
　「生活ガイド」ページには、暮らしに役立つ情報を掲載しています。
　なお、地図のページには、該当ページに広告を掲載いただいた施設の
情報のみ表示しています。
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　今までに経験したことのないような激しい
頭痛で嘔気、嘔吐を伴う場合は、くも膜下出
血の可能性があります。即刻、専門の医療機
関での受診が必要です。また、高
熱や麻痺を伴ったり、呂律困難と
なった場合も、直ちに医療機関に
相談してください。一瞬のためら
いが手遅れをもたらす可能性があ
ります。

いつもと違う頭痛 health
advice

　高血圧症は合併症が現れるまで自覚症状がな
い危険な病気です。放置しておくと動脈硬化から
脳卒中や心筋梗塞など恐ろしい合併症を招きま
す。高齢になると血圧はある程度高くなりますが、
「年のせい」と軽視しないこと。50歳以下で高血
圧と診断された場合は、きちんと治療を！

人知れず忍び寄る“沈黙の殺人者”
干物、漬け物など塩分の多い加工品は控えて。
みそ汁は具だくさんにして汁を少なめに、麺類の汁は残して。
塩やしょう油を減らして、酢やレモン汁、香辛料やハーブを利用。
カリウムを多く含む、大豆、さといも、さつまいも、いんげん、
アボカド、こんぶ、干しひじきの摂取を。

塩分の制限とカリウムの摂取を
食事による減量
運動
塩分制限

高血圧症
予防は

health
advice
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健康な状態
歯周病に
かかった状態

歯周ポケットに
歯垢がたまる
歯ぐきが腫れ、
化膿する
歯を支える土台
（歯槽骨）が
溶ける

歯周病とは？
　歯に食べ物のカスが残っていると菌が繁殖し
て歯垢（プラーク）や歯石となり、歯周病菌の温床
となる。
　歯周病菌が原因で歯肉が腫れると、歯と歯ぐ
きの間に隙間（歯周ポケット）ができ、そこにさら
にプラークが入り込んで歯肉が化膿する。
　悪化すると歯を支える骨（歯槽骨）が溶けて歯が
ぐらつくようになり、最後には歯が抜けてしまう。
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一般社団法人 米沢市医師会
〒992-0045 米沢市中央2丁目3-7　TEL.0238-23-0386　FAX.0238-22-3586

　現在、世界中が新型コロナウイルス感染症の脅威にさらされており、山形県も例外ではなく、山形

市と寒河江市に緊急事態宣言が発出され、医療崩壊の危機が迫ってきています。そんな中、米沢市で

も米沢市立病院職員に医療従事者ワクチン先行接種が開始され、4月の後半には高齢者に対する接

種も開始される予定です。一般市民に接種できるのは相当時間がかかりそうですが、我々医療従事

者は行政とも、しっかり協力して何とか皆さん方の安全を確保しようと奮闘中であります。

　基幹病院の設計も決まり、漸く工事が始まりました。しばらく、ご不便をかけるかもしれませんが協

力よろしくお願致します。

　世の中新型コロナ一色ですが、病気はコロナだけではありません。必要な検査や服薬はきちんと行

い、自分の身を守ることが肝要です。この「くらしの便利帳」等も、ご活用いただいて、心身ともに活力

に満ちた快適な生活を取り戻せることを念じております。

一般社団法人 米沢市医師会　病院・医院リスト

米沢市医師会よりご挨拶

一般社団法人 米沢市医師会  会長
小林 正義
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医療機関名 所在地 電話番号
石橋医院 信夫町5-19 23-0328
石山内科クリニック 太田町5丁目1530-67 39-2020
泉町クリニック 泉町2丁目3-10 38-2998
いまい医院 花沢町2695-5 22-1867
小児科 入間田医院 中央6丁目1-25 23-1629
消化器内科 遠藤一平医院 中央4丁目7-26 21-3161
黄木脳神経クリニック 中田町981-2 37-3028
大辻外科胃腸科 中央1丁目2-10 21-2242
岡田こどもクリニック 門東町1丁目4-18 40-8641
介護老人保健施設あづま 大字李山8132-11 38-5535
春日皮フ科 春日2丁目3-50 23-5700
かとう整形外科クリニック 御廟3丁目2-10 24-7001
きだ内科クリニック 金池6丁目4-1 22-1501
くぼた診療所 窪田町窪田1306-1 37-6151
くまの医院 門東町1丁目4-4 22-6000
こせき腎・泌尿器科 大町4丁目4-14 23-2207

