　http://www.checkreform.jp/

ちょっと ワンポイント!
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01　契約をするまでに
Ⅴ . 見積りを取り、依頼先を決める



02　契約をする
Ⅰ .契約書を交わす

工事規模にかかわらず、きちんと書面で契約書を交わす

㊟	この契約書はあくまでモデルケースとして作成したものです。必ずしもそれぞれの地域の実務価格を反映したもの
　	ではありません。　
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Ⅱ . 契約内容
1　工事内容
図面や仕様書と相違ないかを確認しましょう。

2　工期
無理のない日程になっているか確認しましょう。工事期間のどのくらい前から片付けの
受け入れ準備が必要か確認しましょう。

3　請負者
事業者の電話番号や所在地などはしっかり確認しましょう。

4　請負金額
最終見積と相違ないか、別途費用が無いか確認しましょう。

5　住宅リフォーム工事打合せシート／同工事請負契約約款
見積書のほか、この２つの書類も必ず添付してもらいましょう。

6　支払方法
分割払いの場合、出来高に応じた支払条件か、前払いの場合、過度な前払い金になっ
ていないか確認しましょう。

Ⅲ . アフターサービス等
アフターサービス及び担保責任の確認しましょう。

（この記載がないこともあります）
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Ⅰ . 契約書を交わす　Ⅱ . 契約内容　Ⅲ . アフターサービス等
02　契約をする



03　着工前準備・工事・完了後
Ⅰ .着工前にしておくこと

・ご近所に挨拶をしましょう。
 
・マンションの場合は管理組合に連絡をしましょう。
 
・家財道具の移動整理・処分をしましょう。
 
・仮住まいが必要かどうか事前に確認をしましょう。

㊟	工事が始まってからの、外出の時のカギの保管や急な連絡の方法を決めておきましょう！

Ⅱ . 工事を始める
現場で契約どおりの工事か確認をする

・工程に沿って、施工担当者から報告を受けましょう。

・耐震改修など完成後には見えないところは現場で確認を行いましょう。

・疑問に思うところは気兼ねなく工事担当者に相談しましょう。

・気になるところは写真に撮っておきましょう。
 
工事の追加や変更が出た場合の対応をする

・変更や追加工事は金額面も含め、必ず図面と書面で確認しましょう。

・工事内容の変更は、工事作業者に直接言わず、工事担当者に伝えましょう。

㊟	変更や追加工事はそのたびに必ず互いに書面にして確認をしておきましょう！
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Ⅲ . 工事が完了したら
竣工検査を実施する
工事が契約どおりに行われているか工事担当者と一緒に確認しましょう。
手直し工事が必要な場合、補修内容のほか、残金の支払い時期についても相談しましょう。
暮らし始めてわかることもあるので、不具合があった場合の連絡先を確かめておきましょう。

機器の取り扱いの説明を受ける
シンクの設備機器や風呂の湯沸しの機器、トイレの便器、電気設備機器等常に新しい型が販売さ
れるので、引渡しの時には良く説明を受けましょう。マニュアルや保証書を大切に保管しておき
ましょう。

アフターサービスの確認をする
工事が終わった時には再度工事についてのアフターサービスを確認しておきましょう。

引き渡しを受け、工事代金を支払う
契約どおりの工事が完了したことを確認したら、引き渡し手続きを行いましょう。
書類を確認して保管しておきましょう。

※	年に一度は建物の健康診断をして、不具合を見つけたら早めに対処しましょう！

屋根・外壁・内装　目視チェック！

屋根・外壁　メンテナンス

設備・配管　メンテナンス

耐震

新築
▼ 5 年 10年 15年 20年

「住まいの管理手帳　戸建て編」　　　住宅金融普及協会
住宅金融普及協会のホームページ「住まいの管理手帳」のフォローアップコーナー
書式のダウンロード
住まいの定期点検・補修シート　自分でできる住まいの点検記録シート
施工業者一覧表　　建築業者・販売業者からのご注意消耗品等一覧表　　など
https://www.sumai-info.com/book_shop/follow_up13.html
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　Ⅰ . 着工前にしておくこと　Ⅱ . 工事を始める　Ⅲ . 工事が完了したら
03　着工前準備・工事・完了後　



04　点検・手入れ
Ⅰ .住み続けるために　

自分で定期的な点検手入れを行い住まいの状態をチェックしましょう
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業者に頼んで定期的な点検手入れを行い住まいの状態をチェックしましょう

※ P11・12 の表は一例です。下記のサイトを参考にしてください。

一般社団法人　住宅金融普及協会　https://www.sumai-info.com/
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　Ⅰ . 住み続けるために
04　点検・手入れ



第２章
心地いい

住まいをつくる

設
備
を
知
っ
て
快
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な
暮
ら
し
を

01
Ⅰ.設計計画
Ⅱ.キッチンのスタイル
Ⅲ.動線計画
Ⅳ.収納部分
Ⅴ.システムキッチンの高さ
Ⅵ.コンロの種類

P.15 〜

理想のキッチンを
手に入れる

どんなお家に
しようかしら？

リフォームを行う際には、建物の構造体の状況
や周辺状況により、設備配管の制限などを受け
る場合があるので、専門施工業者に現状を確認
してもらい計画を立てましょう。
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P.17 〜

02
Ⅰ.トイレ
Ⅱ.浴室
Ⅲ.洗面

快適なサニタリー 03
Ⅰ.光源としてのLED
Ⅱ.多灯分散照明
Ⅲ.部屋の広さと明るさ
Ⅳ.部屋別照明計画
Ⅴ.二世帯住宅にする場合の照明
　  計画

P.19 〜

灯りの選び方

04
Ⅰ.冷暖房設備
Ⅱ.換気設備
Ⅲ.給湯設備
Ⅳ.発電設備
Ⅴ.蓄電設備
Ⅵ.弱電設備
Ⅶ.配線設備
Ⅷ.その他

P.21 〜

設備の知識 05
Ⅰ.外壁
Ⅱ.屋根
Ⅲ.内壁
Ⅳ.床材
Ⅵ.断熱材
Ⅵ.建具
Ⅶ.シックハウス症候群の予防と
　  24時間換気

P.25 〜

仕上げ材について

06
Ⅰ.収納品を整理する
Ⅱ.我が家のリストを作成する
Ⅲ. 収納方法を考える

P.29 〜

収納の極意
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01　理想のキッチンを手に入れる
Ⅰ.設計計画

キッチンのリフォームの場合、生活の仕方から、設備、収納、動線、熱源等の機能を考えて使い
やすいキッチンを設計しなくてはいけません。
まずはキッチンのスタイルをイメージします。次に動線、設備、収納を計画して自分流のキッチ
ンをデザインしましょう。

Ⅱ.キッチンのスタイル

狭いスペースで調理と食事が可能です。
レンジフードも外壁面に排気を直接出せます。
食事中にもキッチン全体が見えるので、気持ちよく食事が進むよ
うにレイアウトには気配りが必要です。

調理台が島（アイランド）のように独立しています。
キッチンから家族の様子を見ながら調理でき、家族からもキッチ
ンが見渡せ、広々と感じます。
家族や仲間で料理を楽しむ人に向いています。
スペース的に広い面積を要します。
調理スペースが丸見えなので、片づけが苦手な人には不向きです。

流し台をダイニング方向に向けて、手元はカウンターを少し高く
して隠します。
家族と対話しながら作業ができ、シンクが隠れるので片付けが苦
手でも大丈夫です。
流しの上に吊り戸棚を設けずに天井はダイニングと続ける開放的
なタイプが人気です。
壁際に収納が多くとれ、作業動線も短くなります。

住宅設備の選定は、設計担当者と一緒にショールームへ行って検討するのが良いでしょう。
ショールームの価格は定価で、実際は値引きや工事費を含めての見積もりがでます。
最近では、1cm単位でオーダーできる流し台やユニットやユニットバスなどの設備もあります。

ちょっと ワンポイント!

オープンキッチン

アイランドキッチン

対面キッチン
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ワークトライアングル
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Ⅰ . 設計計画　Ⅱ . キッチンのスタイル　Ⅲ . 動線計画　Ⅳ . 収納部分　Ⅴ . システムキッチンの高さ　Ⅵ . コンロの種類
01　理想のキッチンを手に入れる

Ⅲ . 動線計画
作業をする時の使い勝の決め手は動線計画です。下のように
流れるとスムーズな動きとなります。　
　冷蔵庫・収納　→　シンク　→　調理台　→　コンロ→　配膳
冷蔵庫・シンク・コンロを結んだ三角形（ワークトライアングル）を
短くすると使いやすいです。
冷蔵庫のドアの開き方、レンジ、炊飯器等の位置も考慮します。

Ⅳ . 収納部分
シンクや食器棚は中に収納するものの大きさや重さや取り出し方で 開き扉にするか引出しにす
るかを計画します。キッチンで使うアイテムは多いので具体的に考えておきましょう。
・冷蔵庫　・電子レンジ　・炊飯ジャー　・ポット　・カセットコンロ　・ホットプレート
・まな板　・包丁　・洗剤　・水切りカゴ　・ゴミ箱　・ラップ　・ポリ袋　・土鍋
・コンセント（アース付コンセントも含めて）の配置も考慮します。
勝手口の近くに畳１帖程度の食品庫スペースがあると重宝します。ゴミ分別ボックス、ビールケー
ス、みかん、土もの野菜、大鍋の保管に便利です。

Ⅴ . システムキッチンの高さ
流し台（調理台）の高さは現在　標準的には85㎝が主流ですが、
80cm、90cmの規格もあります。その他の規格もあります。
高さの目安を出す計算方法は
　身長÷２＋５㎝　＝　流し台（調理台）の高さ
スリッパを履いた時のシンクの高さ、吊り戸棚の高さやレン
ジフードの高さも、ショールーム等で試してみましょう。

Ⅵ.コンロの種類（ガス	vs	IＨヒーター）
ガスコンロ
鍋の形状や材質を選びません。また安全装置の設置が義務づけられたので、消し忘れの心配はな
くなりました。最新のものは、温度設定、タイマー機能がついて使いやすくなっています。
災害時のライフラインが絶たれた場合を想定すると、プロパンガスは復旧が早いといえます。

ＩＨヒーター
鍋の種類を選ぶ必要があり低周波の電磁波が若干発生します。
しかし掃除がしやすく、電気料金は電力会社のホームページ等で簡単にシミュレーションができ
オール電化料金設定により、電気料金が安くなる可能性があります。



02　快適なサニタリー
Ⅰ .トイレ

設置場所の変更
来客もスムーズに利用できる場所が良いのですが、トイレの出入り口が玄関から見えないのが理
想です。

種類
便器は様々の機能がありますので、「価格」「デザイン」｢大きさ」「形状」「使い勝手」などを考
慮して選ぶ必要があります。

組み合わせ便器 温水洗浄便座一体型 システムトイレ

便器・タンク・便座または温
水洗浄便座を機能により組み
合わせる。

便器と温水洗浄便座が一体と
なった、すっきりしたデザイ
ンが特徴。

便器・温水洗浄便座・キャビ
ネット・手洗器・収納がセッ
トになって機能的。

手洗器なし

手洗器あり

タンクなし

タンクあり

設計・工事のポイント
トイレ使用後の流水音は意外に大きいので、深夜就寝中の家族の眠りの妨げになる事もあります。
トイレと隣接した寝室や２階のトイレの階下に寝室がある場合などは、配管類に遮音材を巻くな
ど配慮しましょう。
また２階に新たに設置する場合は２階床下（１階天井）内の給排水経路にも注意が必要です。
設置場所により、水圧の条件によって取付できる便器の種類が限られる場合があります。施工業
者に相談しましょう。

17 16

第 

２ 

章



Ⅱ.浴室
種類
お風呂は大きく分けて、壁・床をモルタル下地の上にタイル・石などを貼った「在来工法」と、
既製品の「ユニットバス」があります。
最近では、多機能のシャワー設備、半身浴ができるバスタブ、マッサージ効果のあるジェットバス、
テレビ付きなど機能は多彩になっています。

設計・工事のポイント
「従来工法」から「ユニットバス」に変更する場合は、浴室の壁とユニットバスとの間に空間が
必要になるので、元の浴室より狭くなります。また窓や出入口、給湯の機能や位置を考慮する必
要があります。
音・給排水経路の注意点はトイレと同様です。建物が古い場合、基礎・土台・柱等の構造部分が
腐っている事があるので、修復の必要があることを念頭に入れなければなりません。

Ⅲ.洗面
種類
既製品で洗面台と化粧鏡（棚付）を組み合わせる「据え置きタイプ」と、洗面ボウルと鏡・収納棚
などを自由に組み合わせる「システムタイプ」との２種類があります。
作り付けの家具のようにフルオーダーも可能となっています。

・据え置きタイプ
　既製品の洗面化粧台

・システムタイプ
　好みにカスタマイズされた洗面化粧台

間取りを変える時には、給排水の室内経路と共に外部の枡との関連を考える必要があり
ます。

ちょっと ワンポイント!
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03　灯りの選び方
Ⅰ.光源としてのLED

光源はLED、蛍光灯、ハロゲン等がありますが、ここではLEDランプに関して説明します。

LEDランプ
メリット デメリット

・寿命が比較的長い
（一般には 40,000 時間とされています）
・消費電力が少ないので電気代が安い
・衝撃に強い
・紫外線や熱線を出さない
・すぐに点灯する

・購入コストが高い
・ランプの後部を密封した場合、熱に弱い
・温度や電流により発光色が異なる

　　
LEDランプの光源　　　　　　　　　　　　　　　　　　[出典：経済産業省　資源エネルギー庁HP]

大きく分けて３色（電球色・温白色・昼白色）の光がありますがメーカーによって微妙に色が違い、
特に電球色は赤みが強いもの、黄色みが強いものなど光の色に大きな差が見られます。
しかし、最近のLEDランプは 省エネ・長寿命という特性に加え、1つの照明器具で光の色と明る
さを変えられるタイプもあり、使う人や用途に合わせて自由に調節できます。

Ⅱ.多灯分散照明
多灯分散照明とは、大きな一灯照明で部屋全体
を明るくするのではなく、小さい照明器具を部
屋の中で分散配置させ使用場所で使い分けると
いう照明方式です。
部分的に配置・調光でき無駄な光を減らします。
また生活行動によって光環境を変えられるので
生体リズムに合った光環境を作ることができま
す。 

一灯照明 多灯分散照明

[出典：一般社団法人 日本照明工業会]

電球色 （2700K）
くつろぎ感と落ち着きをもたらす温か

みのある色温度のあかり

温白色 （3500K）
さわやかさと温かみを併せ持った心地

よい色温度のあかり

昼白色 （5000K）
日中のような、活動的で、明るくさわ

やかな色温度のあかり
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Ⅲ.部屋の広さと明るさ
LEDランプは「部屋の畳数×400lm（ルーメン）」という計算方法で必要な明るさを求めます。壁・
カーテンの色や材質等、部屋の環境によって明るさが変わります。　　　

Ⅳ.部屋別照明計画
リビング　
透明のシャンデリア球や輝度（まぶしさ）の高いハロゲンランプは、高齢者に大敵な眩しさが増す
ので使用を避けます。細かい作業に必要な照度は通常の2～4倍ですが、部分照明で必要な照度を
確保し、手元だけでなく間接照明・ブラケット（壁付灯）・スタンドなどを併用した一室多灯照明
とします。
天井や離れた場所の壁面を照らすと、視覚的な明るさ感が得られ心地良い空間となります。

