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【建築基準法の一部改正】のポイント
密集地や倉庫で相次いで発生した大規模火災、過去 20年間に 1.8 倍

まで増加した空き家など既存建築ストックの活用、木造建築を巡る

多様なニーズへの対応などの社会的要請に対応して見直され、本年

6月 25 日に全面施行された【建築基準法の一部を改正する法律】。

その概要を知り、ポイントをおさえておきましょう！

①�既存建築物の適切な維持保全・改修等を通じた、建築物の安全性
の確保及び密集市街地解消の実現

②�古民家の商業的利用や、空き家等のグループホーム・保育所とし
ての活用など既存建築物活用等による経済活性化

〈その他〉
◇ 老人ホーム等の共用の廊下や階段について、共同住宅と同様に、容積

率の算定基礎となる床面積から除外
◇興業等の仮設建築物の存続期間（改正前：1 年）の延長等
◇用途制限等に係る特例許可手続きの簡素化　　　　　　　　　　　 等

詳しい改正内容については、国土交通省ホームページ
「建築基準法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 67号）に
ついて」をご確認ください！

建築物・市街地の安全性の確保
維持保全計画に基づく適切な維持保全の促進等により、建築物の安全性確保を図るととも
に、防火改修・建替え等によって市街地の安全性の確保を実現

◇維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大（赤字：新たに拡大）
　［多数の者が利用する施設］劇場、ホテル、店舗等
　［3,000㎡を超える倉庫・工場］
◇既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設
　 建築物の適切な維持保全を促すため、指導・助言の仕組みを追加（赤字：新たに追加）
　　［命令］　　［勧告］　　［指導・助言］
◇ 防火地域・準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を 10％緩和

　ポイント１　安全性の確保

戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化
空き家等を福祉施設・商業施設等に用途変更する際に、大規模な改修工事を不要とすると
ともに、手続きを合理化し、既存建築ストックの利活用を促進

◇ 戸建住宅等（延べ面積 200㎡未満かつ３階建て以下）を他の用途とする場合に、在館者
が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする

◇用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し（不要規模の上限 100㎡⇒ 200㎡）

大規模な建築物等に係る制限の合理化
既存建築ストックの多様な形での利活用を促進

◇ 既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的・計画的に現行基準に適合させていく
ことを可能とする仕組みを導入

◇ 新たに整備される仮設建築物と同様、既存建築物を一時的に特定の用途とする場合も制
限を緩和

　ポイント 2　既存建築ストックの活用

木造建築物等に係る制限の合理化
中層木造共同住宅など木造建築物の整備を推進するとともに、防火改修・
建替え等を促進

◇耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し
　改正前：高さ 13 ｍ・軒高９ｍ超
　改正後：高さ 16 ｍ超・４階建て以上、延焼防止上有効な空地の確保
◇ 上記の規制を受ける中層建築物についても、木造のあらわし等の耐火

構造以外の構造を可能とするよう基準を見直し
　改正前： すべての壁・柱等が耐火構造（石膏ボード等で防火被覆した

木造の壁）
　改正後： 建築物全体の性能を総合的に評価することにより、耐火構造

以外を可能に
◇ 防火地域・準防火地域内において、高い延焼防止性能が求められる建

築物についても、内部の壁・柱等において更なる木材利用が可能とな
るよう基準を見直し

　ポイント 3　木造建築の推進

目標
効果

 おさえておきたい！



JK 木造建築グループ　事例ご紹介
JK 木造建築（旧木構造・木質化）グループは、総合力を発揮する「トータルシステム」で、皆様のお手伝いをしています‼
ジャパン建材では、木構造建築課を中心に、木構造建築物の構造計画から施工までを手掛けています。
詳細につきましては、各営業所または木構造建築課までお問合せください。
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ジャパン建材株式会社 木材部 木構造建築課　受注現場紹介

津山市西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設新築工事
【物件情報】

現 場 名：津山市西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設新築工事
所 在 地：岡山県津山市二宮地内
用　　途：幼稚園・公民館複合施設
施　　主：津山市 
元　　請：株式会社五月工建・坂本建設株式会社　特定建設工事共同企業体
設計監理：共同設計・ツジ設計　設計共同体
木部施工：ジャパン建材株式会社　木構造建築課
構造規模：木造平屋建て
延床面積：1,758,1㎡
使用材料：地場産材ひのき製材・ひのき集成材、一部すぎ

現地担当者より
大型物件にも関わらず製材品が多用されており、構造的に複雑な取り
合いとなっています。そのため、施工手順・建て方精度が高水準で交
わり、材料加工・取り付けにはかなり気を使いながら作業が行われま
した。製材品においては当然のことながら木材含水率の管理が徹底さ
れ、それにより細部の仕口においても何とか納まった次第です。本年
8 月 1 日には無事引渡しも終えた…と聞き、本当に安心しました。