※市外局番は（0238）です
令和3年5月現在
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医療機関名 所在地 電話番号
こせき小児科 大町4丁目4-14 21-8787
ごとう整形外科クリニック 花沢町2687-1 21-5103
消化器内科小林医院 中央7丁目1-30 21-8181
斎藤医院 駅前4丁目3-35 22-2021
酒井耳鼻咽喉科医院 木場町3-8 23-3341
産科・婦人科さくらクリニック 塩井町塩野1495-5 26-1087
笹井内科クリニック 堀川町4-41 22-5221
さの医院 中央3丁目4-36 26-1020
サンファミリア米沢 塩井町塩野520 26-8255
サンプラザ米沢 大字簗沢3046 32-2234
しおいクリニック 塩井町塩野2057 21-2276
島田皮膚科医院 林泉寺2丁目4-1 22-4112
内科 島津医院 中央4丁目8-47 23-2136
産科婦人科 島貫医院 中央2丁目5-12 23-1776
庄司眼科クリニック 徳町4-47 26-1556
大道寺医院 東3丁目4-41 21-5353
たかだ内科 万世町金谷666 26-9337
田中クリニック 大字川井2356-1 28-3505
中條医院 中央5丁目2-43 23-2070
中山胃腸科内科医院 丸の内2丁目2-53 21-3208
花沢アイクリニック 花沢町2695-1 40-0606
早川小児科医院 成島町1丁目5-16 22-2107
古川医院 金池2丁目6-35 21-1060
堀内胃腸科肛門科医院 大町3丁目6-8 22-2210
前田整形外科クリニック 春日2丁目6-51 26-8415
松田外科医院 城西4丁目4-25 21-1155
みみ はな のど さいとうクリニック 東3丁目4-36 27-0833
もり医院 成島町2丁目1-35 23-2471
メディカルプラザ山口医院 川井小路1-3 24-3311
ゆめクリニック 東3丁目9-3 26-1537
よこやまクリニック 東1丁目3-21 40-1884
米沢栄光の里診療所 万世町梓山5494-1 28-5188
米沢駅前クリニック 下花沢2丁目7-20 26-5810
米沢こころの病院 アルカディア1丁目808-32 27-0506
よねざわ眼科 中央3丁目3-2 24-2500
羅医院 通町4丁目7-27 26-2345
国立病院機構米沢病院 大字三沢26100-1 22-3210
三友堂病院 中央6丁目1-219 24-3700
三友堂リハビリテーションセンター 成島町3丁目2-90 21-8100
米沢市立病院 相生町6-36 22-2450
舟山病院 駅前2丁目4-8 23-4435