ダイニング・キッチン
ダイニングテーブル上の天井から吊り下げるペンダント照明は、光が拡散しない金属製カバーの
もので白熱電球100w相当の光源の器具を選び、テーブルから60cm位の高さに設置します。
キッチンは通常と同じ照明手法で、作業面(調理台、流し台等)の明るさには留意しましょう。

浴室・トイレ
浴室は防雨・防湿型の器具を選びましょう。入浴中にリラックスできるよう、明るすぎない器具
をおすすめします。
トイレは深夜に起きて利用することもあり、眠気を妨げないまぶしさを抑えた明るさの器具を選び、
灯りが目に直接目に入らない位置に取り付けるようにしましょう。

寝室
横になり、長時間 天井を見ていても 圧迫感を感じない空間となるよう心掛けます。
天井面・壁面を照らす間接照明や調光機能付天井付けのライトで全体照明の明るさを確保し、ベッ
ドサイドにテーブルスタンドや行燈型ランプ、フロアスタンド等の部分照明を用います。
足元灯も安全性と落ち着ける灯りとして効果的です。リモコンで操作できれば便利です。

玄関・廊下・階段
特に夜間、廊下のつきあたりがはっきり分かるように壁面をダウンライト等で照らすと良いでしょう。
歩行の安全のため廊下は５W程度の足元灯をつけたり、玄関の段差を明確にするため、足元灯を
上り口の下や下駄箱の下に取り付けます。

Ⅴ.二世帯住宅にする場合の照明計画
高齢者のための配慮と、若年層のデザイン志向を両立させましょう。
家族の変化・生活時間帯等に対応できるように調光できる照明を選びましょう。年齢による見え
方の違い、心地良さ、安全性、メンテナンスのしやすさ等を考慮して使う人の用途や身体状況に
応じた照明環境をつくるよう計画をしましょう。
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04　設備の知識
近年、住宅で使用する電化製品はどんどん増加し、それに伴い電力消費
量も高まっています。リフォームを機に、よりエネルギー効率※1の良い
「省エネ」設備を検討していきましょう。

Ⅰ.冷暖房設備	
　
　　エアコン

古くなったエアコンは、使用電力・電気代ともにエネルギー効率が悪くなっています。リフォー
ムの際には省エネや快適性を考慮し買い替えを検討しましょう。
エアコンを新しく設置する場合は、電気設備業者に分電盤（ブレーカーボックス）の空きを確認し
てもらいましょう。

□買い替えのポイント
広さに合ったもの：	効率的な運転の為、能力はぎりぎりでなく、少し余
　　　　　　　　　裕のあるものを選択しましょう。
　
省エネ性能確認： 購入価格だけでなくランニングコスト※2を考慮して性

能が高いものを選択しましょう。

【省エネラベル】を確認　　★の数が多いほど省エネ性能が高い！

Ⅱ.換気設備 

　　換気扇（居室ごと・住宅全体）、熱交換型換気扇※3など　
住宅の室内外の空気を入れ替える設備。窓などの開閉による自然換気から換気扇による機械換気
へと移行しています。　
リフォームの際、サッシ取り替えなどにより気密性能が向上した場合は、シックハウス対策・24
時間換気設置の義務化も考慮して、給気・換気経路も併せて相談すると良いでしょう。
また近年は「省エネ」の観点から熱交換型換気扇の採用も増えています。

Ⅲ.給湯設備
　　熱源（電気・ガス・石油　併用有）によって種類も豊富

給湯器は、消費するエネルギーの割合も高いので、エネルギー効率が良い設備への変更を検討す
る必要があります

給湯器の種類
熱源（電気・ガス・石油　併用有）の違いにより様々なタイプがあります。
また、給湯方式には「瞬間」と「貯湯」タイプがありますが、貯湯タイプにはお湯をためておく
貯湯タンク設置スペースの確保が必要です。
光熱費も、タイプによって大きく異なってくるので、計画の際は現状だけでなく将来の家族構成
が変化する可能性なども見通して検討することをお勧めします。

※1	エネルギー効率…燃焼（反応）させるエネルギーのうちどれだけのエネルギーが回収（利用）できるかとい　　
　　う比率のこと
※2	ランニングコスト…光熱費、点検・修繕費など使用中・使用継続に必要となる費用のこと
※3	熱交換型換気扇…全ての熱(温度＋湿度)を交換する全熱換気扇、温度のみを交換する顕熱換気扇があり、　　
　　室内の快適な状態をそのままキープできるのが特徴
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省エネ費用の比較

エネルギー利用の最適化・効率化を推進するため、住宅に太陽光設備・太陽熱利用設備・
HEMS・蓄電池設備・燃料電池・高効率給湯器などを導入する場合、自治体よっては補
助金制度が設けられています。
また「省エネリフォーム」の際には、減税・住宅ローン金利の優遇措置を受けられる場
合がありますので、設備設置場所、リフォーム工事所在地の自治体に詳しく確認するこ
とをお勧めします。

ちょっと ワンポイント!

㊟　温水器期には利用制限があります。

23 22

第 

２ 

章

Ⅰ . 冷暖房設備　Ⅱ . 換気設備　Ⅲ . 給湯設備
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Ⅳ.発電設備
　　太陽光発電・家庭用燃料電池（エネファーム）など

太陽光発電は、住宅の屋根などに設置し太陽エネルギーを電力に変える設備。日中は使用電力の
補助とし、余剰電力は売電等を行います。設置については、屋根の形状や方角によって発電量の
差が生じるので発電シミュレーションを行い、購入・売電・交換修繕費用なども比較したうえで
検討しましょう。また荷重が屋根にかかり補強が必要となる場合があるので、工事業者に強度を
確認しましょう。

Ⅴ.蓄電設備
　　蓄電池（創蓄連携システム）など

太陽光発電などで発電した電力を貯めておく設備。近年、設置する住宅が増加しつつあり、価格
や効率の点から普及途上の段階です。発電設備との組み合わせで、災害時には一定期間自立生活
が可能になる場合があります。
二酸化炭素排出量削減など省エネが求められる中で、電力を消費するばかりでなく、自ら電力を
創り出す「創エネ」設備の重要性が住宅の分野でもますます高まっています。
キッチン・お風呂などのリフォームを機に「オール電化住宅」にする家庭も多くなってきています。

Ⅵ.弱電設備
　　「情報」を送る電気（信号）のこと

電話、LAN、テレビ、インターホン、自動制御システム（スマートメーター）	など
インターネットの普及により、パソコン・スマートフォンなど住宅における情報取得の方法は大
きく変わってきました。
テレビ・インターホンなどは多くは従来どおり有線配線です。有線であった電話・インターネッ
トなどは無線化が進んでいる中で、それぞれのセキュリティーの問題を使用状況に応じて検討す
る必要があります。
スマートフォンやタブレット端末などと連携して電化製品を最適に自動制御する『Ｈ

ヘ ム ス

ＥＭＳ』（下
図）の普及も始まっています。

H
ヘ ム ス
EMS：「Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメント システム）」の略
　　　　家庭のエネルギーの見える化でムダなく効率的

[出典：経済産業省　資源エネルギー庁]

太陽

※外皮とは、熱的境界になる外壁・床・天井・屋根・　　　
　窓・ドアなどのこと
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Ⅶ.配線設備
　　スイッチ、コンセント、分電盤など

リフォーム時には、間取り変更や電気機器の買い替え・新設なども多くあると思います。
機器の新設・増設によって電気容量の増加も考えられますので、電気設備業者に分電盤の空き容
量を確認し、リフォームを計画しましょう。

スイッチ
小さなものですが毎日の生活の
中では重要です。
間取り変更などのリフォームの
際には、様々な種類・デザイン
の中から使い勝手に合ったもの
を選択し、スイッチの入り切り
に合った位置や回路分けを計画
しましょう。

コンセント（位置・種類）
スイッチ同様、重要なポイントです。
キッチン付属設備（ＩＨコンロ・食洗機・浄水器）、ユニットバス（暖房乾燥機）、エアコンなどの
新設には、新たに配線も必要です。
使用する電気機器によっては、電気容量の増設や専用回路も必要です。
また家具配置や照明計画によりコンセントの配置が決まるので、設計段階に計画しましょう。

分電盤（ブレーカーボックス）
オール電化導入の場合は、既存の分電盤で対応できない場合があります。
電気設備業者に確認してもらい計画しましょう。
また太陽光発電を採用する場合、パワーコンディショナーなど付属機
器を設置するスペースが必要なので、設置寸法や場所の確認も必要です。
太陽光発電には、停電時に使用することが出来る『自立運転モード』
があります。
モニターでの切り替え方法や『非常用コンセント』の位置（分電盤周辺
に設置する場合が多い）を確認しましょう。

Ⅷ.その他
　　太陽熱温水器

住宅の屋根などにパネルを設置し、太陽エネルギーを吸収して水を温
めるシステム。
製品によっては、荷重がかかり屋根に補強が必要な場合があります。

通常と高齢者のスイッチ・コンセントの高さ
［Panasonic　ＨＰより］

家庭用分電盤
［テンパール工業 HP より］
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05　仕上げ材について
Ⅰ.外壁

サイディング・塗り壁・張り壁など
外壁のリフォームには、主に「補修」、「塗装」、「新調」の3つの種類があります。既存の外壁種類によっ
てリフォーム方法も違うので、下表を参考に計画しましょう。
また塗料には、一般的な塗料の他に省エネに配慮した塗料も増えています。
メンテナンスには、足場の設置が必要です。屋根や軒樋など高い箇所で足場が必要な場所は点検・
補修を同時に行うように計画しましょう。

外壁材比較表

※1	シーリング（コーキング・シール）とは、サイディング・タイル・石など目地詰め材のこと
※2	塗装の塗り替え期間は塗料種類により異なる
※3	モルタルとは、セメントと砂を混ぜてペースト状にしたもののこと
※4	塗り壁は、下地の施工状態によって耐用年数が変わります
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Ⅰ . 外壁　Ⅱ . 屋根　Ⅲ . 内壁　Ⅳ . 床材
05　仕上げ材について

Ⅱ.屋根
瓦葺き・金属鋼板・スレート屋根など　
種類や耐久年数によって、葺き替え・重ね葺き（カバー工法）・塗装工事などメンテナンス方法が
異なります。リフォームの際には、デザイン性・価格・施工性・耐久性に加え、耐震性・耐風性
防音性・断熱性も比較検討を行うとよいでしょう。

Ⅲ.内壁
ビニールクロス・ペンキ・塗り壁（珪藻土・漆喰）・板貼り・タイルなど
壁紙の上から塗装できるペンキもありますが、塗料を塗る際に匂いが気になる場合もあるので注
意が必要です。最近では、黒板やホワイトボードになる塗料や、下塗りすることでマグネットが
くっつくようになるマグネット塗料などもありD.I.Y.では人気です。
調湿効果や消臭効果がある素材もあります。

Ⅳ.床材
無垢材・合板フローリング・クッションフロア・タタミ・カーペット・タイルなど
床のリフォームは、床のバリアフリー化や床暖房設置といったことも考えるよいタイミングです。
貼り替えだけでなく重ね貼り（上貼り）する方法もあります。その際はドアの敷居高さに注意が必
要です。また、ペット・遮音対応などの床材もあります。



Ⅴ.断熱材
繊維系・発泡プラスチック系・天然素材系発砲樹脂ウレタンフォームなど
リフォームの際には、壁や床などをはがして断熱材を敷き込む方法と壁や床などを壊さずに部屋
の内側や床下から断熱材を施工する方法があります。工事の際には断熱材の劣化など現状を工事
施工者と調査確認して、検討されることをお勧めします。

断熱範囲
リフォームする場合、必要な部屋のみの断熱を行う局所断熱や日常生活で使用する居間・台所・
水まわり・寝室・廊下をひとまとめにして断熱を行うゾーン断熱があります。ゾーン断熱はヒー
トショックが少なく快適性が得られます。

断熱工法
床・壁・天井など室内側に断熱材を施工する方法を内断熱（内張り断熱・充填断熱）といい、内壁
を撤去せず断熱ボードを重ね張りする方法があります。

屋根・外壁など屋外側に断熱材を施工する方法を外断熱（外張り断熱）といいます。施工性は良い
のですが、外壁に更に重量がかかるので落下防止など施工面で注意が必要です。

［出典：経済産業省　資源エネルギー庁］
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ちょっと ワンポイント!

［出典：経済産業省　資源エネルギー庁］
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Ⅴ . 断熱材　Ⅵ . 建具　Ⅶ . シックハウス症候群の予防と24時間換気
05　仕上げ材について

Ⅵ.建具
外部建具（サッシ・玄関ドア）、内部建具(木製建具・障子・襖）など
サッシは、家の断熱性能・省エネに大きく影響します。アルミサッシ・シングルガラスが標準的
であった時代から、樹脂サッシ・ペアガラス、トリプルガラスなどへと進化しています。
　
断熱・省エネリフォーム
窓のリフォーム(右図)をしたり、玄関・勝手口
ドアの取り換えも比較的短時間で施工できます。

バリアフリーリフォーム
居室や廊下の段差を解消しバリアフリーにする
時、内部建具の形状を片開きドアを片引き戸に
変えたりドアノブなど使いづらい場合はレバー
ハンドルに変えるなどの工夫もお勧めします。

Ⅶ.シックハウス症候群の予防と24時間換気
シックハウスとは、住宅における建材、塗料、家具、住宅用化学薬品などが原因で引き起こされ
る様々な症状のことです。
新築の場合はシックハウス対策（法令等）が平成15年（2003年）施行され、建材の規制（F☆☆☆☆
の表示）・24時間換気の義務化などにより改善されてきています。
しかし、リフォームの際には特に規制がないので使用する建材や家具・日用品など化学薬品の発
生源には注意をしましょう。

［出典：経済産業省　資源エネルギー庁］



06　収納の極意
Ⅰ.収納品を整理する＝モノを捨てる

残す物が判明したら、収納場所も検討してみましょう。出しにくくて使ってない物は収納場所を
変えてみるのもいいでしょう。

Ⅱ.我が家のリストを作成する
収納品の大きさを測りましょう。
絵に書いて寸法を入れたり、表を作って寸法を記入したり、デジカメで写真を撮る等、やりやす
い方法でリストを作ります。
目安として縦（H）、横（W）、奥行（D）のうち一辺が約50cm以上の物、靴のように沢山ある物、収
納スペースに影響しそうな物を中心にリストアップしましょう。
家具も同時に測っておくと、設計プランを考える上で参考になりますのでお勧めです。

記入項目は「番号」「名前」「寸法(横、縦、奥行)」「収納場所」「使用状況」「備考」

　　持ち物リスト

Ⅲ.収納方法を考える
収納する物によっても収納方法やスペースは変わります。
例えばシングルの布団の場合、奥行90cm、幅1ｍの大きなスペースが必要となります。布団用の
押入はベッドを利用している家庭なら１～2ヶ所あれば充分です。（客用、冬用、コタツ布団用など）

各部屋の収納は、子供室なら扉付クロゼット又は家具で対応、夫婦の寝室には隣接したウォーク
インクロゼットを設け手持ち家具もまとめて収納するなど、収納方法は色々です。
スペースがあれば、キッチン脇に食品庫を設けたり、玄関脇に外出用のものの収納があると便利です。

収納を考える前に、残すもの捨てるものを分けることをお勧めします。
今後の生き方と共に持ち物を見直すチャンスかもしれません！

ちょっと ワンポイント!
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31 30

収納で気をつけたいのは「奥行き」です。
必要以上に深すぎても、浅すぎても使いづらいものです。収納スペースは２割ほど余裕を持って
計画しましょう。
また、寝室の家具は地震時にベッドの上に倒れてこない場所に配置する、壁に金物でとめつける
など対策が大切です。

開閉（出し入れ）の使い勝手…建具（引違戸、片開き、両開きなど）か引出しかを検討しましょう。
収納する位置（高さ）…重いものは下へ、よく使うものは中間、軽くて頻度の少ないものは上へ収　
　　　　　　　　　　納すると使いやすい収納になります。

分別ゴミの保管コーナーを！

ゴミのリサイクルと分別処分は常識です。
子ども達にも地球環境を考えてもらうよい機会です。
小さなスペースでも保管コーナーを作りゴミを分
別し、エコ精神を養いましょう。

ちょっと ワンポイント!