　津山市西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設新築工事は、幼稚園と二宮公民館の同時建替え
で建設されました。この複合施設は、多世代交流が日常的に行われる環境を確保し、地域にお
ける幼児教育、健康や社会福祉の増進を図ることを目的としています。また、安全性・快適性
の確保や地場産業（林業）の振興を図るため、木造平屋建てとなっています。
　現場は、西部公園や美和山古墳群、津山向陽小学校などが近隣にあり、教育文化学習に適した
文教地区です。JR 姫新線院庄駅、高速道院庄インターも近く、郊外の発展地区でもあります。
　今回の案件は土台の据え付けより始まり、柱立て、横架材取り付け、小屋組み、屋根だるき
取り付けまでが請負範囲となっており、概ね 3 工区に分かれています。1 工区あたりの桁長
さが約 50m あり、かなり大規模な建物です。最終区の 3 工区（遊戯室・公民館）は複雑な架
構の組み合わせとなっており、また大規模の割に製材品の利用が多いため、作業日程も構造躯
体のみで概ね 5 ヶ月を要しました。
　この建物の特徴は、遊戯室・公民館の天井などに製材品の組み合わせによる並行弦トラスを
採用していることです。架構は表しとなっており、見上げれば地場産のひのき材が香りととも
に和みの空間を演出しています。
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現社長が名付け親

小川　ご創業の経緯からお聞かせください。
前田会長　設立は 1995 年（平成 7）年 12
月 18 日です。前職は同業で社長代行を務め
ていましたが、徐々に将来の方向性が合わ
なくなっていました。
小川　阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事
件があった年ですね。
前田会長　はい、景況が芳しくない時期で、
私も 46 歳、最初は自ら起業する気持ちはあ
りませんでしたが、お客様から背中を押さ
れ、3 カ月ほど悩んだ末に決意しました。
小川　設立されて、いかがでしたか。
前田会長　スタート段階で一番に困ったの
は仕入でした。前職時代のメインの仕入先
様に当方から申し出ることには非常に抵抗
がありましたので、少しずつ仕入先を開拓
していきました。
小川　開業して最初の苦労は仕入先だった
という話はよく聞きます。円満退社でも、
そこはデリケートなところでしょうからね。
前田会長　そうなんです。もう一つは社名、
かなり悩みました。当時は「○○建材」な
ど具体的な社名が主流でした。私が茶の間
で、ああでもない、こうでもない、と考え
ていたある日、現社長が突然「父さん、M.B.C
がカッコイイんじゃない」と持ってきまし
てね。私はその案に何の抵抗感もなく、将来、
息子の世代が後を継ぐ頃には、あまり具体
的な社名よりフィットするのではないかと
思い、前職から一緒に独立した３名の設立
時メンバーの賛同も得られましたので、そ
れを社名にしました。
小川　名付け親は前田社長でしたか。
前田社長　はい。当時は高校生でした。
前田会長　MはMaterial、Bは Building 、C     は
Company の頭文字です。
小川　M はマテリアルの頭文字で、偶然に
も前田姓の頭文字と一致したのですね。
前田会長　はい、当時はアルファベット表
記の会社登記が認められていませんでした
ので、カタカナ表記の株式会社エム・ビー・
シーとしましたが、ロゴは設立当初から
M.B.C を使い、あえて目を引くように車両に
もロゴしか入れていません。

達磨開眼成らず、現金回収へ動く

小川　こちらにズラリと並べられた達磨は
いつ頃からのものですか。
前田会長　設立翌年度からのものです。実
は、私には赤字の想定が全くなく、赤字に
するなら商売しないほうがよいとさえ思っ
ていまして、赤字にしないためにはどうす
れば良いかという単純な発想で、月次を細
かいところまで全て作っています。
小川　覚悟が大事ですね。月次のノウハウ
は前職で培われたということですか。
前田会長　はい、私にある程度任されてか
らはずっとそうしていました。
小川　因みに、設立初年度の売上はどのく
らいありましたか。
前田会長　１億 8,000 万円で事業計画を組
みましたが、実績は３億 2,000 万円でした。
小川　それは凄いですね。いきなり実績が
計画を大幅に上回った要因は何でしたか。
前田会長　営業は私一人でしたが、市場性
はあるので仕入さえしっかりできれば、何
とかなるという自信はありました。でも、
最初は抵抗もあると思って事業計画を低め
に設定していたところ、予想外にお客様が
一気に増えました。それが大きな要因です。
小川　期待値を大きく超える前田新一社長

ファンがいらっしゃったということですね。
その後は右肩上がりですか。
前田会長　とにかく、当社で生計を立てら
れる人を徐々に増やしていきたいという思
いでなだらかな上昇ラインを描き、飛躍的
に伸ばした期はありません。
小川　急峻な山を登ると、深い谷を経験す
ることにもなりますからね。
前田会長　今年 24 期目ですが、これまで達
磨開眼できなかったのは、旭川市内で大型
倒産が連発し、当社の取引先２社で不良債
権が発生した第６期だけです。その時から
手形取引先をなくしていこうという方針に
切り替え、断腸の思いもありましたが、当
時の年商 3 億円の 3 分の１を占めるお得意
様の取引を全て止めました。
小川　それは大きな決断でしたでしょうね。
前田会長　以後、新規開拓を頑張ってもら
い、現金回収の比率を高めてきています。
小川　これまで着実に業績を伸ばしてこら
れた要因はどこにあるとお考えでしょうか。
前田会長　お客様の必要を感じ、本物の商
品やサービスを提供することを当社の役割
と考えています。その一環として 13 年前に
3D バーチャルによるプレゼンシステムを導
入しました。これは、ただ材料を売り歩く
というのではなく、将来のリスク要素も減
らしていくことまで考えて、地元工務店様
をサポートして一緒に仕事づくりから取り
組んでいきたいという考えで始めたもので
す。手前味噌ですが、JK サポートセンター
さんより先に取組みを始めています。