一般社団法人 米沢市歯科医師会
〒992-0045 米沢市中央2丁目3-7 TEL.0238-22-3977　FAX.0238-22-3997

　健康長寿日本一を目指し、令和元年に米沢市健康長寿のまちづくり推進条例が施行され、「歯及び

口腔の健康づくり」が盛り込まれました。本会は、市民の皆様の健康を守るために、ライフステージに

応じた歯科医療、そして歯科保健事業に取り組んでまいります。

　高齢化が進む中、歯周病が糖尿病、血管の動脈硬化（心筋梗塞・脳梗塞）、誤嚥性肺炎などに関与

することがわかってきました。 また、がん、心疾患、人工関節置換等の手術に際し、口腔ケアは予後を

コントロールすると言われています。体、そしてお口の健康を守るため、定期的に歯科健診を受けるこ

とが大切です。

　また、本会は、寝たきりの方への訪問診療に積極的に取り組んでいます。 かかりつけ歯科医院にお

気兼ねなくご相談ください。

　住み慣れた米沢で安心して自分らしい生活ができるよう、本会は多くの医療職種の方々と連携し

歯科医療の発展に努めてまいります。

米沢市歯科医師会よりご挨拶

一般社団法人 米沢市歯科医師会  会長
鈴木 　基

一般社団法人 米沢市歯科医師会　歯科医院リスト
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医療機関名 所在地 電話番号
あさひ歯科医院 相生町7-61 24-0118
足立歯科医院 金池3丁目2-14 23-4182
五十嵐歯科医院 大町3丁目1-22 22-1121
伊藤歯科医院 大町3丁目5-32 23-1538
ウッディ歯科 林泉寺2丁目3-30 49-8220
漆山歯科医院 東3丁目6-35 23-4840
春日歯科医院 春日2丁目4-59 22-3030
金子歯科医院 城北1丁目2-23 23-0909
くまの歯科医院 徳町404-1 40-8600
近野歯科医院 門東町2丁目8-12 23-1187
笹生歯科医院 桜木町1-53 21-0331
三條歯科医院 城南1丁目5-14 23-2206
鈴木歯科医院 丸の内1丁目1-81 23-0370
たいら歯科医院 金池5丁目10-4 40-8404
高橋歯科医院 直江町6-3 23-8888
中川歯科医院 中央1丁目3-23 23-2062
中川デンタルクリニック 窪田町窪田203-3 37-3311
ながまち歯科医院 春日2丁目13-16 22-5118
仁科歯科医院 中央6丁目1-218 21-5838
長谷部歯科医院 春日5丁目2-45 22-8110
林歯科医院 駅前2丁目1-30 22-8148
万世歯科クリニック 万世町桑山4619 28-0820
華らび矯正歯科 金池6丁目8-52 40-8762
平間歯科医院 城西4丁目1-26 23-8148
プリリー歯科クリニック 松岬2丁目1-53 22-4182
みわき歯科クリニック 中央6丁目1-15 24-2418
村山歯科医院 通町6丁目11-10 23-8640
もり歯科医院 成島町2丁目1-35 26-6406
やまざき歯科医院 花沢町2715-7 21-6480
米沢クローバー歯科クリニック 春日5丁目2-30-8 27-7301
米沢ファミリー歯科・矯正歯科 本町3丁目1-43 21-5533
りんせんじ歯科 林泉寺2丁目2-23-1 21-6487
レインボー歯科医院 下花沢2丁目7-32-6 26-1182
わたなべ矯正歯科医院 中央7丁目5-3-2 26-7373
渡部歯科医院 城北1丁目2-13 21-1610

※市外局番は（0238）です
令和3年5月現在
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　私たち米沢市薬剤師会は、薬の専門家として、調剤、医薬品の供給、介護、薬剤師の職能を活かし

た公衆衛生、保健福祉の向上のための事業など、幅広い分野において市民のみなさまの健康保持、

増進のお手伝いをさせていただいております。

　当会にて推進しております「かかりつけ薬局」の定着促進、各機関との連携もその一環であり、気軽

に相談でき信頼される薬局、正しい情報をみなさまに提供できる薬剤師を目指し、研修会、講習会を

催し、薬剤師自身も生涯教育に努めております。

　今後もみなさまのお役にたてる薬剤師の育成に努め、これまで以上に地域医療、保健、福祉及び公

衆衛生の向上発展に寄与しながら活動を展開していきたいと存じますので、ご支援くださいますよう

お願い申し上げます。

医師・薬剤師が記録をチェックいたします。一人一冊持って、
薬の飲み合わせや副作用をチェックしてもらいましょう。

医師・薬剤師が飲んでいた薬等をチェックし、入院中の治療に
最適な薬を選択します。退院時には手帳に薬の情報を書いて
もらいましょう。

薬剤師が記録をチェックし、あなたに合う薬のアドバイスをし
ます。

救急外来にかかった時、旅行先で医療機関にかかった時に飲
んでいる薬を医師に正確に伝えることができます。

米沢市薬剤師会は、市民のみなさまの健康保持、増進に奇与します。
最寄りの薬局、薬剤師にお気軽にご相談ください。

病院・医院・歯科医院・
薬局に行く時

1

入院する時2

薬局・薬店等で薬を買う時3

急に具合が悪くなった時4

米沢市薬剤師会
〒992-0045 米沢市中央2丁目3-7 米沢市医師会館内2階　TEL.0238-26-7826　FAX.0238-26-7827

ご存じですか？お薬手帳

米沢市薬剤師会　会員薬局リスト

生
活
ガ
イ
ド

112

薬局・薬店名 所在地 電話番号
アイセイ薬局 米沢東店 東1丁目3-21 26-8710
アイン薬局 米沢駅前店 駅前2丁目3-18 24-7300
アイン薬局 米沢店 福田町2丁目1-54 26-2622
あたご調剤薬局 林泉寺2丁目4-22 26-4060
あらまち調剤薬局 中央5丁目3-30 21-7901
アリカベ薬局 中央1丁目12-26 23-0228
アリス調剤薬局 中央6丁目1-30 24-5661 
イオン薬局 米沢店 春日2丁目13-4 33-6163

※市外局番は（0238）です
令和3年5月現在
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催し、薬剤師自身も生涯教育に努めております。

