
・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。

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。

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。

具体的な計画をたてる

事業者を決める～契約する

着工

着工後

・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？

万が一、トラブルになった場合には、国や各市町村の相談窓口
やリフォーム専門の第三者機関に相談できます。

☆トラブルになったら・・

リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

改装の範囲で変わっていきます

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

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

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう

●安いからといって契約しないようにしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

リフォームの費用はどのくらいかかりますか？

ましきまち生活便利帳76

生
活
ガ
イ
ド（
全
面
広
告
）

■■■ ■■■建築工事一式
本格木造住宅・新築・リフォーム・
店舗内装工事・ビル改修工事などの
《企画・設計・施工・管理》

＊お気軽にお問い合わせ下さい！！

☎096-286-6762
所在地
上益城郡益城町寺迫1013-1
熊本県知事許可(般－23)第6073号
一級建築士事務所熊本県知事登録第3406号
熊本県建築士会会員

㈲山野建設一級建築士設計事務所

有限会社 山野建設
http://yamano-homes.co.jp 又は 山野建設で 検索←Dreams and  Challenges

有限
会社山野建設

熊本県上益城郡益城町寺迫1013-1　TEL 096-286-6762
http://yamano-homes.co.jp



・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。

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。

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。

具体的な計画をたてる

事業者を決める～契約する

着工

着工後

・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？

万が一、トラブルになった場合には、国や各市町村の相談窓口
やリフォーム専門の第三者機関に相談できます。

☆トラブルになったら・・

リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

改装の範囲で変わっていきます

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

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

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう

●安いからといって契約しないようにしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

リフォームの費用はどのくらいかかりますか？
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有限会社　寺本建設 代表取締役　寺本 藤吉

一級建築士事務所 登録第2216号　建設業許可 熊本県知事(般-24)第1381号
(事務所)熊本市東区花立2丁目13-35　(作業場)益城町広崎北原480-1 tel 096-365-8500

新築･リフォーム
心地いい住まい
自然素材の家

URL:http://www.teramoto-home.com　E-mail:info@teramoto-home.com

862-7 978-4

TEL 279-3620 FAX 279-3613 
Mobile  090-8949-4913 (24 )

HP: sanwa1980.jp 

( -24) 14160

®

Dream  lar  Life

電気工事・設計・施工
太陽光設置工事

代表取締役　平井　孝男

上益城郡益城町古閑38-4
TEL(096)365-7027
FAX(096)365-0648

タイ ヘイ デン キ

代表者 上村幸輝

益城町福原 2747-2

TEL/FAX （096）286-2717

新築・リフォーム・一般建築

上村工務店上村工務店UEMURA

携帯 090-1088-9698



　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。

　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。

　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。

　最近では自社ホームページを持っ
ているリフォーム会社も多いようで
す。ポストに入ってくるチラシも情報
収集のチャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォー
ム工事をした家があったら、その会社
がどんな対応だったか聞いてみるの
も一つの手です。

　日本の暑い夏を快適に過ごす工夫として、遮熱塗料を屋
根、外壁に使用すれば室内温度が4度～5度ぐらい下がるこ
とがあります。エアコン等の冷房機器は省エネが期待され
ます。又、屋根が鉄板類で雨音が気になる住宅には遮音塗
料があります。雨音を気にせずに過
ごすことができるでしょう。塗料の
効果も日々、進化しており、業者へ
の確認が必要です。

　リフォーム時には、住宅に関する法律についても知って
おく必要があります。通常業者さんが把握しており問題の
起こることはあまりありませんが、知っておきたい法律と
しては建築基準法があります。建築基
準法は住宅の安全性、居住性、周辺環境
への配慮を目的としている法律で、新
築だけでなくリフォーム時にも適用さ
れるので注意が必要です。

住まいの整備に関する補助金

バリアフリー住宅

自然塗料

業者の探し方

リフォームと建築基準法

遮熱･遮音塗料

　色には、実際の位置より近くにあるように見える｢進出色｣、実
際の位置よりも遠くにあるように見える｢後退色｣があります。
　部屋の中に進出色がたくさんあると部屋が狭く感じ、後退色
がたくさんあると部屋が広く感じられます。

｢部屋を広く見せる｣
ためにできること

でもきっと大丈夫！

部屋を｢広く見せる｣た

めにできる工夫、実践

してより良い住まいづ

くりをしましょう!!