小川　非常に明確な方向性ですね。
前田会長　はい、高額な投資ではありまし
たが、これを始めたことによって成約率が
格段に上がり、工務店様が高い評価を得ら
れるように支援させていただいています。
さらにリフォームでも、これを応用した取
り組みを進めています。また、8 年前からは
当社で大工さんを雇用して、工務店様の職
人不足を補うお手伝いをして資材お買上げ
に繋げる取組みも始めています。
小川　正社員の大工さんがいらっしゃるの
ですか。
前田会長　はい。現在 3 名が職長として在
籍し、現場の数によって協力大工さんたち
に手伝ってもらう形でお客様サポートを進
めています。また 7 年前には建設業登録も
しまして、自社独自に工事請負できる環境
を整え、新築戸建住宅を年間３棟～４棟ほ
ど、マンションも手掛けています。さらに
中小規模建築物の木造を一括して受注する
ことにも取り組みはじめました。
　いずれ建築部門のボリュームが膨らんで
くれば、分社化ということも考えています。

常にスピード感をもって！

小川　前田社長が現社名を考えだしたくら

いですから、高校生の頃から、お父様の後
を継ぐ自覚をおもちだったのですか。
前田社長　その頃は、まだ考えてはいませ
んでしたが、就職活動をする頃には建材業
界を身近な存在に感じていました。
小川　当社で過ごした間に、特に学んだ記
憶が何かおありですか。
前田社長　札幌と旭川の２営業所で 11 年間
お世話になって、その間に人の繋がりがで
きたと思います。
小川　こちらに前田社長が入社された時に
は、工務店様サポートも、工事請負体制も
すでに整っていたということですね。
前田会長　未だに確たる形に完成してはい
ないと思いますが、方向性は固まっていた
と思います。
前田社長　ジャパン建材さんの時代から現
場の大工さんたちに近いところをメインの
仕事にしていたので、こちらでも現場には
すんなり入っていけました。ただ、大工さ
ん方からの要請に応えるスピード感、厳し
さになどについては、初めて実感したこと
が多々あります。
小川　ジャパン建材時代、さらにこちらで
も現場・営業については相当経験を積んで
いらっしゃるでしょうが、財務・経理につ
いての勉強はされましたか。
前田社長　はい、ここ数年間は会社の資金
繰りをメインに勉強しています。
小川　社長に就任されて、いかがですか。
将来的なビジョンについて会長と二人で話
し合われることはありますか。
前田会長　最近は口を出さないようにして
いますが、仕事の話は親子でも遠慮なく論
じ合っていくことが大事だと思っています。
　当社では、長期目標に基づくテーマを毎
年 1 月 5 日に発表し、社員全員がそのビジョ
ンに基づく個々の行動計画をレポートにし
て発表します。それに対しての質疑応答も
あります。これは、社内から具体的な声が
出てくる社風に進化していきたいと思って、
設立当初から続けていることです。
小川　自発的な社風づくりにガッチリ取り
組んでいらっしゃるのですね。因みに、今
年のテーマは何ですか。
前田会長　2017 年に長期ビジョンを立てま
した。その方向性に沿って今年は「独自性
を築き価値を創出」を経営指針とし、当社
独自の価値観をどうすればお客様にお届け
できるかを追及しています。
小川　非常に抽象的なテーマですね。
前田会長　抽象的なだけに各人各様の考え
がストレートに出て、各人から全く異なる
行動計画、多種多様な考えが出てきます。
またそこが狙いでもあります。
小川　今年は前田社長就任後初の行動計画
発表でしたね。何をお話しされましたか。
前田社長　数字的な目標と、私が常に思っ
ている「スピード感をもって仕事をするこ
と」が当社のカラー・独自性でもあると思
いますので、ここは他社さんに負けて欲し
くないという話をして、それが社内の共通
認識であることを確認しました。
前田会長　さらに期の半ばに「決起大会」
を開いて、検証も行っています。

独自性を形にする！

小川　今のような社風を築けた大きな要因
は、どこにあったとお考えですか。
前田会長　当社は後発ですので、普通にし
ていては勝てない、ですから設立当初から
他社とは違うことにどんどんトライするこ
とに努めてきました。

