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住まいの「防災・減災対策」を後押し
甚大な被害を及ぼす台風や地震などの自然災害が日本各地で発生しています。【フ
ラット 35】の新メニュー［防災対策］では、住まいの「防災・減災対策」を金利
引下げの形で後押ししています。具体的な対策は、地方公共団体が地域の実情を
踏まえて設定されていますので、詳細については【フラット 35】ホームページ〈金
利引下げの対象となる地方公共団体の補助事業の検索方法〉で確認してください！

【フラット 35】防災対策による金利引下げ
▶ 2019 年 10 月 1 日以降の借入申込分から利用可能
　防災対策に資する事業…当初 5 年間の金利を年▲ 0.25％
　 防災・減災対策が講じられた次のような住宅を建設・購入する場合で、当該住宅に対する

補助金などを地方公共団体から受けるときに対象となります。
　・多雪地域で屋根の雪下ろしの必要がないように工夫された住宅
　・雨水浸透施設を設置した住宅

【東京都】では「不燃化建替」で補助金
地域振興を強く推進している第一勧業信用組合と住宅金融支援機構が連携協定を結び、木造
住宅密集地域で早急に改善が必要な不燃特区内の建て替えを支援。10 月時点では都内 7 区（台
東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、荒川区、葛飾区）で防災対策の要件となる新築 1
戸あたり 30 万円の補助を用意、中には 1 戸あたり 300 万円にもなる地区もあります。
※ 7 区以外にも補助を受ける事ができる地域もあります。
　�詳細は URL（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/mokumitu/seido.html）から
ご確認ください。

【フラット35】ホームページで確認してみよう！
〈金利引下げの対象となる地方公共団体の補助事業の検索方法〉より、あなたの町の事業内容

が確認できます。
対象の地方自治体及び詳細については、

【フラット 35】のホームページ（https://www.flat35.com/）をご確認ください。

■過去 5年間に災害救助法が適用された自然災害
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
日本各地で多発する自然災害は、災害救助法が適用されたものだけでもこんな
にあります。（資料：内閣府　防災情報のページより）

災害救助法が適用された自然災害
令和 元 年台風第 19 号に伴う災害
令和 元 年台風第 15 号による災害
令和 元 年台風第 15 号の影響による停電に伴う災害
令和 元 年 8 月の前線に伴う大雨による災害
平成 30 年北海道胆振地方中東部を震源とする地震
平成 30 年 8 月 30 日からの大雨による災害
平成 30 年 7 月豪雨による災害
平成 30 年台風第 7 号及び前線等に伴う大雨による災害
平成 30 年大阪府北部を震源とする地震
平成 29 年度豪雪
平成 30 年 2 月 4 日からの大雪による災害
平成 29 年台風第 21 号
平成 29 年台風第 18 号
平成 29 年 7 月 22 日からの大雨による災害
平成 29 年 7 月 5 日からの大雨による災害
平成 28 年新潟県糸魚川市における大規模火災
平成 28 年鳥取県中部地震
平成 28 年台風第 10 号
平成 28 年熊本県熊本地方の地震
平成 27 年台風第 21 号
平成 27 年台風第 18 号等による大雨

■さいごに…
皆様がお住まいの地域でも住宅の「防災」に関する金利引下げや補助金を受け
取る事ができる制度があるかもしれません。災害が多い国だからこそ普段から
防災対策に目を向け、関心を持つ事が重要です。皆様も一度各地方公共団体の
ホームページ等を確認してみてください。

被災された皆様への支援策
被災者が生活再建を行う上では、返済中の住宅ローンも大きな問題。金融機関
によってはローンの返済を一定期間猶予してくれる可能性はありますが、債務
がなくなったり減ったりするわけではないので、建て替えや補修で新たにロー
ンを組めば、2 つのローンの支払に追われてしまいます。
そこで利用したい制度が「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラ
イン」（http://www.dgl.or.jp）。昨年 8 月に起きた北海道胆振東部地震でも適
用を申請したケースがあります。このガイドラインは、（一社）全国銀行協会が
2015 年 12 月に選定し、翌年 4 月から運用を開始。災害救助法の適用を受けた
自然災害での被災など一定要件のもと、自己破産など法的な手続きを行うこと
なく、住宅ローンや事業性ローンなどの返済免除・減額を金融機関等の債権者
に申し出ることができるものです。