Ⅰ . 収納品を整理する＝モノを捨てる　Ⅱ . 我が家のリストを作成する　Ⅲ . 収納方法を考える
06　収納の極意
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第３章
安心・安全な住まい

せっかくリフォーム
するなら耐震性を
あげたいわ !

そうだね
防犯対策も
考えてみよう！

安全な住まいは、家族の暮らしを守るうえで大
切なポイントです。
地震や災害、防犯、または家庭内の事故を未然
に防ぐ方法も知っていたら万が一の時に落ち着
いて対処できますね。

自
分
の
命
は
自
分
で
守
る

01
Ⅰ.地震に強い家づくり 
Ⅱ.耐震診断
Ⅲ.耐震補強工事

耐震

P.33 〜
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02
Ⅰ.住まいの防災　　

P.37 〜

防災 03
Ⅰ.泥棒　
Ⅱ.防犯住宅

P.39 〜

04
Ⅰ.住宅防火　
Ⅱ.住宅用火災警報器設置

防火

P.41 〜

防犯

［ハザードマップ 岡山市 HP］

33 32

第 

３ 

章



01　耐震

Ⅰ.地震に強い家づくり
あなたの家は地震のとき、大丈夫ですか？
家を安全なものにするためには、まず家の構造を知りましょう。

１　構造・工法は何ですか？
木造…在来軸組構法・枠組壁工法（２×４工法）・伝統構法などあリます。
リフォームの際は、建物ごとに強度・耐震性は異なるので、現状を確認してから進めることが望
ましいでしょう。

鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）・鉄骨造（Ｓ造）…マンション・コーポ・店舗住宅など、また防火・
準防火地域や３階建て以上の住宅などに多くみられます。
リフォームの際は、基本的に使用の用途や構造体を変更しなければ問題ないですが、間取りを変
えたり、用途を変えたり、現在よりも家に荷重がかる場合は、建築士に相談しましょう。

その他（プレハブ住宅）…木質系、鉄骨系などハウスメーカーによる独自の構法があり強度や耐
震性が違います。構法がわからない場合は、ハウスメーカーに確認してみましょう。

2　いつ建てたのですか？
1981年５月以前に建てられた建物あるいはいつ建てたか不明の建物
耐震性が低いことが予測されますので、耐震診断を受けるなど専門家に相談したほうがよいでしょう。

1981年6月以降に建てた建物
新耐震基準に基づいて建築された建物の場合は一応安全だということになります。
しかし、1981年6月以降でも、建築確認許可のない建築物について耐震に不安がある方は、専門
家に相談したほうがよいでしょう。

2000年（平成12年）以降
新耐震基準の制定後の改正（現在の基準）・・・2000年（平成12年）には木造住宅において耐震性に
大きく影響を与える改正がありました。大きな地震に対し人命の安全を確保できるように、基礎
の仕様、柱（柱頭・柱脚）・筋交いの接合部の接合方法、耐力壁のバランス計算が必要となりました。 

都市計画区域内・外の区分があり、都市計画区域外では、建物によって建築確認許可が
不要な場合がありますが、建築基準法は人の健康と安全を守るためにつくられています。
建築確認許可が不要であっても、建築基準法を遵守する建物を建て、生命・ 健康・財産
を守りましょう！

ちょっと ワンポイント!
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3　家の耐震性を決める要因
１　過去の災害履歴　…床下浸水,床上浸水,火災,大地震などの有無
２　増築・改築　　　…増築・改築の有無
３　老朽化　　　　　…補修、腐朽、白蟻の被害などの有無
４　上下階の形状　　…１階と２階の壁バランス
５　壁配置　　　　　…耐力壁の量
６　吹抜　　　　　　…一辺が4ｍ以上の大きな吹抜の有無
７　基礎　　　　　　…鉄筋コンクリートの布基礎、ベタ基礎、杭基礎か否か
８　間取り　　　　　…凹凸のある複雑な間取り、四角い間取りか
９　屋根葺材と壁量　…屋根荷重と壁量バランスの良否

上記で気になる点があったら、建築士に相談してみましょう。

2　過去の増改築

耐力壁の量とバランス
［出典：誰でもできるわが家の耐震診断
　　　（一財）日本建築防災協会］

［出典：誰でもできるわが家の耐震診断
　　　（一財）日本建築防災協会］

［出典：誰でもできるわが家の耐震診断
　　　（一財）日本建築防災協会］

基礎の種類 一辺が4ｍ以上の吹き抜け

過去の増改築・災害履歴
［出典：政府広報オンライン］
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Ⅰ . 地震に強い家づくり
01　耐震



Ⅱ.耐震診断
1　誰でもできるわが家の耐震診断

 「誰でもできるわが家の耐震診断」は、国土交通省住宅局建築指導課
監修、「財団法人 日本建築防災協会」発行の2004年改訂版「木造住
宅の耐震診断と補強方法」の中で示されている、診断方法のひとつで
す。住んでいる方がご自身で住宅の耐震診断を行い、どのようなとこ
ろに地震に対する強さ、弱さのポイントがあるかなどがわかるように
できています。

2　耐震性の低い家
□　瓦葺き（特に土葺き瓦）など屋根荷重が非常に大きい建物
□　玄関、縁側、大きな掃出し窓があり壁量の不足した建物
□　田の字プランで、壁量が極端に少ない建物（図-1参照）
□　1、２階の平面プランが異なり、増築によって総２階建てにした建物
□　土台が基礎と緊結されてない建物

3　「倒壊する可能性がある」と診断された家を図解してみましょう
※図-１

解説：左図　田の字プランで南側に広縁・玄関などがあるため、南側の壁量が不足しています。
右図　1、2階の外壁位置が異なるため、１階の梁への荷重が大きくなっています。また、土葺き
　　　瓦屋根のため重く、さらに耐震性は低いです。

4　耐震性の低い建物と判定されたら
耐震診断（一般診断）で「倒壊の可能性がある。または倒壊の可能性が高い」と判定されたら、地
震に備えて耐震改修（耐震補強）計画に取り掛かりましょう。
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Ⅲ.耐震補強工事
耐震補強工事はそれぞれの建物の状態にあった補強方法で耐震工事を行います。

１　基礎と土台・柱とを緊結する
２　既存壁を補強する
３　柱に使う接合金物を検討する
４　筋かいに使う接合金物を検討する
５　壁を新設する
６　屋根は軽やかにする
７　部屋の特性に応じて補強方法の選択をする

耐震シェルター
経済的な理由等で大がかりな耐震改修が出来ない場合などは、家屋が倒壊しても安全な
一室（寝室など）を確保し、生命を守ることが出来る耐震シェルターもあります。

※	耐震シェルターとは、住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間	
　（シェルター）を作り、安全を確保するものです。

ちょっと ワンポイント!

［出典：政府広報オンライン］
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01　耐震 　　　



02　防災	

Ⅰ.住まいの防災
1　災害時に命を守る一人一人の防災対策

地震や津波などの自然災害は、時として想像を超える力で襲ってきます。
しかし、日頃から防災対策をしておくことで、被害を少なくすることはできます。防災対策で大
切なことは、自分の身の安全を守るために一人一人が取り組む「自助」です。

2　優先順位を決める
災害による被害を少なくするためには、一人一人が自ら取り組む「自助」と、地域や身近にいる
人同士が助け合って取り組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公助」が重要だと言
われています。

3　家の中の安全対策をしておく
大地震が発生したときには、「家具は必ず倒れるもの」と考えて、防災対策を講じておく必要が
あります。寝室や子ども部屋などには、できるだけ家具を置かないようにし、家具を置く場合は
なるべく背の低い家具にし、転倒防止対策をとりましょう。
ガラスには飛散防止フィルムを貼るなど、日頃から家の中の安全対策を徹底しましょう。手の届
くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう。
懐中電灯は停電による暗闇を歩くときの必需品です。

タンス・食器棚
床側をストッパーなどで固定し、天井側はポール式器具で固定。
ポール式器具は、タンス・食器棚の奥の方（壁側）で、天井や家具の硬いところに取り付けましょう。
上下に分かれている家具は連結しておきましょう。

本棚
Ｌ字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、重い本は下の段に。本棚の端の硬い部分にひもやベル
トなどを取り付けて、本が飛び出さないようにしておきましょう。

テレビ　パソコン
粘着マットを敷いて転倒を防ぎ、機器の裏側をワイヤーなどで壁やテレビボードに固定しましょう。

窓ガラス
強化ガラスに替えたり、飛散防止フィルムを張ったりする。カーテンを閉めておくことでも室内
への飛散防止に効果があります。また、割れたガラスが飛散した部屋でも安全に歩けるように、
スリッパなどを近くに置いておきましょう。

エアコン室外機
エアコンの室外機は地面に置かず、基礎または壁面に防振ゴムをつけて補強金物にて固定しまし
ょう。液状化現象により、室内送風機のダクトとの分離を防ぐためです。
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◆家具の配置にも工夫が大切◆

家具との関係で安全な就寝の位置は家
具の側方です。もしも家具の前方に就
寝する場合は、家具の高さ以上に離
れるか、家具の転倒範囲内に机を置
いて家具が床面まで倒れないようにし
ます。

台の上のテレビやパソコンは飛び出す
可能性があります。
就寝位置、特にまくらの位置は要注意
です。

出入り口付近に家具を置くと家具の移
動や転倒によって、避難経路が確保で
きなくなるのでなるべく家具は置かな
いようにしましょう。

ガラスの破片が散乱した場合でも通路
を確保できるよう、台所などには座布
団やスリッパなどを備えておきましょう。

〇緊急地震速報気象庁の緊急地震速報を受信すると、地震到達までの時間と、揺れの
大きさ（震度情報）をアナウンス。予め登録しておいたメールアドレス（5ヶ所まで）
に、アナウンス内容をメール配信してくれます。

○緊急通報システムは、一人暮らしのお年寄りなどが、家庭での事故や突然の病気など　　　　
まさかのときに、装置本体の緊急ボタンか身に付けたペンダントを押すだけで、消防
署やお近くの協力員に助けを求めることができるシステムです。 

ちょっと ワンポイント!

2m

2m
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03　防犯
わが家があぶない！防犯対策の心得
近年、誰にとっても安心のより所であり、安らぎの場であるはずの「わが家」が必ずしも安全で
はなくなってきています。平成28年に発生した侵入窃盗の場所は、住宅が41.2％と最も多く、
侵入窃盗の手口で見ると、空き巣が35.5％となっています。平成16年以降減少していますが1日
当たり約107件もの住宅に対する侵入窃盗が発生しています。

Ⅰ.泥棒
泥棒は「光や音が出る装置」「犯行にかかる時間や手間」「明るさや人目」が苦手！
音…音で侵入防止
テレビやラジオなど音が聞こえる家には、人の気配がするため侵入しません。
また、侵入の際にセンサーなどで大きな音がすると、びっくりして逃げていく場合が多くありま
す。よく吠える犬も、自分の存在を知らされるため苦手です。慣れた泥棒でも、音はやっぱり苦
手なのです。
効果的なもの
・非常用通報装置　・赤外線センサー　・マグネットセンサー　・足音がよく聞こえる防犯砂利

光…光による抑制
深夜でも明かりの点灯している家は嫌います。また、庭や玄関先が明るいと見られてしまうので
はないかという不安な気持ちになって敬遠します。人感センサーライト（人の動きでライト点灯
する）などは非常に効果的です。
効果的なもの　
・人感センサーライト　・留守番タイマー　・エクステリア灯　・ポーチ灯

時間…侵入時間がわが家を守る
侵入に時間をかけたくないというのが泥棒の本音です。侵入に5分以上かけないというのが鉄則
のようです。鍵が二重、三重になって手間のかかる家は大変嫌がります。
ドア、窓に補助キーを含めて2つ以上の鍵があることが望ましいでしょう。
効果的なもの
・防犯ドア　・錠（防犯サムターン・シリンダー等）　・防犯合わせ複層ガラス
・ダブルクレセントサッシ　・面格子付サッシ　・防犯フィルム（窓ガラスに室内側に貼る）

人目…監視による抑制
泥棒は人通りの多い場所や、自分の存在が目立ってしまう場所を極度に嫌います。それとは逆に、
人目に触れにくい障害物の陰など死角が多いと、泥棒にとって好都合ですので、大変危険です。
効果的なもの
・防犯カメラシステム　・テレビドアホン（録画付き）　・ホームセキュリティー
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Ⅱ.防犯住宅

■玄関ドア　②
最近は、強引に短時間でこじ開け
る手口が増えています。とにかく
頑丈なドア、性能の高い錠前で５
分以上抵抗することです。

■勝手口ドア　③
死角にならないようできる限り道
路から見えやすくしましょう。

■浴室・トイレ　④
できる限り見とおしを良くし、外
部から簡単に接近できないように
工夫しましょう。
面格子が２階への足場にならない
ように留意しましょう。また、防
犯性能の高い、壊されにくい面格
子を取り付けましょう。

■1階の掃き出し窓　⑤
見通しを良くするか、ガラスは防
犯合わせガラスにするか、防犯フィ
ルムを貼りましょう。
補助錠を取り付けましょう。
ロック付きクレセントにしましょう。
雨戸錠を各戸板２ヵ所以上つけ、
雨戸外れ止めをつけましょう。

①

⑥

②

③

④
⑤

⑦

■庭　⑦
塀・柵・垣は、「見通しがよく、簡単に乗り越えられず、すり抜けられず、上方への足場にならない」
ような構造・材質・形態・高さにしましょう。
生垣には、とげのある低木が効果的です。周囲からの見通しを妨げ、侵入者が身を隠せないように、
庭木の手入れはこまめに行いましょう。
庭木やエアコンの室外機などは、２階への足場にならないように留意しましょう。
庭や敷地内空地には、足音が立つ砂利などを敷くと良いでしょう。門には門扉やインターホン等を
つけるなどして敷地内へ簡単に出入りできないようにしておきましょう。

■駐車場・車庫　⑥
車上狙いや車の盗難を防ぐため、あるいは侵入者が身を
隠す場所にならないように、見通しを良くしておきましょう。
また、２階への足場にならないように、構造・形態・位
置に留意しましょう。シャッターを取り付ける場合には、
防犯性能の高い破られにくいシャッターにしましょう。

■ベランダ　①
ベランダの手摺り・腰壁は、身を隠せないように見通し
の良い形態・構造にしましょう。
２階といえども、ベランダの掃き出し窓が侵入口になるケー
スは多いです。
防犯性能の高いガラス（防犯合わせガラス、防犯合わせ複
層ガラス）にし、ロック付きクレセントや補助錠などでしっ
かりとガードしましょう。

［出典：警察庁HP］
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04　防火
Ⅰ.住宅防火

大切なわが家と家族を守る日々の備え
住宅火災における最近の死者のうち、高齢者が約7割を占めています。
就寝時間帯は昼間に比べ、人命の観点で危険が高く、特に逃げ遅れによる死者が多いです。

１　いのちを守る住宅防火
　　３つの習慣、４つの対策
　
習慣　①　寝たばこは絶対やめる
　　　②　ストーブは燃えやすいから離れた位置で使用する
　　　③　ガスコンロなどのそばから離れる時は必ず火を消す

対策　①　住宅用火災警報器を所定
　　　　　の位置に設置する
　　　②　寝具、衣類及びカーテン
　　　　　からの火災を防ぐために、
　　　　　防炎品を使用する
　　　③　住宅用消火器等を設置する
　　　④　お年寄りや身体の不自由
　　　　　な人を守るために、隣近
　　　　　所の協力体制をつくる

地震保険と火災保険
火災保険は、火事で家が燃えてしまった時、落雷、風災による損害、洪水などの水害、
排水管のつまりなどによる水漏れ、空き巣による盗難など補償されるものがあります。
補償の対象は建物と家財に分けられており「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財両方」
を選んで加入することができます。

地震保険は、地震、噴火、津波などによって住宅が被害を受けたときに補償を受けられ
る保険です。地震・噴火などを原因とする火災や延焼などについては火災保険で補償さ
れないため、地震による火災のリスクに備えるには、地震保険への加入が必要となります。

ちょっと ワンポイント!