　その一つは、スーツを着て営業すること。
仕事の内容だけでなく、見た目も大事だと
思います。クールビズも、羽田元首相が省
エネルックを取り入れた翌年から始めまし
た。それが今の世の中では当たり前になっ
ています。
　従来の業界イメージから抜け出したいと
いう気持ちがあって、ID カードも取り入れ、
週休 2 日制導入から 13 年目になります。
小川　後発ゆえにチャレンジャーでいこう、
差別化していこうという企業風土が育って
いる、しかも全てが時代の最先端を前倒し
で取り入れてこられた結果なのですね。
前田会長　まずは、お客様に感動してもら
わないと次の一手が打てないと思います。
何であれ、「はっ」とした記憶は人の心に残
ると思います。ですから、当社の独自性を
いろいろな形にしていくことによって、お
客様や仕入先様に当社へ目を向けてもらえ
る契機になると考えています。
　一つの例として、当社の請求書には感謝
の気持ちを四季折々のメッセージカードに
社員一同の寄せ書きをして添えています。
これは、経理や業務の女性の発想から始まっ
たものです。
小川　人は、求めていることが満たされる
と満足しますが、感動してもらうには期待
を大幅に超えなければいけません。私も感
動を大事にしたいと考えていますが、持続
して感動を与えつづけていくことは難しい
とも感じています。
前田会長　また、当社に来訪される方々に
全員立ち上がって挨拶しますが、これも自
然発生的に社内に定着したものです。こう
いうところは、新社長にもぜひ承継して続
けていってもらいたいと思っています。
小川　さらにこの先のビジョンをお聞かせ
いただけますか。
前田会長　間違いなく市場は縮小すると思
います。ですから多角的に業界につながる
市場に入っていく必要があると思います。
　一方、社内ではスピード感を高める動き
ができるように各部門の改革が必要です。
その一環として、今年 10 月から社員全員に
モバイルを持ってもらいます。同時にテレ
ワークも導入し、サテライトオフィスまで
はいかないにしても、それに近い環境づく
りをしていきたいと思います。
　世の中の大きな変化の中で、当社は毎年
新人を採用してきましたので、人の力を発
揮して自分たちでチャンスを創っていくこ
とを今後も継続していこうと考えています。
小川　次代を担う立場の前田社長のお考え
は、いかがですか。
前田社長　どこの会社でも人不足が課題に
なっていますが、当社には少ないながらも
人が集まってくれているという状況にあり
ます。ここを力に自社で手掛けられるパイ
を増やしていって、内製化できることを人
の確保と併行して続け、地元の皆様から頼
られる会社にしていきたいと思います。
前田会長　私を除く社員の平均年齢が 38.6
歳ですので、自分たちが地元で市場を創っ
ていけるという気概をもっています。いろ
いろな点でスポットライトを浴びていける
ように頑張っていきたいと思います。
小川　成長性が強く感じられるお話を聞か
せていただいて、おおいに勇気を頂きまし
た。私たち問屋が、そのお手伝いをさせて
いただくには何をしていくべきかを、常に
愚直に問い続けて参りたいと思います。
　本日は、先進的な取組みについて、興味
深いお話を聞かせいただき、ありがとうご
ざいました。

旺盛なチャレンジ精神で業界のリードオフマンとして進化を続けていきます。

【会社概要】
本　　　社　北海道旭川市東鷹栖 4 線 10 号 10-7
創業・設立　1995 年（平成 07）
資　本　金　1,000 万円
年　　　商　8 億 9,000 万円（平成 30 年 12 月期）
従 業 員 数　21 名（役員を含む）

【事業内容】
建築資材・住宅設備機器の販売、内外装工事

代表取締役社長

前田  智史  様
まえだ　さとし

【プロフィール】
1979 年（昭和 54）北海道旭川市生まれ
2002 年（平成 14）旭川大学卒業
　　　　　　　　　ジャパン建材株式会社入社
2013 年（平成 25）株式会社エム・ビー・シー入社
2016 年（平成 28）常務取締役に就任
2019 年（平成 31）代表取締役社長に就任

代表取締役会長

前田  新一  様
まえだ　しんいち

【プロフィール】
1949 年（昭和 24）青森県生まれ
1969 年（昭和 44）拓殖短期大学卒業
　　　　　　　　　旭川市内の建材店に入社
1995 年（平成 07）株式会社エム・ビー・シーを設立
　　　　　　　　　代表取締役社長就任
2019 年（平成 31）代表取締役会長に就任

株式会社�エム・ビー・シー
ッ

対
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展示会出展報告 ! ジャパン建材がみらい市に出展しました！
2019 年 8 月 23 日（金）・24 日（土）に開催された、橋本総業株式会社主催の「みらい市 2019」に出展しました。
みらい市では「環境・エネルギー」「中古住宅流通・リフォーム」「健康・快適」「安全・安心」「地域活性化」「グロー
バル化」「IT 技術の活用」の 7つのキーワードから、環境・エネルギー商品やリフォーム商材などをご提案しており、ジャ
パン建材としては、2017 年から開始している合板・木材製品のエコブランド「J-GREEN」と、プライベートブラン
ドの「Bulls」商品、フォーワーカーズデザインカンパニーの作業着、YKK�グループのコーヒー部門「カフェ・ボンフィー
ノ」、そしてダルトンの家具の 5ブランドで、みらい市特別コラボ出展をしました。来場された皆さまは、一息つき
ながら談笑したり、商品をご覧いただくなど、ブース内でお楽しみいただきました。

Information
■展示会名：みらい市
■主　　催：橋本創業株式会社　みらい市実行委員会
■開催日時：8 月 23 日（金）9：30-17：00
　　　　　　8 月 24 日（土）9：30-16：00
■会　　場：東京ビッグサイト青海展示棟 A・B ホール
■会社ホームページ：https://www.hat.co.jp/

カフェ・ボンフィーノ  コーナーフォーワーカーズ  コーナー

ダルトン

Bulls コーナー

J-GREEN コーナー

◦オールファルカタ JAS 普通合板
全層に植林木のファルカタを使用。単一樹種なの
で白系の色で揃えられ、尚且つ軽量で扱いやすい
のが特長です。同樹種は加工性の良さから今後木
工用途での普及が見込まれます。原料であるファ
ルカタはマレーシアにある製造工場の自社植林で
あり、植林地までのトレースが可能です。