　今後もみなさまのお役にたてる薬剤師の育成に努め、これまで以上に地域医療、保健、福祉及び公

衆衛生の向上発展に寄与しながら活動を展開していきたいと存じますので、ご支援くださいますよう

お願い申し上げます。

医師・薬剤師が記録をチェックいたします。一人一冊持って、
薬の飲み合わせや副作用をチェックしてもらいましょう。

医師・薬剤師が飲んでいた薬等をチェックし、入院中の治療に
最適な薬を選択します。退院時には手帳に薬の情報を書いて
もらいましょう。

薬剤師が記録をチェックし、あなたに合う薬のアドバイスをし
ます。

救急外来にかかった時、旅行先で医療機関にかかった時に飲
んでいる薬を医師に正確に伝えることができます。

米沢市薬剤師会は、市民のみなさまの健康保持、増進に奇与します。
最寄りの薬局、薬剤師にお気軽にご相談ください。

病院・医院・歯科医院・
薬局に行く時

1

入院する時2

薬局・薬店等で薬を買う時3

急に具合が悪くなった時4

米沢市薬剤師会
〒992-0045 米沢市中央2丁目3-7 米沢市医師会館内2階　TEL.0238-26-7826　FAX.0238-26-7827

ご存じですか？お薬手帳

米沢市薬剤師会　会員薬局リスト
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薬局・薬店名 所在地 電話番号
ウエルシア薬局 米沢中央5丁目店 中央5丁目2-50 26-8056
エール薬局駅 東口店 下花沢2丁目5-16-1 37-8570
かすが薬局 春日2丁目3-51 37-9110
金池薬局 中央3丁目6-19 24-2661
上花沢薬局 東3丁目4-38 27-0265
カワチ薬局 米沢駅前店 東3丁目4-1 26-6270
キズナ薬局 大町3丁目6-10 27-8701
杏仁薬局 中央6丁目1-223-1 21-3646
コアラ薬局 大町4丁目4-11 23-6320
コジマ薬局 大町1丁目4-20 23-2059
コスモ調剤薬局 太田町店 太田町5丁目1530-70 39-2030
コスモ調剤薬局 春日店 春日2丁目6-52 26-8383
コスモ調剤薬局 金池南店 金池2丁目6-32 37-8650
コスモ調剤薬局 御廟店 御廟3丁目2-5 26-8060
さくら薬局 米沢木場店 木場町3-9 26-5031
サフラン薬局 塩井町塩野1767-4 40-1544
しのぶ調剤薬局 西大通2丁目3-61 26-1755
下島薬局 通町4丁目7-30 40-8531
昌生堂薬局 中央6丁目1-208 21-3133
仁天堂薬局 福田町2丁目1-52 22-3113
すずかぜ薬局 花沢町2695-1 24-8407
そうごう薬局 金池店 金池6丁目4-5 26-1671
高野調剤薬局 林泉寺2丁目2-90 23-1282
高野薬局 城西1丁目6-20 23-0484
中部調剤薬局 丸の内2丁目1-14 49-7371
ナカタ薬局 中央5丁目3-16 23-7725
ナカタ薬局 大町店 大町3丁目3-30 24-3038
ハート調剤薬局 川井店 川井2356-3 49-7161
ハート調剤薬局 米沢駅前店 東3丁目4-48 40-1252
ハトヤ薬局 駅前3丁目4-7 23-0805
はなざわ薬局 花沢町2686-5 49-7747
ハヤシ薬局 駅前3丁目5-10 23-1331
ふくろう薬局 窪田町窪田117-19 33-9550
フレンド薬局 万世町金谷664-1 26-9300
丸の内ナカムラ薬局 丸の内2丁目4-13 23-2779
丸喜薬局 松が岬3丁目6-16 23-1313
まるき薬局 林泉寺2丁目2-97 22-1901
やまなみ調剤薬局 川井小路1-5 23-7100
山本調剤薬局 中央7丁目4-46 21-7800
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STEP.1
◆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。

具体的な計画をたてる

STEP.2

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけでなく、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。

事業者を決める～契約する
◆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？

STEP.3

　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。

着工
◆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？

STEP.4 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？

リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

　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。

リフォームの費用はどのくらいかかりますか？Q

改装の範囲で変わっていきますA

満足いくリフォームのポイントは？Q

まずは現在の不満点を挙げてみましょうA

信頼のおける業者とは？Q

２～３社は候補を挙げて比較しましょうA

　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。

◆費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約を
かわしましょう。
◆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。