クリック！ 確認したい都道府県名をクリック！
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住宅省エネ講習会が始まりました
　毎年実施されている「住宅省エネルギー技術講習会」が、今年は 11
月 18 日の東京会場を皮切りに全国 47 都道府県 146 の会場で開催され
ます。既に 11 月は 26 の会場で開催され、どの会場も例年以上に盛況
だった模様です。
　盛況の理由は、「改正建築物省エネ法」の説明も合わせて行っている
ことです。2021 年度に施行予定の「省エネ性能説明義務」についての
説明や、それに伴い新たに設定される簡易計算などの説明もこの講習
会で行われています。
　定員に達しているため、募集を締め切っている
会 場 も あ り ま す。 ホ ー ム ペ ー ジ（https：//www.
shoene.org/）にてスケジュールをご確認の上、お
早めにお申し込みください。
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第 34 回関西ジャパン建材フェアにて
特別セミナーを開催しました！
令和元年 10 月 26 日（土）に開催した第 34 回関西ジャパン建材フェア内の『快適
住実の家』特別セミナー会場において、第 1部：新しい家の在り方、売り方、第 2部：
リノベーション市場の未来、第 3部：『快適住実の家』西日本リーディング工務店に
よるトークセッションを行いました。内容を一部、ご紹介させていただきます。

関西ジャパン建材フェアのコンセプトなどを紹介

今後も『快適住実の家』では、様々なセミナーやイベントなどの開催を
計画して参ります。
引き続き、有益な情報を発信して参りますので、是非お見逃しなく！

『快適住実の家』にご興味がある方は『快適住実の家』本部事務局または
サポートセンターまでお問い合わせください。

　11 月 12 日（火）本社 1 階大ホールにて、第 24 回雙環フォーラムを開催しました。
　皆様は「朝チア」をご存知ですか？朝の駅前でチアリーディングをしている団体を見
たことはないでしょうか？出勤途中のビジネスマンを勝手に応援する、それが「朝チア」
です。そんな「朝チア」を行っている全日本女子チア部☆部長・朝妻久実氏を講師にお
招きし、『「応援」がもたらすチカラ』と題して、ご講演いただきました。
　朝妻氏は全日本女子チア部☆部長の他に、（一社）全日本応援協会代表理事、フリー
アナウンサー、旭川観光大使、と多くの肩書をお持ちです。このような肩書を持つまで
に、たくさんの挫折と、それに屈しない並々ならぬ努力と想いがありました。
　朝妻氏の講演からは、「一歩踏み出す勇気」の大切さを深く学ぶことができました。
朝チアを始めると決意し、継続した経験や、地元・旭川市を PR したい想いから、旭川
の “ 非公認 ” 観光大使を名乗って活動し、その活動が実を結び旭川 “ 公認 ” 観光大使に
なられた経験、その他いろいろな経験にも、「一歩踏み出す勇気」は必要でした。「一歩
踏み出す勇気」を振り絞って希望を見出した朝妻氏の言葉には説得力があります。
　講演でも使われた言葉に「できない理由を見つけるのではなく、できる方法を見つけ
る」というものがあります。朝妻氏の指針でもあるこの言葉は、一歩踏み出すための背
中を押してくれる素敵な言葉だと、印象に残りました。
　挫折のたびにまわりの人たちからの「応援」に勇気づけられたという朝妻氏は、「応援」
で世の中をハッピーにするための活動を続けています。最近はパラスポーツの応援に力
を入れている朝妻氏。そんな朝妻氏率いる全日本女子チア部☆の応援を応援していきま
しょう！
　毎回、様々なジャンルのゲストをお招きし、ご好評を頂いております雙環フォーラム。
次回は 2020 年 6 月 9 日（火）に開催いたします。ぜひお楽しみに！