［出典：総務省消防庁HP］
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Ⅱ . 住宅用火災警報器設置
配線が不要でネジで簡単に設置できる電池式のものや、配線が必要な家庭用電源で作動するもの
があり、警報音もブザーや、音声で知らせるものがあります。警報音もブザーや、音声で知らせ
るものがあります。

警報器には、煙を感知する煙感知式と熱感知識があり
熱感知式のものは、台所に設置する場合に適応する警報器です。
煙感知式だと料理等の煙により作動することがあるためです。

設置する位置
①寝室　②寝室のある階の階段の踊り場

・天井に設置する場合

・壁に設置する場合

住宅用火災警報器の中心が、壁や梁から60センチメートル
以上離れた位置に設置

住宅用火災警報器の中心が、
換気口等の空気吹出し口等
からおおむね1メートル50セ
ンチ以上離れた位置に設置

住宅用火災警報器の
中 心 が、天 井 か ら
15セ ン チ メ ー ト ル
以上
50セ ン チ メ ー ト ル
以内の位置にある壁
に設置

就寝時に火災を察知するために重要な設備です。住宅用火災警報器は、一般的には電
池で動いています。 火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿命は約10
年とされています。火災予防運動の時期などに、定期的に作動確認を行い、 適切に換
気を行うよう習慣づけましょう。

ちょっと ワンポイント!

［出典：総務省消防庁HP］
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第４章
いつまでも我が家で

暮らしたい

今後の人生・暮らし方
のことを考えてリフォー
ムしたいわ。

人生100年時代と言われています。
ライフステージが変化するのに伴い住まい方も
変わり、それぞれの段階で心地よく暮らすため
に家には手入れが必要です。
本章では、３つのライフステージをとりあげ、
リフォームの一例を紹介します。ぜひご自身の
生活と照らし合わせて参考にしてください。

変
化
す
る
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

01
Ⅰ.ライフステージとリフォーム

はじめに
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02
Ⅰ.リフォーム前の住宅
Ⅱ-1.夫婦のみ・セカンドライフ
Ⅱ-2.子どもの結婚・二世帯同居 
Ⅱ-3.家族の介護・自身の高齢化

P.47 〜

ライフステージ 03
Ⅰ.身体の変化
Ⅱ.心の変化

P.55 〜

04
Ⅰ.各部屋や部分の理想的な
　 条件とは

障害があっても

P.56 〜

加齢による心身の変化
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01　はじめに
Ⅰ .ライフステージとリフォーム

いつまでも我が家で暮らしたい

定期的なメンテナンスと
リフォーム

ライフステージの変化

定年・退職
セカンドライフ
趣味・交流空間など

子どもの独立
夫婦のみ

空いた部屋の有効利用など

新築・購入当初
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子どもの結婚
二世帯同居

部屋の確保・増築など

この章では、次のページより具体的な間取りを題材にして、

ライフステージの変化に応じたリフォームの例を紹介します。

リフォームを計画する際は、資金・工事の効率性も考えて、どのタイミングでどの

種類のリフォームを行うかを検討しましょう。

家の老朽化と共に、住まう家族も年齢を重ね身体や心にも様々な変化が起こり生活

しにくさが出てきます。長く住み続けていくためには、日々の生活を快適・楽にする

年齢に応じたリフォームが求められます。

家族の介護
自身の高齢化

バリアフリー・快適性向上など

一人暮らし
在宅介護
減築・防犯など
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02　ライフステージ
Ⅰ.リフォーム前の住宅

例えば、こんな住宅を考えてみましょう。

建物概要
築40年　　※昭和56年（1981年）以前建築　旧耐震基準
リフォーム履歴なし
家族構成
60代夫婦（子ども２人は成人独立）
夫　在宅勤務　趣味は鑑賞魚飼育、ウォーキング
妻　専業主婦　趣味は家庭菜園、園芸、卓球、ウォーキング

ライフステージ【子どもの結婚・２世帯同居】
～家族が増えるよ！かわいい孫もやってきた～

断熱リフォーム
エコ設備リフォームなど

case	2

ライフステージ【家族の介護・自身の高齢化】
～いつまでも我が家で暮らしたい、心も体も楽に～

バリアフリーリフォーム
水まわりリフォームなど

case	3

ライフステージ【夫婦のみ・セカンドライフ】
～築40年、そろそろ水まわりも気になるころ～

部屋の使い方変更（夫婦別寝）
水まわり（設備の交換）・耐震補強・バリアフリーリフォームなど

case	1
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≪リフォーム前の住宅≫
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Ⅰ . リフォーム前の住宅
02　ライフステージ

凡例　　■■	水廻り　■■	収納スペース



Ⅱ-1.夫婦のみ・セカンドライフ

夫婦それぞれの時間を大切にするリフォーム
子どもが独立し、定年・退職を機にセカンドライフがスタート。趣味やこれまでとは違った交流
が始まるなど生活のリズムも変化します。ここでは、各自が快適に生活できるリフォームについ
て考えます。

夫婦別寝
生活リズムも変化し、夫婦それぞれの時間の過ごし方が見えてきませんか。
そんな中、気になるのが就寝時間や体感温度の違いです。そんな時は思い
きって、夫婦寝室の別室という提案はどうでしょう。エアコンやテレビでけん
かせずに風邪もひかない。夫婦円満の鍵になるかも知れませんね。ただし、
お互いに何か起こった時に気づきにくいというデメリットもありますので、
どちらを優先させるかよく考えましょう。

キッチン、洗面、風呂、トイレなど水まわりの老朽化
水まわりの設備は、15～20年ほどで経年劣化が進みます。劣化が進むと水漏れや構造部分を痛
める原因となることもあるので、日頃の点検やメンテナンスまたはリフォームが必要です。

耐震性を上げる
水まわりやバリアフリーリフォームをするなら『耐震補強』も同時に考えてみましょう。
住まいを健康に保つには「見た目」だけでなく「内部（裏側）・骨組み」も丈夫に整えましょう。
※あなたの住まいが昭和56年（1981年）以前に建築されていた場合、耐震性が低い場合がありま
す。リフォーム時、床・壁・天井をはがした状態で、耐震性をある程度確認することができます。
今後起こりうる地震などに備え、ご自身の命を守る「住まい・シェルター」として、耐震補強を
ぜひ検討してみましょう。
耐震補強は、床、壁、柱（柱脚・柱頭）や梁に施工しますので、同時に行うのが効率的ですが、家
全体を一度にすべて工事するのは大掛かりになりますので、リフォームのついでに部分的にでも
進めていきましょう。

ついでのバリアフリー
床の張替えなどのついでに、段差を解消するなど将来を見越してバリアフリーリフォームも行う
のも経済的です。

ライフステージ【夫婦のみ・セカンドライフ】
～築40年、そろそろ水まわりも気になるころ～

部屋の使い方変更（夫婦別寝）
水まわり（設備の交換）・耐震補強・バリアフリーリフォームなど

case	1
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■■ババリリアアフフリリーー
畳からフローリングに床材を

変更して段差解消

補強壁も設置

■■夫夫婦婦別別室室（（妻妻寝寝室室））
寝室を別にすることで自由な時

間に就寝

空調も快適な温度設定が可能

２階に上がるのも、だんだん

面倒で１階が希望

は耐震壁位置 は敷居撤去位置

■■水水ままわわりり変変更更
老朽化に伴い、設備の変更

■■ババリリアアフフリリーー
床材変更に伴い敷居撤去

■■耐耐震震補補強強壁壁をを作作るる
壁の内装変更の際に

構造用合板で壁を補強して

耐震壁を設置

■■夫夫婦婦別別室室（（夫夫寝寝室室））
在宅勤務の夫は夜遅くまで

PC作業が可能

資料の保管場所も確保
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Ⅱ-1. 夫婦のみ・セカンドライフ
02　ライフステージ



Ⅱ-2.子どもの結婚・二世帯同居

同居家族が増えても快適性を上げるリフォーム
子ども世帯が同居することにより持ち物も増えることから、居住・収納スペースが狭く感じ
られることがあります。今あるものを処分したり収納方法を見直して、快適に生活できるリ
フォームを考えましょう。

収納内部の見直し
住まいは長く住み続けると、知らず知らずに物が増えてきます。引っ越しのない方にとって、リ
フォームや同居は整理・片付けの良い機会です。まずは一度その収納の中に入っているものを全
部出して始めてみましょう。 

断熱性能を上げる（省エネ・結露解消）
最近のサッシは断熱・気密性能が格段に向上しています。リフォームを機に室内空気環境の快適
化へも目を向けてみませんか。
窓は熱の出入り口になっています。エネルギーを使用してせっかく温め、または冷やした快適な
空気が窓を通して逃げているのです。
少しでも熱の出入りを防ぐために、サッシのリフォームも検討してみましょう。（ガラスの交換、
内窓設置、サッシ取替など）

省エネ電気設備の導入
大家族になると、家庭で使用するエネルギー量も増加します。
より省エネな設備（照明器具、エアコン、家電機器、給湯）を選ぶとともに、自らエネルギーを作
り出す太陽光発電パネル、また作った電気を貯めて利用する蓄電池設備の導入も検討してみましょう。
蓄電池設備の導入は初期投資がある程度かかりますが、ランニングコストや停電時・災害時など
も考慮して選択しましょう。 

ライフステージ【子どもの結婚・２世帯同居】
～家族が増えるよ！かわいい孫もやってきた～

断熱リフォーム
エコ設備リフォームなど

case	2
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Ⅱ -2. 子どもの結婚・二世帯同居
02　ライフステージ



Ⅱ-3.家族の介護・自身の高齢化

家族の介護や自身の高齢化を楽にするリフォーム
年齢を重ねるにつれ、体の変化（手足が動かしづらい、見えにくいなど）や心の変化（やる気がな
いなど）、体感温度の変化など、自分自身が変化していくのに合わせ、住まいもリフォームして「や
れることは自分でできる」工夫をして快適に楽に暮らしやすくしましょう。

バリアフリー、ユニバーサルデザインの採用
「いつまでも元気に、楽しく生きていきたい！」というのはだれしもが願う事です。しかし、だ
んだんと身体や気持ちの変化を感じてきたらそれに合わせて住まいも変化させてもいいかもしれ
ません。
歩行に不自由を感じたら、サポート的な手すりの設置や照明器具を明るくすることで転倒防止。
また、浴室・トイレ・廊下への居室からの移動時のヒートショック（温度差による体調への悪影響）、
暖房機能を備えた衛生機器を選んだり、人感センサー付きの小型暖房機器を取り付けるなどの工
夫をするのも、予防になり快適性があがります。
さらに、目的の場所に行くまでにいろいろな障害があると、億劫になりがちです。動線の単純化
も考慮しましょう。ドアノブ一つにしても、握力が衰えるなど「握る」が難しい場合は、「レバー
ハンドル」などの形状に変更するだけで動作が楽になります。衛生設備機器自体（便器・浴槽・ユニッ
トバス・洗面台）も、ユニバーサルデザイン（年齢や身体能力に関わらずだれでもが使いやすいデ
ザイン）を採用する傾向にありますので、選択の際は使い勝手を確認しましょう。

介護生活に備え、外部動線の確保	
時代の流れとして、在宅介護が今後ますます増える傾向にあります。
自分一人で生活がしづらくなっても、「我が家で暮らしたい。」と考える人が多いでしょう。
外出しづらい住宅の要因のひとつとして、「段差」があります。玄関周りでの段差の解消がスペー
ス的に難しいときは思い切って動線を見直しましょう。大きな掃き出し窓に段差解消昇降機を設
置することで、車いす利用になっても一人でも外出しやすく、介護者の負担を減らすこともでき
ます。
また、介護施設への送迎は車の場合が多く、乗降時にはある程度の時間が必要です。道路に停車
していると周囲への遠慮を感じるだけでなく、危険な場合もあります。敷地内にスペースの余裕
があれば、「車寄せ」を設けることをおすすめします。
「在宅介護が主流へ」	。介護しやすい住まいづくりを目指しましょう。

ライフステージ【家族の介護・自身の高齢化】
～いつまでも我が家で暮らしたい、心も体も楽に～

バリアフリーリフォーム
水まわりリフォームなど

case	3
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Ⅱ -3. 家族の介護・自身の高齢化
02　ライフステージ



03　加齢による心身の変化
Ⅰ.身体の変化

眼：白内障や老眼、目がかすむ
　　色の見え方の変化…階段面と段鼻の色合いをはっきり区別する
耳：聞こえにくくなる…光で知らせる装置（パトライトなど）
　　平衡感覚がなくなる…手すりなど補助設置
鼻：嗅覚が衰える…熱源の変更で安全の確保
　　　　　　　　　（ガスコンロ→ＩＨコンロ、灯油ストーブ→電気ストーブ）
骨：関節が変形する
　　もろくなり骨折しやすくなる…バリアフリー（転倒防止）
足：上がりにくくなる…バリアフリー（段差の解消）、１階での生活
　　足腰が弱くなる…手すりなど補助設置
　　脚力の低下…あえて体力向上のために２階で生活、わかりやすい段差
手：握力が弱くなる…レバーハンドルへの取替、ユニバーサルデザイン利用
その他：トイレが近くなる…寝室近くへの配置
　　　　体温調節機能の低下（ヒートショック）…洗面脱衣室・浴室・トイレ・廊下の暖房
　　　　記憶力の低下・物忘れ…照明やコンロの消し忘れはセンサー対応に変更

Ⅱ.心の変化

行動が面倒、億劫になる、思った通りに行動できない、動きたくなくなる
天井・壁のクロスなど好みの柄や色合いにし、行動を楽しめるようにする

（トイレの内装を華やかな柄・色合いにするなど）
間取りの変更・動線短縮（トイレや洗面脱衣室・風呂の配置変更など）
設備機器取替で補助（使い勝手をよくする、掃除などを容易にするなど）
行動の補助（廊下や階段・トイレなど手すりを設置するなど）