◦ムクボード
カフェカウンターに使用されたムクボードは、国産杉と国産桧の 2 つの
樹種で展開しており、天然素材ならではの暖かさと風合いを楽しめます。
幅はぎ部分にのみ接着剤を使用しているため、シックハウス症候群の原
因であるホルムアルデヒド放散量が少ないのも大きな特徴。構造用合板
や OSB に比べ最大 5 割程軽く、作業効率が良いのも利点です。床材、棚板、
テーブルや椅子など様々な用途に利用できます。

キーワード【新たな価値を創造】
『工務店の仕事作り』『安心安全な仕事作り』
『きれいな仕事作り』を提案するため、
【インスペクト】を展示販売！

風災による雨漏り診断では危険な高所作業、シロアリ被
害や床下断熱の充填確認では、暗礁な床下作業での点検
作業の用途としてお使いいただける商品です。また、そ
こから発生する新たな仕事作りをサポートする商品とし
てもお役に立つ商品です。

◦ポイント
①最長 7.5mの高さまで対応可能！
　→オプションで 3階建て（高さ 10m）まで対応可能。
②スマホやタブレットを手元に取り付けて即確認！即判断！
　→ �WiFi 付きカメラとスマートフォン（モニター兼リモコ

ン）が使用条件となります。
③衝撃・水漏れに強いタフネス設計で屋外でも安心！
④ “1 人 1台 ” を可能にする手頃な価格設定！

◦カフェ板
J-GREEN ブースの床材に使用されたカフェ板は、
リフォーム・リノベーション用の杉無垢板です。
耐久性、クッション性、断熱性に優れた合法木材。
厚みのある本物の無垢材は床材、目隠し加工を合
わせてテーブル材など使い方は自由自在。但し自
然素材のため、多少の木材の性質（割れ・変形・
抜け節）が出る場合があります。

「J-GREEN」って他の合板・木材製品とは何が違うの？

合板・木材製品には全てとは言いませんが、違法に伐
採された木材が混ざっていることがあります。対して、
J-GREEN では木材の産地をしっかり管理する（森林認証
制度など）ことで、違法に伐採された木材が混ざらない
ようになっています。

「すべては、思いきり働くワーカーの為に」。
フォーワーカーズデザインカンパニーは、こ
のコンセプトを元に、機能的でカッコいい作
業着の提案を行っています。当日は作業着だ
けでなく、靴や鞄などの小物も展示しました。

コーナー内の家具は、ダルトンの協力によるものです。
「便利ではないかもしれないが、心に豊かさを感じさせる物を創っていこう」

というコンセプトどおり、お洒落なものが揃っています。

ブラジルの自家農園で丹精こめて育てられた
木から、完熟した粒の大きいものだけを丁寧
に収穫。厳しい目で選んだ、良質の生豆だけ
を「ボンフィーノ豆」として産地から直送し
ています。

「J-GREEN」とは、ジャパン建材
のエコブランドです。合板・木材製
品のうち、環境に配慮した製品を当
社が独自に選定し、普及させるため
にブランドを冠しています。
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株式会社エムジー建工  JKHD
  グループ紹介

■屋根・外壁リフォーム工事�ビフォー�アフター①

施工事例紹介

■屋根・外壁リフォーム工事�ビフォー�アフター②

■屋根・外壁リフォーム工事�ビフォー�アフター③

■屋根工事 ■樋工事

木造耐火が今熱い！材料・工事お任せください。

近年、都市部を中心に耐火建築物の住宅のニーズが高まっています。
これまでは耐火構造住宅というと、S 造（鉄骨造）、RC 造（鉄筋コンクリート）で建
てており木造 3 階建ては諦めるしかありませんでした。S 造、RC 造の建築費は、一般
の木造住宅に比べ非常に高いため、防火地域への新築を諦める方も多かったのではな
いでしょうか。

（一社）日本ツーバイフォー建築協会（2 × 4 協会）及び
（一社）日本木造住宅産業協会（木住協）によるそれぞれ特定の構造・仕様で、

木造でも耐火建築物とすることができます。
上記 2 協会が大臣認定を取得した耐火構造には、外壁においては、

ALC37㎜（旭化成へーベルパワーボード）＋窯業系サイディング 15㎜以上
石膏 EX21㎜（2 枚貼り）＋窯業系サイディング 15㎜以上の組み合わせ仕様があります。

　　　メリット
　　　　◦建築費が相当安くなる。（鉄骨造の 80％位）
　　　　◦工期が大幅に短縮になる。
　　　　◦ランニングコストが低減される。（断熱性、気密性に優れている）
　　　　◦木材使用で環境への負担が少ない。（CO2 削減、リサイクル可能）
　　　　◦木の優しさ、落ち着いた癒しの空間を創れる。

外壁工事・木造耐火工事

　株式会社エムジー建工は 1981 年 12 月に、ALC 施工店ですがハウスデポ 1 号店
として設立され今年 12 月で 39 周年を迎えます。最近では ALC 施工だけではなく、
注文住宅の屋根、外壁、樋と外装工事を一式請け負う事も増え、首都圏エリアでは
木造耐火の建築物の外壁施工も請け負っています（木造耐火工事資料参照）。また、
令和元年 7 月 1 日をもちまして株式会社エムジー建工と株式会社 MJ テックが合併
し、株式会社エムジー建工を
存続会社として新体制にてス
タートを切りました。
　営業拠点は埼玉県八潮市に
所在する本店、川越営業所の
2 拠点、営業エリアは東京都、
埼玉県、千葉県、神奈川県の
1 都 3 県中心に、月間 80 棟の
外装工事を従業員総数 20 名で
行っております。現在の施工
エリアは首都圏エリアに限定
されてますが、少しずつ施工
エリアを拡大していければと
考えております。