第 24 回雙環フォーラムを開催

雙環フォーラムとは？

企業の経営者として必要な「人間力」の向上を図るための講演会。

発足年の平成 20 年、20 年先の長期的視野で考える場所、「200 年住宅ビジョン」にも対応し

ていきたいという意味を込めて「2 ＝雙／ 0 ＝環」と名付けられました。

講演会の最後にはチアのパフォーマンスも
披露していただきました。

            『快適住実の家』西日本リーディング工務店による
　トークセッション

今回、関西地域のリーディ
ング工務店様が初めて揃い、
ハウスメーカーでは真似の
できない地域工務店の強み
やこだわりについて説明し
ていただきました。地域の
特徴がそれぞれ異なる為に
三社三様のこだわりや営業
手法がありましたが、共通
して言える事は日々努力を
してお客様により良い家を

提供している事でした。

第3部

関西地域『快適住実の家』リーディング工務店
パネラー：㈱大庭工務店　大庭  健二  様
　　　　　㈱すずらん工務店　宮崎  淳  様
　　　　　㈲小田製材所　小田  達也  様

トークセッションの様子

新しい家の在り方、売り方
人口減少社会に突入し所得格差社
会が広まる中で、お客様が求めて
いる家の在り方が多種多様に変化
しつつある事の解説や、住宅市場
はこれからますます IT 化が進み、
今までの営業手法にとらわれない
体験型（VR）を活用し、SNS を使っ
た新しい家の売り方についてご説
明をして頂きました。トークセッ
ションに参加された販売店様や工
務店様には沢山の新しい情報を得
る事で、今後の営業活動のヒント
になったかと思います。 セミナー開催中の様子

司　　会：リフォーム産業新聞社　福田 善紀  様
パネラー：楽  天㈱　加藤 雅人様
　　　　　スタジオアンビルド㈱　森下 敬司  様
　　　　　㈱ HARMONY　山本  航聡  様

第1部

リノベーション市場の未来
リノベーション市場の未来について
トークセッションを行いました。
新築住宅にこだわらず、中古住宅か
ら自分らしい暮らしをイメージ出来
るお客様が増えている中で、リノベー
ション市場は新築市場に比べてこれ
から大きく成長する可能性があります。不動産と密接に関係のある地域の工務店だか
らこそ、地域に根付いたリノベーションができるのではないか？リノベーションをこ
れから始めてみたいけど、何から始めれば良いのか分からない工務店様にとっては、
とても面白い話を聞くことが出来たのではないでしょうか。実際に、参加者様からは
とても良い勉強になったとの感想を頂きました。

司　　会：㈱ダンドリワークス　加賀爪  宏介  様
パネラー：㈱ WAKUWAKU　鎌田  友和  様
　　　　　BETUDAI  Inc.TOKYO　林  哲平  様
　　　　　リノべる㈱　三浦  隆博  様
　　　　　㈱ GA technologies　川崎  総一郎  様

第2部
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「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。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。

18MR1(M)F ☆☆☆☆

20 ㎜×600×1820

JISA5908

10 月 18 日～ 19 日

第15回 九州ジャパン建材フェア
福岡国際センター
売上実績：5,504,936 千円
動員実績：3,952 名

10 月 26 日

第14回 四国ジャパン建材フェア
サンメッセ香川
売上実績　1,376,797 千円
動員実績　1,506 名

10 月 26 日

第34回 関西ジャパン建材フェア
南港 ATC ホール
売上実績：3,012,563 千円
動員実績：2,685 名

各地のジャパン建材フェア

新商品

主に木質廃材（リサイクル材）を
原料にしたパーティクルボードです。

NEW

考えよう！空気の大切さ

熱交換気のメリット
展示に協力いただいたパナソニック㈱ライフソリューションズ社では、快適な空
気を作るために「熱交換気」を推奨しています。「熱交換気」は、排気の際に汚れ
た空気と一緒に拾っていた熱を給気時に回収して室内に戻します。熱回収により、
空調不可を軽減でき、冷暖房コストを抑えます。また、冬期では冷たい外気を室
温に近づけて給気するので、冷たい空気が侵入する不快感を防ぎます。
さらに、パナソニック製品であれば専用のフィルターを使うことで、花粉などの
除去も行うことができます。