近所・人づきあいが嫌になる
窓の位置や高さを変更（外からの視線を避けるが景色は取り入れるなど）

外出しづらくなる
外出しやすくする工夫（玄関・アプローチの段差の解消や動線の変更など）
外出しなくても外の気配が分かる工夫（玄関ポストの郵便受け・窓の明かりなど）

頑固になる、人に合わせられなくなる
個人の空間を設けるなど自分流で過ごせる工夫（夫婦別の寝室＋居間など）

喪失感（体力・能力・死別・社会との関わり）孤独感を感じる
家族との温かいコミュニケーションが保たれる間取り等や居場所づくり
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04　障害があっても
Ⅰ.各部屋や部分の理想的な条件とは

以下、脳卒中で片麻痺※1の方の住宅環境について考えましょう。

寝室
床に布団で寝ていると立ち上がりにくいのでギャッチベッド※2にし
て健足※の方から降りるようにします。それを頭に入れて、ベッド
の位置を考えると良いです。ベッドに手すりがついたものにすれば
立ち上るときに楽です。ベッドの高さを調整すると座ったり立った
りしやすくなりますが、車椅子を使う時には、座面の高さに合わせ
ると移乗しやすくなります。
歩ける場合は、壁に横手すりをつけ建具の脇には身体を保持するた
め縦手すりをつけます。建具は引き戸にしましょう。夜と昼の状態
が変わることがありますから、誰かがそばで休むことをすすめます。

トイレ
加齢が進むにつれ判断力が低下しやすくトイレに
行く回数が増え転倒する危険が増します。夜は特
にベッドから近い方が良いので寝室の中か、すぐ
近くにあるのが良いです。それが無理なら、おむ
つを使うことやベッドの横にポータブルトイレを
置くことも考えられますが、できるだけトイレに
自分で行ける方が良いです。
トイレが自立しているかどうかはその人の尊厳に
も関わります。
トイレの入口は引き戸にして縦手すりをつけます。
便座から立ちあがる時には麻痺のない手のほうへ
L型手すりを付けますが、その周りの壁は横手すり
を回します。手洗いは座ったままで、手が洗えると
楽です。壁に少し埋め込む方法も考えてみましょう。
便器の横に介助スペースもとりましょう。
本人が安全に自立できれば、介助する人が楽になるだけではなく、安心し、気持ちのゆとりがで
きます。これは介護生活にとって大事なことです。

洗面・脱衣
片手片足が不自由な場合、立ったまま顔を洗うのは大変なので、洗面台の下に足が入るようにし
て椅子に腰掛けて洗面ができるようにしましょう。この椅子に座って服の脱ぎ着もできます。
寝間着や下着がすぐ取り出せる所にあると便利です。
浴室から脱衣所に出た時に温度差があると脳卒中を再発しやすいので、寒い時には脱衣室に暖房
を付けると良いです。

※１	片麻痺（かたまひ）・・・身体の右半分か左半分に麻痺がある
※２	ギャッチベッド・・・上半分が起こせるベッド
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浴室
浴室の入口は引き戸にして、そばに縦手すりを
つけます。脱衣室と浴室に段差があるときは、
すのこ等を利用し、床の高さをかさ上げして段
差をなくし、安全に入れるようにしましょう。
床の材質は滑らないものを選びます。タイルの
他に樹脂系の床や水まわりにも使えるコルクの
床もあります。足が冷たくないです。
浴槽へは、いったん腰掛けて健足※から入れるよ
うに、椅子やバスボードを使うと安全で楽です。
その高さは立ち座りがしやすいものにします。
低すぎても高すぎても困りますから福祉用具の中からぴったりするものを選びましょう（調節で
きるものがあります）。
浴槽が深すぎて出入りが難しい時には中に沈める台があります。手すりはしっかりと適切な位置
に付けましょう。
身体が思うように動かない人には、浴槽の中で使う昇降座椅子やリフトを使う方法もあります。

玄関
上がり框が少し高くて上がりにくい場合はもう１段、段
をつけて、１段の高さを15ｃｍ以下にします。
手すりも付けましょう。反対側に下駄箱があれば手すり
の代わりになります。
靴を脱いだりはいたりする時は椅子に座ると安定した姿
勢でゆっくりと楽にできます。

廊下～部屋
卒中の方は大抵、片麻痺なので部屋も廊下も行き帰りの両方に手すりが必要です。横手すりは連
続させましょう。部屋の中でタンスやテーブルなどの家具を手すり代わりに使うこともできます。
その時は体重がかかっても動かないように固定しておきましょう。
車椅子の場合は廊下幅は85cm以上にしましょう。手すりを持って歩く場合は、手すりを取り付
けると壁から10cm出てくることを考慮しておきましょう。両サイドに手すりをつけると廊下幅
は20cm狭くなります。

扉
車椅子で操作がしやすいように、出入り口は引戸にし、廊下幅、出入り口は有効幅85cm以上に
します。歩けても手すりが必要な場合は引戸にして、縦手すりを戸あたりの側（戸が閉まる側）へ
つけると、身体が安定するので転倒を防ぐことができます。

椅子の代わり

※	健足（けんそく）・・・健常な足
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階段
階段を昇り降りできるかどうかリハビリ医※1や理学療
法作業療法士に相談しましょう。階段が使えるなら、
昇る時は健足から降りる時は麻痺足から降ります。
・手すりは両側の壁に付ける
・高さは段鼻※2の所で大転子※3の高さにする
・階段の昇り初めの手すりは1段分伸ばしてつける
・踏み板の下へ足が少し入るようにして蹴込み板※4

　を付ける
・滑らない材質にしたり、段端に滑り止めを付ける
・階段昇降機やホームエレベーターを使う方法も
　ある
手すりの位置や階段の１段の高さ、奥行きなどは
その人によって適切な位置や大きさがちがうので必ず試しながら取り付けましょう。脳卒中の
再発の恐れもあるので、車椅子にも対応できる計画を立てたほうが良いでしょう。

床
生活の活動範囲は段差がなく滑りにくい状態になっていること。車椅子の場合、畳が沈んで動
きにくいので、フローリング等の沈まず転んでも怪我をしないものにしましょう。車椅子対応の
畳もあります。

段差を解消するには
・段差解消板（すり付け板）を使う
足首がしっかりしていて段差が少なければこの方法でOK（パーキ
ンソン病等は床を斜めにすると歩けないので階段のほうが良い場
合もあります）。材質は木製、樹脂製、ゴム製等で市販品があります。

・床を上げる
現在の床の上に張増しをする方法があります（高さが合うようにコ
ンパネ等で高さ調整をする）。

・敷居を下げる
敷居だけ上がっている場合は敷居を一旦、取りはずして敷居の高さ
を低くしてもう一度入れ直します。敷居を下げると元の建具の高さ
が足らなくなりますから、建具の上か下に補足の材を足すか、建具
を新調します。

※1	リハビリ医…障害者が社会復帰できるように機能訓練や福祉的な援助をする医者
※2	段鼻（だんばな）…階段の踏み板の手前の端の部分
※3	大転子（だいてんし）…大腿骨大転子は足の付け根で足を上げると動く側面の大きな骨
※4	蹴込み板（けこみいた）…階段の垂直の板
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手すり
縦手すり
主に上下に身体が移動するときに使います（トイレや椅子やベッドか
ら立ち上がったり座ったりする時や、段差のある所）。扉を開ける時
にも身体の保持の為に使います。握って力を入れるので、握りやすい
ように少し細め（直径3.2㎝位）で滑らないように指があたる所に、で
こぼこがついたものが使いやすいでしょう。例外として身体の移動が
大変で特に立ち上がりの時に特定の位置が良い場合はその位置に横手
すりを使います（トイレの前方の壁など）。

横手すり
平行に移動する時に使います。縦手すりと違い強く握る必要
がない場合が多いので少し太めで安定感ある直径3.5㎝位が
使いやすいです（端が壁のほうへ曲がっていると袖がひっか
からない）。

平坦手すり
普通は丸い形を使いますがリウマチや強皮症のように握りにくい場合は平た
い形状のものを使って手をのせるようにして使います。

棚型手すり
人によっては棚のような形状にして肘から寄りかかるようにした方が良い
場合もあります。この時は手すりの高さを肘の高さにします。

L型手すり
縦と横の手すりがつながってL型になっているものです。トイレの立ち上が
りや湯船につかっている状態から起きて立ち上がる時等に使います。

跳ね上げ手すり
車椅子でトイレを使うときに、上げたり下げたりして使います（主に便器横
から近づく場合）。公衆の車椅子用のトイレにつけてあります。

手すりが要りそうな所には下地をしておく。
合板厚さ1.2cm 以上必要です。
跳ね上げ手すりの場合、下地は5cm 以上の厚さが必要です。

ちょっと ワンポイント!

平坦手すり

棚型手すり

跳ね上げ手すり

L型手すり
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以上の手すりの他に小便器用や洗面台用、外部用の手すりもあります。下記のようなものも用
途に合わせて使うときめ細かな対応ができます。

■取り付ける位置の注意点
横手すりは大転子の高さか、杖を使っている人ならその杖の高さにします。身体を保持する安定
感がない人は肘の高さが良い場合があります。この場合はよりかかったようにして使います。
縦手すりは肘の高さ～目の高さにしますが立ち座りに使うときは座った時に持つ位置～立った時
の目の高さにします。
いずれにしても手すりの位置決めは大変重要なポイントになりますから必ず本人が試して使い
やすい場所・高さを選ぶようにしましょう。

■材質
取り付けの場所によって材質を選ぶ必要があります。部屋の中には温かくて手触りの良い木製
が値段も手頃です。浴室のように濡れる所や外周りは腐ったり錆びたりしないステンレスや
ステンレスに樹脂が巻いてあって滑りにくく手触りの良いものがあります。最近ではコーナーに
合わせられるように樹脂でできた自在に曲がる手すりがあります。いずれも用途に応じて使う人
に応じて選ぶ必要があり、下地はしっかりとしておかなければ危険です。

以上のように手すりには多くの種類や使い方があります。それだけ必要とされていて、注意深く
選び、施工しなければならないものです。

たかが手すり　されど手すり　です。

コーナー手すり

ポールの手すり

床からの手すり(内外)

遮断機型手すり 和式便器用手すり
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P.63 〜第５章
中古住宅を

考える

「中古住宅の流通促進」？
家って、確かにみんな
中古になっていくものねぇ。

中
古
住
宅
を
購
入
す
る
、
相
続
す
る
、

ど
ん
な
方
法
・
注
意
点
が
あ
る
の
か
考
え
ま
し
ょ
う
。

01

Ⅰ.周辺の環境の確認（立地）
Ⅱ.敷地について
Ⅲ.建物について

中古住宅（空き家）を
　　　　　　購入する

　				ここは大切！チェックポイントは？
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02

Ⅰ.活用する
Ⅱ.活用しない
Ⅲ 家の片付け・解体
Ⅳ.「売る・貸す」ことができない
Ⅴ.空き家にさせないために
Ⅵ.住宅に関する費用・税金
Ⅶ.空き家の補助制度・事業
　 （自治体・国土交通省）
 　：全国の例
Ⅷ.空き屋の補助事業：倉敷市の例

P.65 〜

中古住宅（空き家）を
　　　　　　相続する 03

Ⅰ.中古住宅（空き家）の流通
　  窓口
 　（売る・貸す・購入する）
Ⅱ.中古住宅（空き家）の診断
　 と窓口
　 （現状・劣化を診断する）

中古住宅（空き家）の
診断と相談窓口

　どんな方法、問題があるの？
　費用や補助制度は？

　家の劣化具合を調べたい
　売りたい、貸したい…
　どこに相談すればいいの？

P.71 〜

63 62

第 

５ 

章



01　中古住宅（空き家）を購入する
住宅を新築する場合に比べて、実物を見ることができるという利点があります。
外観や庭、駐車スペースが検討できることはもちろん、中に入って家事の動線や日当たり、風
の流れも体験できるかもしれません。

　　　　　　　　

中古住宅は基本的には「現況（現状）」で取引をされます。
購入後すぐに設備が壊れても買った人が自分で修理しなければいけません。
またリフォーム済の物件はその前の状態と改修の状況を知らないまま購入することもあります。
信頼のできる専門家（建築士・不動産屋さんなど）に相談しながら検討していきましょう。
購入後、ご自分でリフォームをする場合は、P73を参照してください。

「よーし、ここに決めた！」

でもちょっと待ってください！
なぜこの家は売りに出されたのでしょうか？
その理由が気になりませんか？
ここでは中古住宅と良い出会いをするために、
購入を後悔しないために、失敗しないポイント
をキチンと押さえましょう。

可能であれば現地には、晴れの日・雨の日、朝・昼・夕・夜など違う条件下で複数回、
見に行くことをお勧めします。

ちょっと ワンポイント!
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　チェックポイントは？

Ⅰ.周辺の環境の確認（立地）

利便性：駅・バス停・学校・病院・スーパーなど生活関連施設の近さ
安全性：過去の災害の有無
日　照：敷地の東側・南側にマンションなどの高い建物の有無（将来の計画も含めて）
騒　音：高速道路や線路など、夜間の騒音の発生源の有無（将来の計画も含めて）

Ⅱ.敷地について

道　路　幅：前面道路の幅の確認（4ｍ未満だと将来の建替えに支障をきたす場合もある）
敷地境界線 ：隣地や道路との境界がはっきりしていること

Ⅲ.建物について

（確認済証・検査済証が交付されているかを不動産業者に確認しましょう）

構　造：木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などいろいろな構法がありますが、増改築の予定
　　　　があるのであれば木造（在来工法）がよいでしょう。

築年数：「古いから弱い家」とは限りません。専門家の判断を参考にしましょう。

外　観：屋根（瓦がずれたり割れたりしていないか）
　　　　軒裏（軒裏材が剥がれていないか、複数の蜂が飛んでいないか、巣はないか）
　　　　壁（ヒビが入っていないか、シミが浮いていないか）
　　　　基礎（通気孔が埋まっていないか、ヒビが入っていないか）

室　内：天井（雨のシミはないか、カビは生えていないか）
　　　　壁（結露はないか、カビは生えていないか、コーナーに隙間がないか）
　　　　床（水平か、波打っていないか）

間取り：今の使い勝手はもちろん、将来、家族構成の変化にも
　　　　対応できるリフォームが可能かどうか？

断熱材：天井裏・床下は目視可。壁内は結露の
　　　　具合でいくらかは判断できます。

駐車スペース・庭：
　　　　子供が成人して自動車台数が増える場合も対応できる広さか？
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02　中古住宅（空き家）を相続する
　親の家を相続することになったらどうしますか？

まず、「活用する」「活用しない」という選択があります。
最悪の状況としてもう一つ、「放置する」がありますが、これは様々なデメリットを生じさせます。
放置や所有者不明による空き地･空き家問題が、今後ますます社会問題として深刻化していきます。
前はどんなに傷んでいても建物さえ残していれば、「小規模宅地等の特例」で固定資産税が減税
されていました。
ところが、2015年より施行された「空き家対策特別措置法」によって、老朽化の進んだ空き家
が周辺に危険や不利益を及ぼすような状況になると、自治体から「特定空き家」に指定され、
特例は受けられなくなります。減税もなくなり、改善の指導・勧告を受けます。それでも放置し
続けると、強制的な撤去がなされ、その費用は所有者に請求されます。
　
家をどのように活用するか、また適切に処分するかについて考えてみましょう。