会社概要
会 社 名：株式会社エムジー建工
代表取締役社長：西垣　光信
従 業 員：20 名
設　　立：昭和 56 年 12 月 28 日
業務内容：建築工事業・住宅資材の販売
取り扱い工事品目：
　　　　　ヘーベルライト工事
　　　　　パワーボード工事
　　　　　サイディング工事
　　　　　屋根工事・塗装工事
　　　　　断熱工事 他
所 在 地：本店
　　　　　　〒 340-0834 埼玉県八潮市大曽根 618-1
　　　　　川越営業所 
　　　　　　〒 350-0851 埼玉県川越市氷川町 5-1
会社ホームページ：http://mgkenko.com/

Before After

Before After

Before After

【屋内側】 【屋外側】
アルミニウムはく張ガラス繊維クロス（厚さ0.15㎜）※ 強化石こうボード（下張り、厚さ 15㎜以上）※

★屋内側補強用壁材（なし又は厚さ 9㎜以上）

胴縁 18㎜× 90㎜以上
鉄丸釘等Φ 2.75㎜× L50㎜以上＠ 300㎜以下

透湿防水シート（JIS A6111）
厚さ：0.22 ± 0.05㎜以下

ALC パネル用目地処理材
（アクリル樹脂系、ポリウレタン系、変成シリコーン系のいずれかを 50g/m 以上充てんする。）

グラスウール断熱材
（厚さ 25㎜以上 100㎜以下、密度 10kg/㎥ 以上 16kg/㎥以下）

仕様の詳細は（一社）日本木造住宅産業協会までお問合せください。

※旭化成建材パワーボード「木造耐火用パネル」ならパネル間の目地処理材不要です。

シーリング材

★屋外側補強用壁材（厚さ 9㎜以上、必須）

★補強用壁材の分類（計 9 種類）
※①～④のいずれを選択するかにより認定番号が変わる。

窯業系サイディング（厚さ 15㎜以上）

ALC パネル厚さ 37mm

★下記①～④の 9 種類の中から任意に選択可能
（屋外側の壁材と異なる種類でもよい。

  壁材の種類により認定番号が変わることはない。）

1 時間準耐火構造外壁
QF060BE-9225

強化石こうボード
（上張り、厚さ 21㎜以上）※

間柱（45㎜×105㎜以上）

柱（105㎜×105㎜以上）

①木質系ボード（4 種類）：構造用合板、構造用パネル、
　　　　　　　　　　　  繊維板、パーティクルボード
②セメント板（3 種類）：木質セメント板、パルプセメント板、
　　　　　　　　　　　  繊維強化セメント板
③火山性ガラス質複層板
④石こうボード

に適合する



ハリス（HRIS）

新設住宅着工数は人口減少に伴い年々減少しつつある反面、
リフォーム事業は需要の拡大が見込まれています。しかしながら、職人の高齢化と人材不足が問題視されています。

ハウス・デポ・ジャパンは中小工務店様への支援を目的とした
めたるす現実を』成育員社の店盟加ポデ・スウハ『』成育の工能多『

ハウスデポ・リフォーム技能者育成スクールを開校いたしました。

ハウスデポ・リフォーム技能者育成スクール

Housedepot Reformginousha Ikusei School

〒136-0082　東京都江東区新木場1-7-22　新木場タワー5Ｆ
TEL：03-5534-3811　FAX：03-5534-3819　URL：http://www.housedepot.co.jp

　　　「関東エリア協定工務店会」を開催しました
　2019 年 7 月 26 日（金）新木場タワー 1 階の大ホールにて、「建材プラットフォーム
関東エリア協定工務店会」を開催しました。当日は加盟販売店や協定工務店、メーカー
の方など、94 名の方にお越しいただきました。内容としては、ハートシステムについ
てや協定工務店様による特別講演、各種研修等行いました。
　また、㈱ハウス・デポ・ジャパンでは、「建材プラットフォーム」「ハートシステム」「金
融サービス事業」「ハウスデポ商店街」「ハリス HRIS」を 5 本柱事業として進めており、
その中でも「ハートシステム」を実際に活用されている工務店様にご登壇いただき、様々
なお話をしていただきました。

当日の様子を一部ご紹介します。
■未来創建株式会社　代表取締役 近藤智樹様より
　自社の事例についてお話いただきました。お引き渡しの際は社員手づくりのオリジナ
ル動画をプレゼントしたり、長時間の打合せも苦にならない快適な「場」づくりに取り
組んでいたりと、細やかな心くばりを行い、お施主様に満足いただけるような工夫がさ
れていることがとても印象的でした。また、業務面においても、ハートシステムを利用
することによりスタッフの方からは「資金繰りなどの心配がなくなった」、「お施主様も
安心感がある」等の声もあり、受注サポートに繋がっているようです。
■研修「ハートシステムによる効果と可能性」
　サービスの内容や事例紹介、㈱ハウス・デポ・パートナーズによる「【フラット 35】・【フ
ラット 50】の活用について」、ジャパン建材㈱による「快適住実の家について」といっ
た、協定工務店様に活用していただけるような内容の研修を行いました。