気密の重要性
日本住環境㈱の協力展示では、気密処理による空気の漏れの違いを展示しまし
た。空気なのに気密？と思われる方もいるかもしれませんが、空気をコントロー
ルするには、余計な外部の空気が室内に侵入するのを防がないといけません。
この気密処理が甘いと、冬場温められた空気が天井から家の外へ抜けていき、
代わりに冷たい空気が地上から入り込んで、不快な空間になってしまいます。

身近でありながら、掴みどころのない存在である「空気」。皆さんも
この機会に快適な空気環境について考えてみてはいかがでしょうか。

先日開催された第 34 回関西ジャパン建材㈱フェア
にて、第 41 回ジャパン建材フェアの住まい方・暮
らし方コーナー「空気」の内容が展示されました。

右の写真は、入口に置かれていたバルーンです。
これは人が一日に必要な空気の量（直径 3m の球
体と同じ！）を表しています。容積にして 500ml
のペットボトル約 3 万本。空気から健康を考える
ことがいかに大切かが伝わってきます。

高気密の方では、こんな Bulls 商品が活躍しています！

気密テープだと手間のかかる配管部
分の気密処理を簡素化。50～ 150 φ
までのパイプ経に対応します。

ドームパッキン ドームパッキン 100

処理が難しいコンセント周りも、特
殊加工のくぼみで簡単・確実に気密
します。SとWの 2種類をご用意。

（S） （W）

模型で検証

左 右 同 じ 断 熱 性 能
の 模 型 に 裏 か ら 空
気を送り込みます。
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積

長辺：DRフレーム 短辺

施工事例『郡山ヘアメイクカレッジ』

  木造ラーメン

  床・屋根：リブ付きCLT パネル　※ 1 部分利用可能

  壁：CLT 壁パネル　※建物全体で構造計画
◆  CLT パネルと梁をラグスクリューで接合した合成梁により、鉛直

方向の変形に抵抗させることで、 ロングスパンに対応可能

◆従来との比較

◆壁の基本パターン
配置パターン A　　　   配置パターン B　　　  配置パターン C

◆認証取得の接合部の構成

積

◆ DR フレーム、LSB ラーメンフレーム、　 建築学会基準など利用可能

設　　計 高橋岳志・AUM 設計共同企業体
構造設計 木  造：株式会社木質環境建築

RC 造：エーユーエム構造設計㈱
所 在 地 福島県郡山市笹川 3-53-1
用　　途 専修学校
建築面積 1,068㎡
延床面積 1,448㎡（別棟扱い　各 500㎡以下）

木造棟：実習棟 A,B　  地上 1 階建
　　　　教室棟 A,B　  地上 2 階建
RC 棟：R1 棟、R3 棟　地上 1 階建
　　　　R2 棟　　　　  地上 2 階建

工　　法 木造各棟：長辺方向ラーメン工法
　　　　　短辺方向 CLT 工法

【施工事例概要】

※ 1 リブ無し CLT・合板も床・屋根として利用可能

長辺：DRフレーム 短辺

長辺：DRフレーム 短辺

長辺：DRフレーム 短辺

CLT 壁脚部接合部

LSB 接合

長辺方向：木造ラーメン
短辺方向：CLT 工法

　秋田グルーラム㈱、㈱オノツカ、物林㈱、㈱木質環
境建築、ジャパン建材㈱ 5社で共同開発を進めていた
新工法「TE システム」が、8月 21 日（水）付で日本
住宅・木材技術センターの認証を取得しました。
　この工法は、CLT 壁パネル上に床梁又は屋根梁を配
置した CLT パネル工法で、CLT 壁パネルのみ又は�CLT
壁パネルとラーメンフレーム等の他の耐力壁を併用す
るものです。屋根・床には、軸組工法の�小屋組・床組、
CLT 床パネル又は CLT パネルと梁をラグスクリューで
接合したリブ付き CLT パネルを用います。