Ⅰ.活用する
　
１．住む・貸す　リフォームや耐震補強が必要になります。
　　　　　　　　D. I. Y. 可にして貸すことも、借り手にとっては魅力的な物件になります。
　　　　　　　　まず、安心して住むために劣化診断や耐震診断で建物の状態を把握しましょう。　　　
　　　　　　　　自治体に窓口があります。

２．用途変更※	　住宅をアパート・福祉施設・民泊・店舗など事業として活用する場合、
　　　　　　　　用途変更の届出が必要になり、地域によって制限があります。
　　　　　　　　経営する場合は、しっかりとした需要の事前調査が必要です。
　　　　　　　　安易な節税対策は失敗の元です。

３．更地にして土地活用　駐車場･貸倉庫経営や家庭菜園など。

　

※	用途変更とは、ある建物の新築のときの使いみちを、別の使いみちに変えるための手続きです。
　	役所で用途変更届けが必要かどうか確認しましょう。
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Ⅱ.活用しない

１．売る
家の査定。建物･敷地状況・立地条件などによる需要度の大小で価格が決まります。インターネッ
トを使った無料査定サービスを活用する、不動産業者に売却の依頼をする、あるいは空き家バン
クに登録する方法があります。地元の不動産屋さん、全国にネットワークがある企業、公的団体、
それぞれ特色があります。
また、既存住宅の性能評価制度で評価を受けることで、建物の信頼性が高まり価値が上がります。
家付きで売る、または更地にして売る場合も、登記簿謄本だけでなく、地積測量図の確認や、現
地での敷地境界の確認（土地家屋調査士に依頼）を行うことをお勧めします。

２．相続放棄
納税義務や管理責任を回避するために相続放棄を行う方法があります。
ただし、不動産以外の全ての財産の相続を放棄することになります。

複数の相続人がいる場合、一人が相続放棄しても、その人以外の相続人に権利（義務）が残ります。
全ての相続人が相続放棄すれば、相続してから３ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、「相
続財産管理人」の選任を行います。

「相続財産管理人」の選任には費用が発生します。（諸費用+予納金 20～100万円程度）
納税義務はなくなりますが、「相続財産管理人」が確定するまでは、管理義務は続きます。
詳しくは相続専門の弁護士にご相談ください。

３．寄付
自治体やNPO法人、あるいは国に寄付する。
しかし、利用価値がなければ拒否されるので、現実的ではありません。

Ⅲ.家の片付け・解体
◦売るにしても貸すにしても、家財の片付けが必要です。処分業者に依頼する前に確認も兼ねて
　親族である程度の処分を行った方が、心残りがないでしょう。

◦家財道具の処分を請け負ってくれる業者は、主に「引越し業者」「不用品回収業者」「生前整理・
　遺品整理業者」などがあります。

◦解体する場合の費用は、家の大きさや、重機が入れるかどうか等の周辺道路や敷地条件により
　ます。（目安 3～5万円/坪程度）
数社業者から見積もりを取りましょう。
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Ⅳ.「売る・貸す」ことができない
	

立地条件や利便性が悪い等の要因で、買い手・借り手が
いなければ所有し続けるしかありません。
固定資産税や都市計画税の納税義務も管理責任も続きます。
賠償問題が起こることもあります。
３ヵ月の期限が過ぎると、相続放棄もできません。

家族信託について
親が認知症になると、財産管理や契約には弁護士などの後見人を選ばなければなり
ません。（「成年後見制度」）
しかし、親に判断能力があるうちであれば、家族の中から後見人を選ぶことができ
ます。これが、家族信託です。
ただし、管理する財産は本人のため以外には使えません。家族信託については、一
般社団法人家族信託普及協会や一般社団法人民事信託推進センター等にご相談くだ
さい。

ちょっと ワンポイント!
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国土交通省の告示による「安心R住宅」（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）
既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった「中古住宅」の
マイナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できるようにす
るため、耐震性や建物状況調査の実施、リフォームなどの情報提供が行われた物件に、
2017年4月からロゴマークの使用が始まっています。
登録団体の許諾を得た事業者だけが使用できるため、住宅購入者が安心
して既存住宅を購入することができる制度です。

ちょっと ワンポイント!
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Ⅴ.空き家にさせないために
　　　　

◦所有者が認知症に認定されると、権利は凍結され、預貯金口座の解約等ができなくなるばか 
　りでなく、不動産売買もできなくなります。
　家を売って施設の入居費用に充てるなどということができません。
　生前に財産を動かすためには、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任しなければ　
　なりません。

◦元気なうちに親族で話し合い、結論を共有しておくことが大切
　です。生前贈与や家族信託制度（家族による財産管理）を利用　
　するなどの方法もあります。

◦更地にしたり、耐震性等を確保すること（耐震リフォーム）で、
　相続税対策になります。（空き家の譲渡所得3,000万円の特別　
　控除）相続人にとっても、活用の選択肢が広がります。

◦所有者死亡後の名義変更（相続登記）に期限はありませんが放っておくと相続権が複雑になり、身
　動きがとれなくなります。活用するにも、処分するにも名義変更が必要です。

Ⅵ.住宅に関する費用・税金
◦固定資産税･都市計画税、相続税･贈与税、不動産取得税･登録免許税、印紙税、所得税･
　住民税など。

◦リフォーム費用、測量費用、家財片付け･解体費用、仲介手数料、登記費用など。

Ⅶ.空き家の補助制度・事業（自治体・国土交通省）～全国の例～
◦空き家再生等推進事業（除去事業タイプ・活用事業タイプ）
◦空き家解体撤去補助金制度
◦空き家等適正管理支援事業（空き家診断）
◦空き家活用（改修）事業補助金制度
◦家の空き家家財道具等処分補助金制度
各市区町村にお問い合わせください。



Ⅷ.空き屋の補助事業
　～倉敷市の例～　「倉敷市まちづくり基金」

倉敷市の歴史と文化を伝える町家や古民家等の空き家に新しい機能と価値を加えて活性化を目
指します。民間主体のリノベーションや、コハード整備、ソフト事業支援も備えた制度です。
学識有識者、まちづくり活動有識者、建築士からなる審査委員より、基金による支援事業を選定し、
良好な民間活力活用を促進しています。平成26年度から運用を開始し、これまで44件を採択、
約41件の町家・古民家が新たな機能と価値で再生活用されています。

倉敷白壁通（通称）

バルビゾン

改修前 改修後

外	観

改修前 改修後

外	観

改修前 改修後

内	観
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uramado（手造り鞄屋）本通り側

nara（花屋）裏路地側

改修前 改修後

外	観

改修前 改修後

外	観

内	観

内	観

uramadoと nara は本町通りと裏路地に表裏が面した縦長町家に縦列開店しました

倉敷市建設局まちづくり部まちづくり推進課　〒710-8565　岡山県倉敷市西中新田640番地
E-Mail citydevpromo@city.kurashiki.okayama.jp　phone 086-426-3025　FAX 086-421-1600 

裏
路
地

本
通
り

nara（花屋） Uramado
（手造り鞄屋）
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03　中古住宅（空き家）の診断と相談窓口
Ⅰ.中古住宅（空き家）の流通窓口

空き家を売却する際には、さまざまな方法があります。複数の不動産業を回るなど、販売価格
の見積もりの比較検討をすることが重要です。また、インターネットで無料査定をして参考に
するのもよいでしょう。 

１　不動産業者（民間）
・大手建築会社不動産部門：全国ネットワークや知名度で利用者が多く、
　　　　　　　　　　　　　売買の可能性が広がる。
・地元不動産会社：地域の実情に詳しく、マッチングがスムース。

２　インターネット
無料査定サービスで複数の査定が受けられる。加入不動産業者から選べる。

３　空き家バンク（各自治体・NPO法人）
市区町村が中心になり、地域活性化・定住促進のために空
き家の情報提供を官民協働で支援するしくみです。広い情
報発信により全国から買い手・借り手を掘り起こすことが
できます。不動産業者が仲介する場合や売主と買主が直接
契約する場合があります。
空き家バンクに登録すると、一定の費用を支払うことで、
不動産業者に維持管理を委託することもできます。

４　その他
・各県宅地建物取引業協会
・各県不動産協会
・各市区町村の空き家担当課 など

平成30年度の宅地建物取引業法の改正により、宅地建物取引業者は既存建物の売買等の
契約が成立するまでの間に交付する重要事項説明書に以下の事項を記載し、買主に説
明しなければならないことになりました。
①建物状況調査を実施したかどうか、及び調査をしている場合はその結果の概要
　㊟ この調査を行うのは、講習を受け国に登録している建築士です。
②建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況（確認済証や検査済証等）
従って、不動産業者は売買を仲介する場合は上記①・②の内容を売主に確認する必要
があります。ただし、管理する財産は本人のため以外には使えません。

ちょっと ワンポイント!
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Ⅰ . 中古住宅（空き家）の流通窓口　Ⅱ . 中古住宅（空き家）の診断と窓口
03　中古住宅（空き家）の診断と相談窓口

Ⅱ.中古住宅（空き家）の診断と窓口
ホームインスペクション（民間業者）
・住宅の所有者や、売買時の売主や買主が、現況を調査するためにインスペクション事業者（住　　
　宅診断会社）に依頼する。
・住宅全体の劣化状況を診断し、総合判定を行う（インスペクション）。調査内容は、構造や雨漏り
　に関わる診断。床下・屋根裏に入っての調査も含む。
・調査する人に特に資格は必要ないが、住宅診断士などの民間資格もある。
　
既存住宅状況調査	（各自治体）
・ホームインスペクションとの違いは、調査する人が、講習を受け国に登録している建築士で
　あること。
・調査内容は、やはり構造や雨漏りに関わる劣化診断であるが、床下・屋根裏に入っての調査は
　含まない。オプションにより、耐震診断や給排水などの設備関係などの詳細調査も受けられる。
・市区町村に耐震診断・劣化診断の窓口があり、条件によっては助成金が受けられる。
詳しくは、各市区町村の窓口にお問い合わせください。

既存住宅売買瑕
か し
疵保険加入のための調査　

・安心して売買するための保険。住宅瑕
か し

疵担保責任保険法人が調査を行う。
・調査内容は、構造や雨漏りに関わる劣化診断。床下・屋根裏に入っての調査はない。
・一定の基準に満たなければ、補修をして基準を満たしたうえで保険に加入する。

・売主が宅地建物取引業者であれば、2年以上の瑕
か し

疵担保責任を負う。
　個人間売買であれば、検査事業者が瑕

か し

疵担保責任を負う。

（参考）法施行後における既存住宅の売買等の取引の流れ（イメージ）

7

売主（又は買主） 宅建業者
①媒介契約

②依頼者の意向に応じ
検査事業者のあっせん

③検査事業者による
建物状況調査
（インスペクション）実施

④建物状況調査の結果報告 売主

宅建業者 ②重要事項説明
・建物状況調査
実施の有無
・調査結果概要
・保全状況等に関する
書類の保存状況

①建物状況調査の
実施状況の確認

買主

③調査結果等について双方確認

④契約締結時の書面に
双方が確認した事項を記載

媒媒介介のの申申込込時時 売売買買契契約約のの締締結結時時

住宅瑕疵担保責任保険法人

既既存存住住宅宅売売買買瑕瑕疵疵保保険険（（検検査査事事業業者者保保証証型型のの例例））

①売主等の保証依頼に応じ、検査事業者が保険申し込み
（保険法人の登録を受けた検査事業者であることが必要）
②保険法人が検査結果を確認

③付保

③保証

検査事業者

売買成立・物件引き渡し後

［参考資料：国土交通省　改正宅地建物取引業法の施行について］
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Ⅰ.水まわりで注意すること 
Ⅱ.結露対策
Ⅲ.害虫対策

P.75 〜

日常のお手入れ

大切な住まい、長く快適に暮らしたいですね。
そのためには日頃のこまめなお手入れが大切です。
大がかりな工事でなければ、自分で修理できる
こともあります。手をかければより愛着もわく
でしょう。
道具や材料はホームセンターなどで簡単手に入
ります。アドバイスももらえますよ。

Ｌｅｔ’ｓ　Ｄ.Ｉ.Ｙ.！

第６章
D. I. Y.

自分でできることは
自分でやろう
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P.81 〜

P.85 〜

P.91

04
Ⅰ.網戸の戸車の交換
Ⅱ.サッシ網戸の張替え
Ⅲ.網戸の調整・補修

建具

02
Ⅰ.浴室の補修　　
Ⅱ.水洗トイレの故障と修理
Ⅲ.水道蛇口の水もれの修理
Ⅳ.水栓金具の部品の交換

P.77 〜

水まわり                                                                                            03

06

Ⅰ.壁紙の補修
Ⅱ.壁紙を貼る
Ⅲ.漆喰、石膏プラスター塗り壁
　 の補修
Ⅳ.クッションフロアを敷く

内装

道具・工具

05
Ⅰ.塗装作業の基本
Ⅱ.塗装作業のポイント
Ⅲ.塗装作業の後始末
Ⅳ.床用ニスを塗る
Ⅴ.塗装の豆知識

P.87 〜

塗装
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01　日常のお手入れ
Ⅰ.水まわりで注意すること
排水
キッチン　
シンクは、野菜くずや残飯などが排水パイプに詰まると水が流れず、逆流する場合があります。
排水口にゴミを流さないようにしましょう。外部の溜桝に阻集用バスケットがある場合には定
期的に点検をしましょう。
炊事に油を使用しますが、排水溝に流すとその油は家の外にある溜桝や排水パイプで付着して、
悪臭の原因や排水の妨げになることがあります。定期的に油を取るようにしてください。おす
すめは年２回の大掃除。

雨樋やベランダ	
樋から雨があふれている場合、落ち葉や鳥の巣等で樋が詰まっていることがあります。そのま
まにしておくと、樋そのものに影響が出ることがあるので、早めに掃除しましょう。落ち葉が
多い場所は防護網の取付が有効です。

カビ
カビが好む４条件
1　空気があるところ
2　栄養源のあるところ
3　温度が20～30度
4　湿度が70％前後
　　
対策	（浴室）
お風呂使用後は換気扇を回し、冷水で洗い流し水が溜まっているところの水分を拭き取るよう
にしましょう。 カビが発生したら、エタノールでふき、殺菌してください。 ひどいカビには過炭
酸ナトリウムや塩素系のカビ取り剤などを使用してください。 

掃除	（浴室）
お風呂はカビの栄養源となる湯垢やせっけんカス、シャンプーなどが多く残るところです。
洗剤などを使用しこすり洗いやしっかりと水洗いをしてください。排水口などに悪臭を発生し
た場合は髪の毛を溶かすタイプの洗剤も市販されています。 
　
換気扇の使用方法
お風呂使用後に１時間以上回すのが目安ですが、理想的には24時間換気をすることです。
換気扇自体のホコリがカビの原因になり換気能力が低下するため、定期的に掃除をしましょう。
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Ⅱ.結露対策
結露は、外気との温度差があるところや湿度の高いところで発生します。 
換気をこまめにしましょう。 

押入の結露	
押入の壁面に断熱効果のあるボードを貼ると効果的です。布団の下などにすのこを敷いて空気　
が流れるようにしましょう。

窓ガラスの結露
断熱シートを窓ガラスに貼ると効果が高くなります。 吸水シートを貼り結露による水滴を吸い
取りましょう。また、窓ガラスをペアガラスに交換することも、結露を防ぐためには有効です。 