　今後も引き続き、各地でエリア協定工務店会を開催する予定です。協定工務店様にとっ
て「学びの場」となるよう様々な取り組みを行っていきますので、是非ご期待ください。
ご興味のある方は、是非「株式会社ハウス・デポ・ジャパン」の HP もご覧ください！

http://www.housedepot.co.jp/
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バリアフリーに最適！ リフォームがしやすい‼

バーンドア（吊り戸用レールセット）

安心・信頼の三星商事【国産品】オリジナル商品

堅木職人・八方美人・壁美人・煌

インテラジャパン�株式会社　

三星商事�株式会社　

人気沸騰中のドアスタイル
「バーン」とは、英語で【納屋】や【倉庫】という
意味で、欧米の農場で多く見受けられていたドアス
タイルです。
近年ではアメリカ西海岸を中心に、デザイン性の高
い魅せるレールを使い、室内ドアをインテリアの一
部として人気沸騰中です。
☆床に段差ができないため、バリアフリーに最適！
☆レールが外付けなのでリフォームがしやすい‼

堅木職人（硬質木材用ビス）
特 長
◦ 品質管理が行き届いた良質国産ビス
◦ ラスパート仕上げによる驚異的な防錆力と耐薬性
◦ ブロンズ色により仕上がりが抜群
◦ 先端特殊加工により堅い木材にも対応できます
◦ 容器が半透明なので中身がすぐわかる
◦ フタが立ち上がるので片手でサッと取り出せる
◦ 積み重ね可能でビス使用後も、使い方いろいろ
用 途
◦ デッキ材など堅木に最適な仕様

八方美人（波座ビス）
特 長
◦ 簡単施工で美しい仕上がり
◦ 下地・カラー・材質で選べる波座ビス
◦ 厳しい耐久テストと万全の品質管理で生み

出した信頼の純国産
◦ 中身が見える大好評のプラパック採用
用 途
◦ 波板の張り付け・固定・施工

壁美人（ガルバカラー角波）
特 長
◦ 斬新なカラーで上品で落ちついた色合いです
◦ ガルバリウム鋼板に比べて耐食性に優れており、
　抜群の耐久性
◦ ガルバリウム鋼板と同等の優れた遮熱性を持っています
◦ 防火認定（国土交通大臣）：不燃材料 NM-8697
◦ 塗装：ポリエステル樹脂系
◦ 塩水噴霧試験：2000 時間以上異常なし
用 途
◦ 建築物の外装壁用

煌（ガルバカラー波板）
特 長
◦ 斬新なカラーで上品で落ちついた色合いです
◦ ガルバリウム鋼板に比べて耐食性に優れており、
　抜群の耐久性
◦ ガルバリウム鋼板と同等の優れた遮熱性を持っています
◦ 防火認定（国土交通大臣）：不燃材料 NM-8697
◦ 塗装：ポリエステル樹脂系
◦ 塩水噴霧試験：2000 時間以上異常なし
用 途
◦ 建築物の屋根用
◦ 建築物の外装壁用

インテラジャパンがブラック・ブロンズ・ステンレスの
3 種類の在庫を始めました。
今後さらにデザインの種類を増やしていきます。

お問合せ先：info@interrajapan.com　TEL：043-440-3177

・ドア本体は含まれません
・重量制限は約 90kg
・ デザイン重視の為、密閉性のある一般のドア

とはスタイルが異なります。

眩い輝きを放つ
シャインブロンズ

高級感溢れる
ストーンブラック

壁美人
（R 型）

壁美人
（W 型）

壁美人
（W 型）



 お問合せは、ジャパン建材各営業所までお願いします。

■伸縮が少ないので、寸法が狂いにくい
 　 アルミ芯と発泡樹脂を一体成型することにより線膨張係数が小さくなっています。

■アルミ芯により、釘の保持力がアップ
　  節やささくれがなく、釘・ビス打ちやノコ切断などは木材同等でありながら、
　  釘引抜き強度は従来のＳＫアルミなしよりも約 40％向上しています。
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イチオシ！

ルームエアコン risora
理想の空間に溶け込む

「スタイリッシュ」エアコン
洗礼された色と質感、圧迫感の少ないデザインで、
様々なインテリアスタイルと調和します。

ＳＫ胴縁
水に濡れても腐らない建材で
大切な家屋を守ります
節やささくれがなく、品質が安定しているので
長期優良住宅にぴったりです。

住宅用火災（煙式）・ＣＯ警報機

■薄さで、空間に溶け込む
 　 壁掛形ながら、奥行はわずか 185mm。
　圧迫感を抑えたフレームデザインとあいまって、空間に溶け込みます。

■７色のカラーバリエーション
 　 「エアコンといえば白」という常識をくつがえす、ソライロをはじめインテ

リアに映える 7 つのカラーバリエーションをご用意。

■ CO 検知で火災をより早くお知らせし、事故を防止
  　 建物火災における死者のうち、約 4 割

が火災発生に伴う CO（一酸化炭素）
中毒が原因で亡くなっています。

  　 火災の中には、布団くん焼火災のよう
に煙や炎が発生する前に CO が発生す
るタイプもあり、このようなことから
CO 検知の重要性が高まっています。 建物火災における