新工法「TE システム」が
日本住宅・木材技術センターの
認証を取得

積

TE システム
Timber Engineering System

TE システムの特徴
　  ◦方向別に、CLT 工法と
　　  軸組工法・⽊造ラーメンの併⽤構造が可能
　  ◦軸組工法方向で地域産（LVL 等）利⽤が可能
　  ◦リブ付き CLT で CLT ロングスパンに対応
　  ◦ CLT 壁・床・屋根パネルの “ 現し ” 利⽤が可能
　  ◦独自 CLT 接合金物も認定に含まれるので、
　　  設計ルート 1、ルート 2 で接合部の試験が不要

積

適用範囲



52019.12

曳方業に始まる
小川　ご創業の頃のお話から聞かせていた
だけますか。
徳野　もともとは農家だった先々代、私の
祖父である徳野与吉が創業したのが 1907
年（明治 40）。農業の傍ら、近隣の道路拡
幅のために農家の家々の基礎と建物を切り
離してセットバックする曳方業を始めたの
が最初です。その頃は、田植えが終わって
収穫期に入る 10月頃までの農閑期に、近隣
の人を集めて仕事をしていました。
　その後を継ぐ形で、次男だった私の父・
徳野豊誠が、1961 年（昭和 36）に建築資
材販売の株式会社徳野商会を設立して、そ
こから今に至っています。私が小学生の頃
にもまだ曳方業をしていて、小さいながら
に手伝ったこともあります。
　家を移動すれば修理も必要になりますの
で、曳方業の延長線上で新建材を扱うよう
になったということです。
小川　新建材の草創期から扱ってこられた
ということですね。
徳野　かつては集落ごとに一人ずつ大工さ
んがいましてね、家や建物の修理などを一
手に引き受けていたものです。その頃の家
は、竹小舞下地の土壁の外側に杉板の鎧張
りか、ブリキ板を張った外壁でしたので、
内装用の天井用テックスやプリント合板、
ベニヤがあれば間に合う、そんな時代から
スタートしています。35年ほど前には軽鉄
内装工事を手掛けるようになって、その頃
から石膏ボードも扱うようになりました。
　ジャパン建材さんとお取引する前は、フ
ローリングは住建（現ウッドワン）さん、
プリント合板は永大さん、メーカーさんと
の直接取引でした。
小川　会社設立当初の事業規模はどのくら
いでしたか。
徳野　2010 年（平成 22）に父が亡くなり、
詳しいことはわかりませんが、資材だけの
販売、盆暮れの集金という商いでしたので、
僅かなものだったと思います。

第二の創業を果たす
小川　会長は、いつ入社されたのですか。
徳野　私は地元の石川工業高等専門学校を
卒業後、東京でコンピュータ回路設計・プ
ログラミングの会社を立ち上げていました
が、28歳の時にこちらに戻りました。
　実は、今年まで当社で使っていた請求書
を作成する会計ソフトは、私が入社した時
に作ったものです。
小川　さすがコンピュータ専門家ですね。
西谷　それができた時のことを私も覚えて
いますが、まだワープロもパソコンも使っ
ていなかった事務員さんが悲鳴を上げなが
ら使いはじめました。それから 30 年経ち、
時代に合わなくなってきましたので、もっか
社内で情報共有できるものに切り替えよう
と新しいソフトを作成中です。
小川　西谷社長は、何か特別なご縁があっ
て入社されたのですか。
西谷　私も前職はアパレル関係で全くの異
業種でした。たまたま求人情報で自宅から
近い会社だというのを見て、1988 年（昭和
63）暮れに入社しました。
徳野　私がこちらに戻ってきたのは、当時、
当社が内装工事を受注していたゼネコンさ
んとの取引が拡大していて人手が足りない
という話があったからです。ところが、そ
こが突然倒産という憂き目を見ました。そ