万一に備えて住まいの講座

このページは有料広告ページです

株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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　この時点での情報収集も大切なポイントです。

具体的な計画をたてる

STEP.2

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけでなく、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。

事業者を決める～契約する
◆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？

STEP.3
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リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

　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。

リフォームの費用はどのくらいかかりますか？Q

改装の範囲で変わっていきますA

満足いくリフォームのポイントは？Q

まずは現在の不満点を挙げてみましょうA

信頼のおける業者とは？Q

２～３社は候補を挙げて比較しましょうA

　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。

◆費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約を
かわしましょう。
◆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。
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万一に備えて住まいの講座

このページは有料広告ページです

株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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万一に備えて住まいの講座

このページは有料広告ページです

株式会社サイネックスによる編集記事ページです

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

住まいの整備に

関する補助金

　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。

リフォームと

建築基準法

　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

　家具や照明、カーテンなど住宅の中
の環境をインテリア。庭や門、塀、車庫
など住宅の外側の環境をエクステリア
と一般的に呼び分けています。

参考：一般社団法人日本エクステリア学会

エクステリアとは

　造園建設業は住環境から公園、街路
樹、屋上緑化、庭園やゴルフ場などさまざ
まな空間の整備、保全を行っています。

一般社団法人日本造園業建設業協会より

造園建設業の領域

　「より快適化の住宅」や「老朽化住宅
の改善」は左官施工の塗り壁で実現で
きます。補修・改修で使用する材料は有
機質の合成樹脂の単独や無機質と併用
したりします。そのため、取り扱いには
化学的知識と経験が必要とされます。

参考：一般社団法人日本左官業組合連合会

左官施工による外装

まな空間の整備、保全を行っています。

一般社団法人日本造園業建設業協会より

参考：一般社団法人日本左官業組合連合会
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万一に備えて住まいの講座

このページは有料広告ページです

株式会社サイネックスによる編集記事ページです

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

住まいの整備に

関する補助金

　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。

リフォームと

建築基準法

　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

　家具や照明、カーテンなど住宅の中
の環境をインテリア。庭や門、塀、車庫
など住宅の外側の環境をエクステリア
と一般的に呼び分けています。

参考：一般社団法人日本エクステリア学会

エクステリアとは

　造園建設業は住環境から公園、街路
樹、屋上緑化、庭園やゴルフ場などさまざ
まな空間の整備、保全を行っています。

一般社団法人日本造園業建設業協会より

造園建設業の領域

　「より快適化の住宅」や「老朽化住宅
の改善」は左官施工の塗り壁で実現で
きます。補修・改修で使用する材料は有
機質の合成樹脂の単独や無機質と併用
したりします。そのため、取り扱いには
化学的知識と経験が必要とされます。

参考：一般社団法人日本左官業組合連合会

左官施工による外装
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日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。
「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。

ランプはこまめに点検を

燃費チェックで健康診断

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

　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。

排気ガスで健康チェックを

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

エンジンの点検は耳でもできる

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

愛車の健康法

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

エンジンオイルの交換は
定期的に

タイヤ点検

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

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

車の維持費は年間で
どのくらいかかりますか？

　使う用途や車種によって違いはありますが、車の維
持費は大きく4つに分類されます。ガソリンなどの燃料
費、定期点検・車検、部品、消耗品などのメンテナンス費、
年間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
　他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えら
れますので、車を購入する前には、これらも併せて考慮
することが大切です。

＆Ｑ Ａ 車種によって支払う税金に
違いはありますか？

　平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配
慮した度合いによって、車種や車齢ごとに異なる税額と
なる「グリーン税制」が実施されています。
　これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車など
は、新車購入時にかかる税率が大幅に軽減されています。
一方で一定の車齢を越えたディーゼル車などに対して

は、増税もあります。
　細かな基準と条件がありますので、しっかり確認して
おきましょう。

車のこと

＆Ｑ Ａ
エコカーって何？
　環境に優しい車を総称してエコロジーカー、略してエ
コカーと呼んでいます。
　エコカーにはいくつか種類があり、低燃費車やガソリ
ンとは違った燃料（バイオ燃料・電気など）で走る車など
があります。
　最近話題を呼んでいるハイブリッドカーは状況に応じ
てエンジンと電動モーターを切り替えて走行する事によ
り低燃費、低排出ガスを実現しています。