　家具選びのポイントのひとつは、｢背の低い家具を選ぶ｣こと
です。ある程度、床が家具で埋まってしまっていても空間の高
い位置を開けておくことで、部屋が広く感じるという錯覚を起
こします。

■背の低い家具を選ぶ

■進出色と後退色

進出色　暖色系で彩度の高い色 後退色　寒色系で彩度の低い色

広い部屋で生活したい！

でも、大きな家を建てるのはお金も

かかりますし、日本の住宅事情を考

えるとちょっと難しい・・・

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

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

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

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

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

知っておきたい！建築法規

建ぺい率は建物の投影面積。

2階の方が1階より大きい場合。

容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。■建ぺい率
■容積率

建ぺい率（％）＝建物の投影面積÷敷地面積×100

容積率（％）＝延べ床面積÷敷地面積×100

で算出します。

敷地

建物の投影面積

建物の投影面積

敷地

　上記以外にも、いろいろ
な規制があります。各自治
体によっても異なり、とて
も複雑なので正確なとこ
ろは建築士など専門家に
ご相談ください。
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　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。

　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。

　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。

　最近では自社ホームページを持っ
ているリフォーム会社も多いようで
す。ポストに入ってくるチラシも情報
収集のチャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォー
ム工事をした家があったら、その会社
がどんな対応だったか聞いてみるの
も一つの手です。

　日本の暑い夏を快適に過ごす工夫として、遮熱塗料を屋
根、外壁に使用すれば室内温度が4度～5度ぐらい下がるこ
とがあります。エアコン等の冷房機器は省エネが期待され
ます。又、屋根が鉄板類で雨音が気になる住宅には遮音塗
料があります。雨音を気にせずに過
ごすことができるでしょう。塗料の
効果も日々、進化しており、業者へ
の確認が必要です。

　リフォーム時には、住宅に関する法律についても知って
おく必要があります。通常業者さんが把握しており問題の
起こることはあまりありませんが、知っておきたい法律と
しては建築基準法があります。建築基
準法は住宅の安全性、居住性、周辺環境
への配慮を目的としている法律で、新
築だけでなくリフォーム時にも適用さ
れるので注意が必要です。

住まいの整備に関する補助金

バリアフリー住宅

自然塗料

業者の探し方

リフォームと建築基準法

遮熱･遮音塗料

　色には、実際の位置より近くにあるように見える｢進出色｣、実
際の位置よりも遠くにあるように見える｢後退色｣があります。
　部屋の中に進出色がたくさんあると部屋が狭く感じ、後退色
がたくさんあると部屋が広く感じられます。

｢部屋を広く見せる｣
ためにできること

でもきっと大丈夫！

部屋を｢広く見せる｣た

めにできる工夫、実践

してより良い住まいづ

くりをしましょう!!

　家具選びのポイントのひとつは、｢背の低い家具を選ぶ｣こと
です。ある程度、床が家具で埋まってしまっていても空間の高
い位置を開けておくことで、部屋が広く感じるという錯覚を起
こします。

■背の低い家具を選ぶ

■進出色と後退色

進出色　暖色系で彩度の高い色 後退色　寒色系で彩度の低い色

広い部屋で生活したい！

でも、大きな家を建てるのはお金も

かかりますし、日本の住宅事情を考

えるとちょっと難しい・・・

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

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

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

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

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

知っておきたい！建築法規

建ぺい率は建物の投影面積。

2階の方が1階より大きい場合。

容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。■建ぺい率
■容積率

建ぺい率（％）＝建物の投影面積÷敷地面積×100

容積率（％）＝延べ床面積÷敷地面積×100

で算出します。

敷地

建物の投影面積

建物の投影面積

敷地

　上記以外にも、いろいろ
な規制があります。各自治
体によっても異なり、とて
も複雑なので正確なとこ
ろは建築士など専門家に
ご相談ください。
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TEL/FAX (０９６)２８６-２４８０
（建 設 業）
（不動産業）

熊本県知事許可（一般-24）8574
熊本県知事許可（4）3855