れを機に当社主力メンバーが新たに会社を
興して辞めてしまったので、急遽、西谷に
も営業を担当してもらうことになりました。
西谷　前職が営業だったので、もう営業は
したくないと思い、配送社員として入社し
ましたが、営業を始めることになりました。
小川　徳野会長が有望な業界だと思って戻
られたにもかかわらず、予想外の展開を経
験され、そこから事業を立て直してこられ
たということですね。そこが徳野商会様の
“第二の創業 ”ともいえる転換点でしたね。
徳野　そうです。それまでは単純に億単位
の売上額の大きさに目を奪われていたとい
うことです。旧メンバーがいなくなってか
らは、私も西谷も、昼間は営業に励み、夜
は現場で軽量鉄骨を溶接する作業もしまし
た。我ながら、よく働いたと思います。
西谷　最初の頃は慣れない溶接作業で難儀
しました。火花で火傷はする、作業着には
穴がいくつもできました。
小川　その頃の年商はどのくらいでしたか。
徳野　8 億円ほどでした。
小川　因みに、徳野会長が社長就任後、赤
字になったことはおありですか。
徳野　私が社長になった 1994 年（平成 6）、
年末のボーナスを渡した後、集金に行った
会社が倒産していまして、社長就任初年度
から赤字でした。
小川　ボーナスも出してホットした直後の
赤字、さぞ悔しい思いをされたでしょうね。

安定収益確保に乗り出す
小川　その後、ホテルや飲食店など、新た
な事業にも取り組まれていますね。
徳野　2000 年（平成 12）以降、ゼネコン
さんでコンピュータによる購買管理が導入
されるようになりました。それまでは、軽
鉄内装工事を受注した段階で、当社が図面
に基づいて必要な資材の拾い出し・積算を
行っていました。それができなくなり、最
終的には内装工事業者同士の価格競争を強
いられ、利益が出せなくなってきました。
小川　アナログ時代には営業マンと現場の
話し合いで調整できていたのが、全くでき
なくなってしまったということですね。
西谷　取り込み詐欺にも遭いましてね。
徳野　売上は安定しない、利益は出せない、
内部留保金も溜まらない、おまけに手形決
済時に現金がなければ支払ってもらえない
不良債権発生が幾度か重なり、これでは何
のための事業かと。そこからですね、どう
すれば利益を出しつづけられるかを考える
ようになりました。
西谷　私は営業の研修会に参加して、本業

である物販の健全化に努めました。
徳野　私も何か手を打たなければいけない
と、39歳の時には経営勉強会にも参加しま
した。ちょうどその頃、ジャパン建材さん
からハウス・デポグループへお誘いいただ
き、70号店として加盟したのが 2001 年（平
成 13）のことです。おかげさまで決算書の
裏の裏まで読めるようになりました。でも、
その後も、お客様から正しい決算書をいた
だくのは容易ではありませんでした。私一
人で太陽光発電パネルの販売・施工をして
資金繰りに貢献した時期もあります。
　転機はリーマンショック前の 2005 年（平
成 17）、タイミング良く西谷の友人が経営
する不動産会社を通じて中古マンションを
好条件で購入することができましてね。本
業の合間の時間にその物件を 2年がかりで
リフォームして賃貸業を始めました。さら
に 2棟を購入して賃貸事業を展開すること
で利益が平準化できるようになりました。
　同時に、危ない内装工事の受注は避け、
時間があれば株式投資にも取り組み、経済
指標を読み込むことに集中し、営業マン一
人当たりの粗利率をどうすれば上げていけ
るかについて考えました。
小川　お客様は、10年前と現在では全く違
いますか。
西谷　違いますね。私が営業担当になって
5、6年の間は従来からお付合いのあった町
場の工務店様を回っていました。そうした
方々が廃業され、中には倒産もされるので、
優良取引先を増やしていこうと、石川県の
新設住宅着工を手掛けるトップ 10の住宅会
社との取引を目指して新規開拓に集中しま
した。おかげさまで、現在は石川県№ 1の
住宅会社と取引できています。
　その№ 1の住宅会社というのは、実は、
当社が家づくりの仕組みを作り、それに基
づく住宅会社を立ち上げてはどうかと不動
産会社に提案して、実現した会社です。
徳野　その会社は設立 20 年で年商 100 億
円を超える規模にまでに成長しました。
西谷　石川、福井、富山の北陸 3県で今期
は 500 棟を手掛け、当社売上の 6割～ 7割
を占めるまでになっています。
小川　そちらへのメインは資材販売ですか。
西谷　資材全ての販売と、最初は内装工事
も受注していましたが、現在は、資材全て
と外装工事をメインに受注しています。