室内壁の結露
調理後や入浴後は必ず換気扇を回したり、部屋の窓を開け乾燥した空気を取り込みましょう。

Ⅲ.害虫対策
①	シロアリ
１　シロアリの好む条件は、換気が悪くジメジメした場所です。特にヤマトシロアリは湿った
　　木材を好むため床下は要注意。基礎の換気口は物を置いて塞がないようにしましょう。

２　シロアリの巣から多数の成虫が飛び出し、新しい巣を作ります。これを群飛といいます。 
　　ヤマトシロアリなら4月中旬の昼間に、海岸線に発生するイエシロアリは6～7月の夜照明に　
　　集まります。急に大群のシロアリを見かけた時は、シロアリ業者に調査を依頼しましょう。　
　　木部だけでなく土壌の防蟻処理も大切です。 

①クロアリの触覚は『く』の字ですが、シロアリの触覚は数珠状をしています。
②アリの翅は前翅が後翅より大きいのに対し、シロアリの翅は同じ大きさです。
③アリの体は腰が細くくびれていますが、シロアリは寸胴です。
㈱岡山三共アメニティＨＰの資料から

自分でできるシロアリチェック！
□　床がふわふわする	 □　床下の基礎表面に、蟻道がある

□　羽アリがむれているのを見た □　木材をたたくと、空洞音の軽い音がする

□　ふすまやドアがスムーズに開閉できない □　建具の立て付けが悪くなった

□　浴室の窓枠や敷居が水腐れしている □　近所でシロアリ駆除をした場合移動してくる
セルフチェックで該当項目があれば床下調査をしましょう。
該当しなくても定期的な調査をおすすめします。

②	キクイムシ
　家の木部や家具に小さな穴があれば要注意。（木粉がふき出している） スプレータイプの駆除
　剤を虫孔や周辺にもキリで穴を開けて注入します。 大きな被害はシロアリ業者に相談しましょう。 
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Ⅰ . 水まわりで注意すること　Ⅱ . 結露対策　Ⅲ . 害虫対策
　　01　日常のお手入れ



	02　水まわり

Ⅰ.浴室の補修
浴室の出入口の木製の敷居が腐っている。
腐っている部分をノミや彫刻刀で取り除き、木部用エポキシパテを埋め、形を整えます。
敷居木枠などの木部全体に水性つやあり塗料を塗っておくと、防水性も見た目もＵＰ！

タイル壁のすき間、床と壁のコーナーのすき間、浴槽や収納棚と壁のすき間
水の浸入を防ぐために補修する。古コーキングを、カッターナイフや割りばし等で取り除き、
チューブ式のシリコン系充てん剤で埋めます。テープ状のシール材もあります。
　
浴槽のゴム栓が固くなったり傷みがある
そこから水が漏れていることがあります。ペンチなどを使って古いゴム栓を外し、サイズの合っ
た新しいものと交換します。チェーンも傷んでいれば交換しましょう。（ホームセンター等で購
入できます）

「もらいサビ」をとるには？
へアピンや缶などを置いたままにしていたら、サビがついてしまうことがあります。これを「も
らいサビ」と言います。クリームクレンザーでこするか、40℃くらいのお湯をかけ、洗濯用の
還元系漂白剤をふりかけてしばらくおいてからこすると取れます。

Ⅱ.水洗トイレの故障と修理
水洗トイレのタンクは、仕組みさえ分かれば修理は意外と簡単です。 
いざというときのために、構造を覚えておくと良いでしょう。

タンクの構造

浮き玉

排水管

浮き玉支持棒　ボールタップ　
浮き玉によりピストンバル
ブが上下して水を流した
り、とめたりします。

ピストンバルブ

止水栓
水道管からの給水を止めた
り、水の量を調節したりし
ます。タンクの修理をする
時は必ずしめてからします。
止める時に回した回数を覚
えておき、修理後に開ける
時、同じ回数だけ反対に回
して開けます。

ゴムフロート
（浮きゴム）
レバーで引き上げられる
と、タンク内の水が便器に
流れ、水位が下がると閉じ
ます。

サイホン
（オーバーフロー管）
ボールタップの故障で水が
止まらない時に、便器に水
を流してタンクから水があ
ふれるのを防ぎます。

レバーハンドル
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水が流れない！（ロータンクに水がたまっている）　　
レバーとゴムフロートをつないでいるクサリがはずれたか、切れています。
クサリが切れている場合は、ゴムフロートごと交換しましょう。
浮き玉がタンクの壁にひっかかり、下がらない。 → 支持棒ごと浮き玉をはずして支持棒を曲げ、
浮き玉が壁に触れないようにつけ直しましょう。

水がとまらない！　A	サイホン（オーバーフロー管）から水があふれている

浮き玉がはずれている。
　→ 浮き玉に支持棒をよくねじ込みましょう。

浮き玉に水が入っている。	
　→ 浮き玉を外し、交換しましょう。 

水がとまらない	！　B	水位がサイホン（オーバーフロー管）よりも低い
まず、止水栓で水を止めます。
ゴムフロートがはずれていたり、ゴミがはさまっている。
　→ ゴムフロートをはずし、排水口にあたる面をよく
　　  洗ってから取りつけましょう。    	

浮き玉

止水栓の種類	

ゴ
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ムの劣化

支持棒　　

※	ゴムフロートをさわって手が黒くなるときは、	
　	ゴム劣化しているので新しいものと交換しましょう。		
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Ⅲ.水道蛇口の水もれの修理
修理をはじめる前に	・・・	まず止水栓を閉じます。
止水栓はふつう、屋外の水道メーターボックス内にあり、ハンドルを右に回して閉じます。
このほかメーターボックスとは別に丸い鉄のフタのついた止水栓ボックスの場合もあります。
このときは止水栓キーを使って開閉します。

蛇口から水が漏れる！（コマパッキンの交換）
①パッキン押さえを矢印の方向に回してはずします。
　このときカランプライヤーを使います。つかむ部分がギザギザになって
　いるカランプイヤーを使う場合は、キズがつくのを防ぐため、蛇口に布
　などを当てた上からはさんでください。

ウォーターポンププライヤーの改良型。
つまむ部分が角になっていて蛇口をキズ
つけません。先のくちばしのような部分は
ネジやコマをつまむのに便利です。

②パッキン押さえが緩んだら手で回してネジ部分をはずす。
　ハンドルを左回りにして緩め、スピンドルごと上部をはずします。

③コマパッキンをピンセットや割り箸などでつまみ出します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④スピンドルに新しいコマパッキンを差し込んで本体にはめ込む。
　ハンドルを手で右に回して締めます。ある程度締まったら、パッキン
　押さえを手でねじ込み、最後に工具で締めます。

㊟	このときパッキン押さえを強く締めすぎるとハンドルが重くなるので注意して
　	ください。

戸建て住宅
土の中

流しはシンクの下

カランプライヤー

パッキン

①

②

③

④
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パイプ部分から水が漏れる！（パイプパッキンの交換）

　　　①パイプナットを矢印の方向に回してはずし、パイプを引き抜く。

　　　②交換用のパッキンは、リングがセットになっているので図のように　　　
　　　　はめ込み（蛇口のメーカーによって合わないこともあります）、パイ
　　　　プを差し込んでナットを締めます。

Ⅳ.水栓金具の部品の交換（蛇口の先端がナット式であれば交換できます。）
古いパイプを取りはずします。
ウォーターポンププライヤーやモンキーレンチ
でナットをゆるめます。　　　　　　
ウォーターポンププライヤーがない場合は、右
の工具で代用することも可能です。　　　　　　　　　　　　　

水栓本体のパッキンを取りはずします。
新しいパイプを取りつけます。新しいパイプについているパッキンを溝
があるほうから本体に入れます。

ナットを工具で締めつけて完成です。
取り付け後、水漏れがないかチェックしましょう。

レバーハンドルや先端金具など、自分で交換できるものがあります。

ナット
リング

パイプパッキン

コンビネーションプライヤー

モンキーレンチ
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03　内装
Ⅰ . 壁紙の補修

壁紙がめくれたり、継ぎ目が口を開けた場合
①壁紙の汚れを 絞った布等で拭き取り、壁紙の裏に、壁紙用接着剤を塗ります。めくれが少な
　い場合は爪楊枝等を使って奥へ塗り込みます。
②クロスの上から空気や接着剤を追い出して壁紙を張り合わせ、硬く絞った布で拭き取ります。
③ローラーで押さえます。めくれぐせがついていたら、画びょうで仮止めします。
※	継ぎ目が 1ミリ以上ある場合はのりジョイントコークでコーキングします。

ネジやピンの小さな穴の補修

①穴をふさぐ
穴やその周囲の汚れを落とす。
穴の周囲の盛り上がっている
部分を爪で穴の中心に向かっ
て押し込んで平らにする。

②布でふく。

③パテを練る。

④パテを塗る
ヘ ラ で パ テ を 埋 め ま す。    　               
パテをヘラでかきとり平らに
仕上げます。はみだしたら、
固く絞った布で拭き取ります。

⑤パテが乾いて窪んでいる
　時は２回目のパテをする。

⑥汚れをふき取る。 
⑦ペーパーをかける。

補修前 補修後

ふさいでない穴

ふさいでない穴

ふさいだ穴

ふさいだ穴
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Ⅱ . 壁紙を貼る

大きく破れた場合（同じ色柄の壁紙がある場合）
①破れたクロスと同じ色柄の新しいクロスを用意　
　します。

②新しい壁紙を破れた部分より柄を合わせて大きめに　
　切り、布粘着テープ等で仮止めします。

③破れよりひとまわり大きな位置に定規を当てて
　2 枚一緒に切ります。

④仮止めのテープをはがし、新しい壁紙を一旦とり、
　破れた壁紙をはがします。カッターの先で端をこじ　
　起こすようにしてはがすとよいでしょう。
　壁面に古い接着剤がついている場合は固く絞った
　布で拭き取ります。

⑤壁紙補修用の接着剤を新しい壁紙に塗って貼ります。

⑥貼った後、壁紙用のローラーで継ぎ目を押さえると
　目立たなくなります。

破れた部分

実際には隠れて見え
ない破れ

2枚一緒にこの線で
切る

新しい壁紙（破れたクロスの上に置く）

：仮止めを表す

一旦はずしてもう一度
戻す

83 82

第 

６ 

章

Ⅰ . 壁紙の補修　Ⅱ . 壁紙を貼る　
03　内装



Ⅲ.漆喰、石膏プラスター塗り壁の補修
ヒビ割れを埋める
①ヒビ割れが小さくパテ※が入らない場合は、マイナスドライバーでヒビ割れを少し広げます。

②ヒビ割れ部分にハケで水分を含ませます。（食いつきが良くなる）

③パテを塗りつけ、木ベラでかき落として埋めます。乾燥後、あて木（かまぼこ板等）をした
　サンドペーパーで表面を平らに仕上げます。

穴を埋める
（ヒビ割れや穴、柱との間にすき間ができている時は、室内用の壁補修パテで埋めます）
①濡らした雑巾で穴と周囲を湿らせ、穴の内側にパテを押し付け穴の表面までパテを埋め、
ヘラを押し付けてすべらし、表面を平らにしておきます。

②１回で埋めると、パテが乾くと縮んでへこむので、2～3回に分けて埋めていきます。
　（乾燥しても凹まないパテを使うなら１度で良い）
※	凹凸が目立つようなら、完全に乾いてからサンドペーパー　240番～320番にあて木をしてこすり、平らに
	　仕上げます。
※	室内用の壁パテは、水を加えて練るものと、パテ状でそのまま使えるものがあります。

Ⅳ.クッションフロアを敷く
クッションフロアの必要量を計算する
部屋の見取り図を書いて床の寸法を書き込みます。施工するクッションフロアの幅（90cm か
180cm）を考えて、クッションフロアの長さを割り出しましょう。両端がそれぞれ5cm程度余る
ように計算します。模様のある床材の場合、柄をあわせるため、その分を余分に購入します。

施工する
①床を掃除する
床がほこりや油で汚れていると、テープの接着が弱いので住宅用中性洗剤で拭き乾かします。

②床材を大まかに切る
部屋の幅に合わせて、両端が5cmほど余るように１枚目の床材を切ります。裏面が方眼になっ
ているので、切る際の目安にします。

③床に両面テープを貼る
部屋を囲む四方の壁際と、クッションフロアの幅の中央に当たる部分に専用両面（型取り）テー
プを貼ります。これはクッションフロアが浮き上がったりずれたりしないようにするためです。
壁際に貼る両面テープは半分に分かれていますが、壁際の半分をはがして貼ります。中央に貼
る両面テープは両方のはくり紙をはがして貼ります。

※	ペースト状の充填材ですが、ここでは室内壁補修用水性パテです。石膏を材料にしたものは白パテと言います。
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④クッションフロアを押し当てる
片方の壁際を5cm余らせて1枚目のクッションフロアの位置を決めたら、中央に貼った両面テー
プの上のはくり紙をはがしながらクッションフロアをはります。クッションフロアの裏面にテー
プが接着するように、しっかり押します。
壁際は板切れ（かまぼこ板やものさし）などで押し当てると楽に作業ができます。

⑤はがして余分をハサミで切る
次に、クッションフロアをいったんめくってはがします。専用両面（型取り）テープのふちが部
屋の壁際にラインを示します。テープぴったりにハサミで切ります。

⑥クッションフロアを貼る
専門両面（型取り）テープに従って不要な部分を切り取ったら、残りのはくり紙をはがし、再び
壁際にクッションフロアを貼ります。クッションフロアの端がはがれないないようにローラーを
転がして床に圧着させます。

㊟	専門両面（型取り）テープを使わない時は、専用両面テープを使います。同様の方法でクッションフロ	アを
　貼り付けた上で、カット定規を強く押し当てながらカッターナイフで余分を切り取ります。幅木や床を傷つ
			けないよう注意します。

⑦位置を決める
１枚目と少し重なるようにして置き、まち針やマスキングテープでずれないように仮止めをします。
１枚目と2枚目が重なっている中央にスチール定規をあてて2枚一緒に切ります。

⑧合わせ目の床にテープを貼る
クッションフロア同士の継ぎ目の中央に両面テープを貼ります。両面テープのはくり紙をはがし
てクッションフロアを貼り付ければ、継ぎ目がピッタリと合います。

⑨圧着してシール剤を充填する
継ぎ目にすき間があると床材がはがれたり、水が浸入するおそれがあります。押さえローラー
で両面の床材を密着させた上で、専用シール剤を薄く充填して継ぎ目を生めておきましょう。
シール剤は1日で固化します。床面全てにクッションフロアを貼り完了します。

2枚一緒に切る

両面テープ

85 84

第 

６ 

章

Ⅲ . 漆喰、石膏プラスター塗り壁の補修　Ⅳ . クッションフロアを敷く
03　内装



04　建具
Ⅰ.網戸の戸車の交換

開閉する際に網戸がガタついたり、下の枠にこすったりする場合、戸車の高さが合ってないか、
戸車がすり減っている可能性があります。
もっとも一般的なのは、戸車を網戸の溝にはめ込むだけのタイプです。このタイプなら、戸は
つまんで引き抜くと取り外せるので、お店へ持参して同じものを購入します。1個を残しておいて、
それを参考にしながら購入した戸車を取り付けると参考になります。
取り付けたら，ガタガタしないように戸車の高さを調節しましょう。