自動車
リサイクル法って何？
　自動車リサイクル法とは、エアコンなどで使用されるフ
ロン類や、エアバッグ、シュレッダーダスト類について、自
動車メーカーが環境保護を目的に廃棄車輌のリサイク
ル・処理義務を負うことです。これにより、自動車の所有
者はリサイクル料金を新車購入時、または検査時に負担
し、使用済みになった車を登録引取業者に引き渡すこと
になります。
　そのため、メーカー各社はリサイクル性の高い自動車
の開発や、技術の向上に力を入れています。

車のこと
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日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。
「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。

ランプはこまめに点検を

燃費チェックで健康診断

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

　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。

排気ガスで健康チェックを

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

エンジンの点検は耳でもできる

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

愛車の健康法

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

エンジンオイルの交換は
定期的に

タイヤ点検

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

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

車の維持費は年間で
どのくらいかかりますか？

　使う用途や車種によって違いはありますが、車の維
持費は大きく4つに分類されます。ガソリンなどの燃料
費、定期点検・車検、部品、消耗品などのメンテナンス費、
年間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
　他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えら
れますので、車を購入する前には、これらも併せて考慮
することが大切です。

＆Ｑ Ａ 車種によって支払う税金に
違いはありますか？

　平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配
慮した度合いによって、車種や車齢ごとに異なる税額と
なる「グリーン税制」が実施されています。
　これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車など
は、新車購入時にかかる税率が大幅に軽減されています。
一方で一定の車齢を越えたディーゼル車などに対して

は、増税もあります。
　細かな基準と条件がありますので、しっかり確認して
おきましょう。

車のこと

＆Ｑ Ａ
エコカーって何？
　環境に優しい車を総称してエコロジーカー、略してエ
コカーと呼んでいます。
　エコカーにはいくつか種類があり、低燃費車やガソリ
ンとは違った燃料（バイオ燃料・電気など）で走る車など
があります。
　最近話題を呼んでいるハイブリッドカーは状況に応じ
てエンジンと電動モーターを切り替えて走行する事によ
り低燃費、低排出ガスを実現しています。

自動車
リサイクル法って何？
　自動車リサイクル法とは、エアコンなどで使用されるフ
ロン類や、エアバッグ、シュレッダーダスト類について、自
動車メーカーが環境保護を目的に廃棄車輌のリサイク
ル・処理義務を負うことです。これにより、自動車の所有
者はリサイクル料金を新車購入時、または検査時に負担
し、使用済みになった車を登録引取業者に引き渡すこと
になります。
　そのため、メーカー各社はリサイクル性の高い自動車
の開発や、技術の向上に力を入れています。
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米沢商工会議所
〒992-0045　米沢市中央4丁目1-30　TEL.0238-21-5111　FAX.0238-21-5116

米沢商工会議所は、地域唯一の総合経済団体として、地域
商工業ならびに地域社会の発展のために、多面的な活動
を続けています。

商工会議所とは

米沢商工会議所ホームページ http://www.ycci.or.jp/

経営支援1
主な活動内容

コロナ渦への対応を支援

□記帳指導・決算・申告指導のほか、専門家・経営指導員等が各種相談に応じます。
□設備資金、運転資金、創業資金調達など、会員事業所の条件にあった有利な制度をご紹介し

ます。
□労務相談（労働保険の仕組みや手続き）の支援を行います。

米沢商工会議所では、これから創業される方や事
業経営をしている方の支援をしています。会員と
して当所の活動に参画していただき、魅力ある地
域を目指しましょう！

地域振興2
□米沢上杉まつり、上杉雪灯篭まつり、なせばなる秋まつりの企画運営をし、おまつりの中心的

な役割を担っています。
□若手人材の確保と雇用の定着を目的として、米沢地域人材確保・定着促進事業を実施してい

ます。
□商店街の支援、地域のブランド化など魅力ある地域づくりに取り組んでいます。

意見要望3
□地域を代表する総合経済団体として、企業の経営環境をよりよくするため、国・地方公共団

体へ意見・要望活動を積極的に行っています。

■年会費

・法人事業所（協同組合含む）　15,000円（5口）以上
・個人事業所　　　　　　　　  9,000円（3口）以上
※会費は1口3,000円。口数は別途基準により設定。

米沢商工会議所では会員事業所に寄り添いコロナ渦への対応を支援いたします。
・各種金融制度をご紹介しながら、融資・資金繰りなどを支援します。
・経営に役立つ各種支援施策等の情報を、会員事業所にいち早くお知らせします。
・コロナに関する補助金・助成金などの相談・支援をいたします。

■新入会員募集中
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