死因別死者発生状況
「平成 30 年度版 消防白書」より

ラインホワイト

ファブリックホワイト

ツイルゴールド

ブラックウッド

ウォルナットブラウン

ソライロ

オリーブグリーン

線膨張率
自社法 0 ～ 80℃ 連続昇温

伸縮の幅が
約 50％ダウン！

（長さ 3M の物で比較した場合）

釘引抜き強度
JAS 構造用パネル準拠（L:50 リング釘）

釘引抜き強度が
約 40％アップ！

熱中症（危険）

熱中症（厳重警戒）

乾燥

■温度と湿度を監視して、熱中症と乾燥をお知らせ
  　 厚さ指数（WBGT) や空気の

乾燥度を検知して、お知らせ。
  　 熱中症やインフルエンザの予

防に繋がります。



企画発行

TBS 夏季ドラマ『凪のお暇』にて、主人公・凪の元恋人、慎二の取引先
として新木場タワーが登場しました。撮影では慎二役の高橋一生さんが
いらっしゃり、そのシーンは初回（7/19）に放送されました。

ドラマ概要
ドラマ名：凪のお暇
　　　　　 家電メーカーに勤める大島凪・28 歳は、空気を読み人と合わせる

ことで平穏を保っていた。ある日、同僚たちからの陰口や恋人の
裏切りを知り、過呼吸で倒れてしまう。これを機に、会社を辞め、
家財を処分し都心から郊外へ転居、全ての人間関係を断ち切った
凪は、ゼロから新しい生活を始める。

原　　作：コナリミサト『凪のお暇』
　　　　　（『Elegance イブ』（秋田書店）にて連載中）
脚　　本：大島里美
放 送 日：毎週金曜日 22：00 ～

JKHD
トピック

TBS 夏ドラマに
本社・新木場タワーが登場しました！

この他にも 13 階のフロアが使われました。高橋一生さんが本社にいたという事実
だけでモチベーションが上がる気がします！
新木場タワーの登場は初回のみですが、今後も『凪のお暇』を応援しましょう！

1 階大ホール前の廊下
慎二が取引先に向かうシーン。普段は大ホールを使
用するときにしか通らない廊下ですが、改めて見る
と緑が映えて夏にピッタリのロケーションです。

実際に使われた場所はココ！

1 階エレベーターホール
慎二がお見送りされていた場所。
本来ならこのエレベーターホール
の前に本社名物の滝が流れている
の で す が、 ド ラ マ で は 使 わ れ な
かったようです。残念！

駐車場
車に商品を載せるシーン。「空気は読む
ものじゃない。」と、慎二がつぶやきます。

ジャパン建材株式会社　営業推進部 TEL：03-5534-3711（代）〒 136-8405　東京都江東区新木場 1-7-22
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合板
天気図
合板
天気図

ジャパン建材　合板部

部長  猪爪  清和

晴れ時々曇り

新設住宅着工戸数
　2019 年 6月は 81,541 戸（前年同
月比 0.3％増）で 3カ月ぶりの増加と
なった。その内、木造住宅は 48,071
戸（前年同月比 3.9％増）で 3カ月ぶ
りの増加。季節調整済年率換算値は
92.2 万戸で前月比 2.4％増、3カ月ぶ
りの増加となる。
　利用関係別では持家が 28,394 戸
（前年同月比 12.9％増）で 9 カ月連
続の増加、貸家は 30,645 戸（同比
12.2％減）で 10カ月連続の減少、分
譲 21,870 戸（同比 7.8％増）で 3カ
月ぶりの増加となった。分譲の内訳
はマンションが 8,597 戸（同比 4.2％
増）で 3カ月ぶりの増加、戸建ては
13,096 戸（同比 10.0％増）と先月
の減少から再びの増加となった。貸
家は減少したが、持家及び分譲住宅
が増加したため、全体で前年同月比
0.3％の増加となった。

国内合板の供給量
　6 月の生産量は 28.6 万㎥（前月
比107.8％、前年同月比101.6％）と
発表された。その内、針葉樹合板の
生産量は 27.6 万㎥（同比 108.3％、
101.6％）となり、出荷量は27.0万㎥
（同比102.4％、108.2％）で在荷量は
14.1万㎥と多少増加。出荷量は9カ月
連続で前年を上回った数字となった。

輸入合板の供給量
　6月度入荷量は 18.9 万㎥（前月比
101.8％、前年同月比 81.8％）となっ
た。国別入荷量はマレーシアが 6.1
万㎥、インドネシアが 7.1 万㎥、中
国が 4.3 万㎥となっている。今年累
計は前年対比 87.3％の入荷量になっ
ている。

今後の見通し
　国内針葉樹合板は生産・出荷とも
に 27 万㎥台と高水準の状態。特に
生産量は過去最高の数量となったが、
出荷量も好調で低水準で推移してい
る在荷量は微増。これからの需要に
対応できるか不安が過る。
　今後の需要増加局面では品不足に
よる混乱が起きると考えられるの
で、先手で備える必要があると思わ
れる。
　輸入合板に関しては、2カ月連続の
18万㎥台（前年同月比 81.8％）と近
年になく少なく、大方の予想以上に
減少した。港頭在庫もバランスが崩
れており、停滞していた相場がよう
やく動き始めると思われる。産地の
契約状況等を考慮すると調整が着い
てきているものと考えられる。
　市中在庫も多くはなく、底打ち感
が出ると一気に荷動きが活発化する
ことも大いにあり得る。