Ⅱ.サッシ網戸の張替え
①網戸を外す
張り替える網戸をサッシ枠から取り外します。
上部左右についている外れ止めを解除します。 
枠の両側を持って上へ持ち上げながら、下部を手前
に引くと、枠から網戸を取り外すことができます。
　
②古い網を取り外す
押さえゴムがある面を上にして床におきます。
押さえゴムの端を探して、キリなど先の尖ったもので
起こし、引っ張って取り除きます。押さえゴムを
はずすと、古い網を外せます。

③サッシの溝のほこりを取る
押さえゴムがはまっていた溝にゴミやほこりがたまって
いたら、歯ブラシなどで掃除します。溝がつまって
いると新しい網を張る際に押さえゴムがきちんと入
らない場合があります。

④網戸の上に網を広げる
ロールで売られている網を網戸の上にのせます。
４辺がそれぞれ10cm程度余るように置きます。
網戸とサッシを固定する専用のクリップがあると一
人でも簡単に作業できます。前面に網を載せサッシ
から、余分な網をハサミでカットします 。

㊟	裏表のある網もあるので注意しましょう。

サッシの側面

外れ止め

押さえゴム

外れ止めは

色々な種類

があります
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⑤押さえゴムをはめ込む
新しい押さえゴムを網戸用ローラーで埋め込みます。片手で網を軽く押さえながらローラを転
がしていきます。網が大きくずれないように注意しながら作業しましょう。ずれたり歪んだ場
合は、網の位置を戻したうえで、やり直します。
押さえゴムはコーナーにかかる少し手前からはめ込むようにすると、角が固定するで、ズレを
防止することができます。
  
※	最初の2辺にゴムをはめ込む際、網全体がずれないように軽く押さえるだけにします。
※	辺めからは網を強く引っ張りながらたるみがでないように押さえゴムをはめ込んでいきましょう。

⑥余分な網を切る
４辺すべてに押さえゴムをはめこんだら、余ったゴムをハサミで切って溝に納めます。次にカッ
ターナイフで余分な網をカットします。刃を枠にあて、押さえゴムのキワ部分を切りましょう。
ほつれて飛び出した糸はハサミで切ります。外れ止めを戻したら作業完了です。
 
 

Ⅲ．網戸の調整・補修
①外れ止めを調整する　
張り替えのために網戸をはずすには、上部左右にある外れ止
めを解除する必要があります。ドライバーでネジをを緩めて、
つまみを引き下げてください。
開閉時に網戸が外れる場合は、外れ止めが緩んでいます。逆に
外れ止めがきつ過ぎると、開閉しづ らくなります。様子をみ
ながら行ってください。

②破れを補修する　
部分的に穴があいたら、簡単にできる補修としては、網戸補修
用シールを購入できます。網戸の上から貼るだけです。網戸を
張替えた時の残りがあればそれを使って補修できます。
補修はできますが、あくまで臨時的な方法として扱うことを
おすすめします。
  

破れの補修用シール
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05　塗装
Ⅰ.塗装作業の基本

①ペンキが塗れる壁紙か確認する
目立たない所で試し塗りするのが一番確実です。はっ水や防汚壁紙は　
ペンキをはじくため、非常に塗りにくくなります。
セロハンテープによる確認
セロハンテープがしっかりと貼りつかない壁紙は、ペンキも密着しにくい
可能性が高い。写真は色付きのテープを使用しています。
霧吹きによる確認
霧吹きで水をかけたとき、球状になって流れる場合は、はっ水性壁紙の可
能性が高いです。水分がなじむようであればOK。

②壁をきれいにする
壁を雑巾などできれいにします。ホコリ、油分、ヤニなどを取り除きましょう。　
ヤニがひどいときはヤニ止めシーラーを使用します。

③マスカー・マスキングテープで養生※

壁の周囲に沿ってマスキングテープを貼り付けます。窓やコンセント、
ドアハンドルや鍵穴などの細かい箇所はマスキングテープを貼ります。

④ペンキを準備する
塗料は容器の中で沈殿または分離していることがあります。
蓋をあけて割りばしや混ぜ棒などで容器の底からよく混ぜ、中の色が均　　
一になってから使います。

⑤塗る
ハケに塗料をつけるときには、ハケ全体に塗料をつけるのではなくハケの
３分の２くらいまでつけるのがコツです。容器のふちで余分な塗料を落と
してから塗ります。
広い面はローラーで塗料を含ませてから広い面を塗っていきます。
配って広げて整えることが重要です。

⑥乾燥させる・養生をはずす

屋根や外壁、または屋内の壁や天井などの面積の広い塗装作業は大変なものですが、部
分的な塗装なら D. I. Y. でも可能です。傷みがすすむ前に塗りなおして、美しく長持ちさ
せましょう。

ちょっと ワンポイント!

※汚れ・破損防止の保護
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Ⅱ.塗装作業のポイント
雨の日、寒い日は作業しない
湿度が高い雨の日は塗膜が白く濁ったり、なかなか乾かないなど、失敗の原因になります。
また気温が５度以下の冬場も作業には向きません。できるだけ晴れた日を選んで作業をしま
しょう。
塗装作業は、朝早くから開始して夕方までに終われるように計画しましょう。
 
あらかじめ塗る面をきれいにする
塗装面が凹凸になっているとそのままの粗さで仕上がってしま
います。あらかじめ下地調整はしっかり行いましょう。
 
一度に塗料を厚く塗らない
塗料は一度に厚く塗ると、中が乾かずシワやヒビ割れができる
ことがあります。薄く2回塗るのがポイントです。

色を鮮やかに仕上げるには
色をきれいに鮮やかに仕上げたいときは、1回目に白を塗ってお
くのがコツです。白が乾いてから目的の色を塗ります。

Ⅲ.塗装作業の後始末
作業を中断する時のハケは
ハケは洗っておくと何度でも使う
ことができます。

水性塗料を使った場合
中断する時は水につけておきます。
保管する時は、新聞紙などにこすりつけてふきとり、水で洗い流してから日陰で乾燥します。

油性塗料を使った場合
中断する時はビニール手袋などに入れ空気にふれないようにしておきます。
保管する時は、ペイント薄め液で洗います。その後、食器用洗剤と水でもみ洗いし、水でよく
すすいで水分をふき取り、乾燥します。

余った塗料の保管と処分
水性塗料はきっちり蓋をしておけば大丈夫です。ただし水を加えたものは保存がききません。
塗料を薄める時は必要量を別の容器に移して使います。
油性塗料は空気に触れると固まるので、ペイント薄め液を少し入れ、混ぜないでそのまましっ　
かり蓋を閉めておきます。

㊟	残ったペンキは、水性・油性とも塗料固化剤で固めてゴミ袋に入れて可燃ゴミとして捨てる。（自治体のルー　
　	ルに従う）

水性：ハケをつけておく
　　　（中断時）

油性：ビニール手袋に入れ　
　　　ておく（中断時）
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Ⅳ . 床用ニスを塗る
ニスの目的
ニスの目的は、フローリングの保護のためです。
ローリングに水は大敵です。継ぎ目から水がしみこむと、ひび割れや反り、腐食の原因になり
ます。ニスを塗ることで、表面を保護し水から床を守ることができるため、毎日のお手入れが
楽になります。
フローリングは新しい時に塗ることをお勧めします。ただし、中にはすでに塗装がしてあり、ニ
スが使用できないものもありますので、よく確かめて使用してください。

ニスの種類
アクリル、ウレタン、ラッカーなどたくさんあります。どのニスを選ぶかは、塗る場所をモノ
に合わせて選びましょう。

特徴 塗る場所 乾燥時間

アクリル
（油性）

非常に光沢感・肉持ち感があり
ます
使いやすく単価も安い

木材・家具・電気器具・屋内外の鉄部・
自転車・機械器具 1 時間以上

ラッカー 非常に強靭な塗膜・優れた光沢
性能を発揮する

木材・家具・電気器具・屋内外の鉄部・
自転車・機械器具 10 分～ 20 分

ウレタン

非常に深みのある艶・密着力・
耐侯性・耐水性・耐電性に優れ
ます
2 液型（2 液を混ぜて使う）で
使いづらいが、仕上がりが非常
に良い

木部・電気器具・自転車・バイクな
ど熱が発生するところ
※現在の車両塗料の主流は、２液の
ポリウレタン樹脂系塗料です。

2 時間以上

ニスの使用頻度
２年に一度程度をお勧めします。普段のお手入れは、ニスより手軽に使用できるワックスを
1 ～２か月に一度程度塗ると、つやを長持ちさせ、傷を予防することができます。

ニスの塗り方
１　最初に汚れをとる。はく離剤などを使いワックスをとります。
２　塗装したくない部分にマスキングテープを貼ります。テープの端のラインが塗膜の境目と
　　なります
３　ニスを刷毛で塗ります。
４　サンドペーパーをかけます。最初は 180 ～ 240 番を使い、次に 600 ～ 1000 番くらいで
　　かけます。
５　コテ刷毛でニスを塗ります。

使用後の刷毛は固まると使用できなくなるので、しっかり洗い落とすか水につけておきましょう。
ニスを拭き取った布をそのままにしておくと発火の恐れがあります。使用後は水につけるなど、
取り扱いに注意しましょう。
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Ⅴ . 塗装の豆知識
塗料には油性と水性と自然塗料があります。油性塗料と水性塗料の大きな違いは、その物質を
溶かしている液体溶剤の違いです。溶剤が、油性にはシンナーなど揮発性有機溶剤が含まれて
いて、水性には水が含まれています。
塗装のメカニズムはどちらも同じで、塗られた塗料から揮発性有機溶剤や水が蒸発して残った
色素が付着します。作業時は十分な換気が必要です。

油性と水性の長所と短所
長所　 短所

油性塗料
壁や金属面に直接、一度塗りしやすい
一般的な水性より塗料の密着性が高い
光沢、乾燥時間、耐久性が優れている

有機溶剤に強い臭気がある
火気厳禁のため保管に注意が必要
水性より価格が高い

水性塗料
匂いは少ない
保管しやすい
取り扱いが簡単

塗料の密着性に劣る
気温が低いと乾かない場合がある
高性能なものは高価

以上のように、油性と水性、どちらにもそれぞれ特徴があり、一概にどちらが良いとは言えま
せん。
最近では水性塗料が主流になってきています。
ときどきの D. I. Y. であれば、扱いやすく、耐久性や多用途に優れた高品質の水性塗料を使うこ
とをお勧めします。屋外の金属のものを塗るなら油性、屋内の木部を塗るなら水性を目安に選
ぶのも良いでしょう。

木部の塗料のいろいろ

ステイン 木材用の着色剤です。柔らかい部分には濃く着色するため、木目が際立ちます。
木材の保護機能はありません。

ニス 基本的に透明の硬い塗膜を作る塗料。
アクリル、ウレタン、セラックなど樹脂の成分で硬さや用途が異なります。

ワックス バターのような塗料で、塗り方もバターのように薄く塗りこむだけ。
つや出しや、木材の過度の乾燥を防ぎます。

オイル その名の通りオイルで、木材に浸透し内面から保護します。
水滴がついたまま放置すると輪染みになることがあります。

エナメル いわゆるペンキのことです。はっきりとした色で木目を覆い隠します。

柿渋 浸透性の塗料。紙、布や木の染料で天然素材です。重ね塗りをするほど色が濃くな
ります。

自然塗料
自然塗料は原料に石油や合成顔料を含まない天然の素材を主原料とした塗料です。
自然塗料は人や環境に優しい、安全性が高いと言われていますが、ホルムアルデヒ
ドや VOC を発生させるものもあるため、注意が必要です。
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06　道具・工具　　D. I. Y. でよく使う道具・工具の用途

メジャー（巻尺・コンベックス）
長さを測る。天井まで測れ
る3.5ｍ位のものが一般的。
折れ曲がらず、ストッパー
付きがお勧め。

ニッパー
細い電線や金属線を切断す
る。切れ味が良く断面がき
れいに仕上がる。

モンキーレンチ
ボルトやナットを締めたり、
緩めたりする。はさむボル
トやナットの口径に合わせ
て、口の開きをネジで調節
して使用する。

ラジオペンチ
ものをつかんだり切ったり
する。針金を折り曲げるな
どの細かい作業に適する。

ウォーターポンププライヤー
水栓蛇口水洗トイレの水栓
のナットを締めたり、緩め
たりする。交差部のカシメ
ネジを移動して口の開きを
5～6段階に調節する。

サシガネ（曲尺）
Ｌ字の金属製のものさし。
長さを測ったり、カッター
のガイドとして使う。木材
に直角に線を引く時に重宝
する。

ノコギリ
木材や金属を切断するため
に使用する。
家庭用には合板もきれいに
切れる替え刃式や折れ刃式
のノコギリが使いやすい。
交換式は古くなった刃だけ
を取り替えることができる。

水準器
水平を液体の中の泡の位置
で目視できる。角度を自由
にできるものもある。

トリマー
トリマーはビットと呼ばれ
る刃を回転させて、木材の
飾り面取り（丸面・Ｖ溝・
銀杏面）をする電動工具。
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ドライバードリル
ネジを締めたり穴あけをす
る。先端にネジ止め用のド
ライバービットや穴あけ用
のドリルビットを装着して使
用する。

カンナ
木工用の工具の1種で、主
として材木の表面をけずっ
て加工する。

カナヅチ
クギ打ち、ノミやカンナを
叩く時に使う。クギ抜きが
ついたネイルハンマーが便利。

インパクトドライバー
回転＋打撃の二つを組み合
わせるので強い力がある、
下穴の穴あけやネジ締め、
どちらもできる。

クランプ
「締め具」ともいわれ、作
業時に手を使わずに材料を
安全確実に押さえる事が出
来る｡

サンドペーパー
紙に砥粒を塗布した研磨材
である。

キリ
小さな穴を開ける。
先端の形状が三角の三つ目
キリと四角の四つ目キリが
あります。貫通させるには
四つ目キリがお勧め。

バイス（万力）
作業の種類は切削や研磨、
切断、接着において接着剤
が硬化するまでの固定、作
業中に材料が動いてしまっ
ては具合の悪いネジ留めや
ネジを外す等、各種作業に
利用される。

グラインダー
砥石を使って研削を行う工
具。ディスクグラインダー
は金属をガンガン削り落せ
る、パワフルなサンダーです。
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あ　と　が　き
　

　2009年版「リフォームの手引き」から10年を経て冊子を作成するにあたり、2019年版はオー
ルカラーにしました。文章の取り扱いについては、インターネットにより情報はたやすく入
手できるようになりましたが、その取り扱いが問われ、特に出典元の情報使用の許可が必要
となります。
　内容としては、高齢化や空き家問題が年々深刻になっていく中で、「第４章　いつまで
も我が家で暮らしたい」を充実させ、更に「第５章　中古住宅を考える」「第６章　D .I .Y .　
自分でできることは自分でやろう」の２章を加えました。総ページ数は93ページ、前回よ
り24ページの増量です。
　第６章は言わば番外編で、自分でできるD. I. Y. を選択して紹介しました。メンテナンス
や点検を自分自身がすることで、我が家に愛着を持ち長持ちさせることもできます。そして
いつまでも我が家で暮らせる事を切に願って2019年版「リフォームの手引き」を作成しま
した。読んでいただいて、お役にたてれば幸いと存じます。
 　更に「リフォームの手引き」を使って一般の方を対象にしたセミナーを開く計画があります。
この冊子を活用する事で更に大きな広がりを期待して活動を進めているところです。今後も
一般の方との連携を深め、地域貢献に努めたいと考えています。                            　　                                                              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集代表　中山　裕里香
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