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大切﹂をモ�ト�に�﹁人にやさしい家づくり﹂
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土壁は空気を含んでいる

は

方法がとられます�

ムで屋根の熱を排出する

二階の窓先が直射日光で

り入れたいですが�庭や

ます�そんな時は昔から

夏は窓を開けて風を取

庇を深くしたり�葦簀や
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簾を掛けたりしていまし
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に流れます�室内は湿度

に流れようとします�壁
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いでしまえば壁の中に湿

気は入りませんが�断熱
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が発生します�そこで�
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低差のある開口部を設け
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シリーズ3
今、立ち止まって考える! 関東建築ネットワークの家づくり シリーズ2

住み心地の良いすまい

あれもやりたい�これもしなければと要求は

たくさんあります�さあ�どうしたらよいでし

�うか� 順を追�て説明しまし�う�

があれば積極的に活用す

良く調べ適用出来るもの
対応します�

の監理など�きめ細かく

積書のチ��ク�工事中

では設計事務所と施工会

関東建築ネ�トワ�ク

ることをお勧めします�
詳しくは�建築士さん
社が協力して�長年の経
験を蓄積しています�

少なくありません�マン

暖化の原因とな�ている

働しているため�地球温

いて�火力発電がフル稼

計事務所に依頼すること

は�経験・実績のある設

まとま�た工事の場合

いるケ�スもあります�

う悪かろう﹂で失敗して

もありますが�﹁安かろ

で�エネルギ�問題を考

リフ��ム・改装工事

ブを用意してください�

や電池点火式石油スト�

場合は�カセ�トコンロ

もし�オ�ル電化にする

にすることが安心です�

電気・ガス・灯油と多様

生活を楽しむ

そのためのリフ��ム

リフ��ムの要望はＬ

字型キ�チンセ�トの全

面取替から始まりました�

お話をお聞きすると食事

は三食とも自分で素材か

ら作�ている�友人と楽

望に応えて�限られ

しむことも好きで�台所

と食卓は生活の大きな柱

中で計画し�打合せ�

たスペ�スと予算の

製品の検討�取付位

になることが分かりまし

場所だが食卓のスペ�ス

置まで密度の高い作

た�台所は第一に重要な

も少しでも広くしたい�

業になりました�

特にキ�チンでは

両立のために

スペ�スと予算の

手持ちの家具をどう納め

るか�ピクチ��レ�ル

やコ�ト掛け�掃除用具

の収納や�押入も使いや

すくしたい�お客様の要

の中で決め手にな�たの

ました�たくさんの製品

型キ�チンを２・２５ｍ

の製品に出会�たことで

理スペ�スの幅が８０㎝

は２・２５ｍの間口で調

のＩ型キ�チンに変える

した�楽しい語らいの発

行�ていただいて決定し

等々�シ��ル�ムにも

キ�チンパネルの素材

施工 宮本建設

設計 甲田建築事務所

総工費２１０万円

作業スペ�スの幅・奥行� しています�

した�シンクの幅・深さ� 信基地になることを期待

ことがポイントになりま

２・１ｍ ２
×・１ｍのＬ

流し台の腰壁を使って収納棚を作りました。
左が改装前の写真、右が改装後です。

にお聞きください�
工事中の引越しは必要か

ある大手リフ��ム会
リフ��ム・改装した

エコリフ��ムを考える

能﹂をうたい文句にして
結果�快適な住まいにな

社は﹁住みながら工事可
いますが�これが良いか

りましたが�エネルギ�

ルギ�を抑えるような�

スリ�などを利用する方

をお勧めします�設計監

東京・清瀬のマンション

また�どこに依頼したら安心して仕事を任せ

発生します�

少ない予算で
効果を上げるには
限られた予算ですから
どうか分かりません�

原発問題や地球温暖化
問題も深刻です�少しで

仮設を設置するか�朝手

リフ��ム・改装工事を

もいら�し�います�

二酸化炭素を大量に発生

理料がかかりますが�建

えて取り組んでいる例は

キッチン・玄関・収納、盛り
だくさんの小規模リフォーム

られるでし�うか�その他注意すべきことには

何があるでし�うか�

何に予算がかかるか
築�

・壊し�解体費用�
・増
ない場合もあります�
効率よく使うことが大切

工事費が割高になります�

を付け完成しなくとも夕

心掛けたいものです�
とがない限り�二つの理

オ�ル電化は特別のこ

ます�②工事が長期間に

由であまりお勧め出来ま

方のストレスが増します� せん�一つは現在の電気

及ぶと�住まわれている

など�手間ヒマがかかり

方には使えるようにする

ど毎日使う個所の工事は� も住まいで使用するエネ

またキ�チン�トイレな

をたくさん使い水道光熱

です�それには�

えます�安くてもデザ
インが良いものがあり
ます�
③住み心地を良くするた
めの断熱強化工事�自
然素材の使用に予算を
④安全を確保するため の

それは�①一部屋づつ

程度により金額が大き

①見栄にお金をかけない� 工事を決めていく方法は� 費がバカ高くな�た例が
②豪華な設備は使わない� 荷物の移動などもあ�て 少なくありません�

断料も含めます�
の設備の更新�

・給湯器・エアコンなど
・浴室・キ�チン・洗面
など水回りのリニ��
アル�かなりの予算が
必要です�
・部屋の模様替え�

耐震補強や家具の転倒

配分します�

どもあります�
天井・壁・床・窓の断
熱強化工事です�施工
範囲で金額が大きく異

国や地方自治体では�

公的資金も活用して

・外部の塗装防水工事�

耐震�バリアフリ��省

させていること�二つ目
には�災害などの非常時

業者の選択は
リフ��ム・改装工事

るために�住宅関連に補

に電気が止まると生活の

・設計監理料

すべてが機能しなくなる

助金や減税などの施策を

を成功させるには�なん
実施しています�

とい�ても業者選びが決

・消費税８％�

からです�照明も冷房も
もできません�

主さんとの細かい打ち合

多くありません�

住まいのエネルギ�は�

わせ�図面作製�工事見

進すすめるマスコミなど

社から見積もりを取�て� 暖房も使えません�調理

また自治体によ�て内容

いろいろな制度があり� め手になります�２ � ３

あります�その場合は引

なければならないことが

この他に�一時引越しし

腐朽など見えない工事� エネなどの政策を推進す

・ シロアリ被害や木材の

なります�

防止�バリアフリ�工
このような理由で一時 の製造過程で自然エネル
事に予算を配分します� 引越した方が良い場合が� ギ�による発電が遅れて

・断熱強化工事�

壁紙の張替・塗装・な

簡素でも実用第一を考

く異なります�耐震診

・耐震補強�

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

や条件が異なりますので� 安い所に依頼する方法を

設計事務所への依頼は�
安心・確実性を保証し
ます�

L型流し台をＩ型に変えました
左が改装前、右が改装後です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
越し代と仮住まい家賃が

建主さん、設計者、施工者、
三者の協力関係が作業をスムーズ
に進めます。

最終回

リフォーム・改装で豊かな暮らしを実現しましょう
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予算配分を考え、計画の依頼は設計事務所へ