「空間提供」の視点で
小川　県議会議員をされていますが、どの
ような経緯で始められたのですか。
徳野　12 年前に仕事をしながらでもでき
る町議会議員を引き受けたのが始まりです。
その後、中小企業がみんな歯を食いしばっ
て生業を続け、リーマンショックも何とか
乗り越えたところで 2009 年（平成 21）の
民主党政権成立。まるで私たち建築関係者
が悪者かのような扱いを受けるのは許せな
い、この業界で長年頑張ってきたみなさん
に元気を取り戻してもらいたいという気持
ちで 2011 年（平成 23）に県議会議員に出
馬したしだいです。そして現在は県議会副
議長を務めさせていただいています。
小川　さまざまな状況を経て経営の柱を据
えていらっしゃいますが、今後については
どのようにお考えですか。
西谷　会長は徳野グループとしての体力強
化、経営の健全化に尽力してくれています。
一方私は、徳野商会本来の事業を柱として、
仕組みづくり、業績拡大、次の世代に繋い

でいくことを使命として努力しています。
　その中で一番に思っていることは、社員
さんが一番大事ということです。ただ、人
を確保することの難しさ、営業マンを育て
ることの大変さを痛感していますので、IT
活用で、社内全員で売上情報・進捗状況が
共有できる、また男性・女性を問わず、そ
れを使うことで事務はもちろん営業的な仕
事もこなせて生産性を上げられる、【働き方
改革】にもつながるシステムづくりを進め
ています。
小川　具体的にどのような仕組みですか。
徳野　お客様に徳野商会を経由して発注し
ていただく仕組みで、ハウス・デポの［ハー
トシステム］との連携を想定しています。
西谷　私たちの商売は、お客様からの図面
に基づいた資材を納品していくことです。
私は、これからの営業は、豊富な商品知識
をもったメーカーさんに任せるべきだとい
う考えです。その取次ぎを我々が担うため
にデータベース上で受発注・工程管理・進
捗管理・配送管理・請求書発行もできる、
具体的な作業が誰にでもできる仕組みです。
　お客様専任担当制では、担当が休んだり、
辞めたりすると業務に支障を来すので、そ
ういうリスクヘッジにもつながるもので、
まず社内用を構築して、次に問屋さんも、
メーカーさんも取り込んでいく方針です。
小川　生産性向上と同時に、そこに知見が
蓄積されて属人的な仕事からの脱却を目指
す、それは楽しみですね。
徳野　女性が営業マンもできるようなツー
ルも用意していけば、当社の安定した収入
に繋がると思いますので、いろいろと考え
ているところです。これから大事なのは、
専門的なノウハウをもつ人たちをいかにし
てネットワークでつなげ、本業はもちろん
新規事業に活かしていけるかだと思います。
小川　住宅はもちろん、ホテルや飲食店も
生活全般に目を向けて、ライフスタイルに
かかわっていく領域全てで事業展開してい
くということですね。
徳野　当社の経営理念は、「私たちは、建築
に関する分野において、多くのことを与え
るため、学び続け、個人の資質の向上をは
かり、お客様の心に応える行動に徹し、事
業を通して、地域の発展に貢献します。」と
しています。物販業というとらえ方ではな
く、どのような空間を提供していくかを考
え、経理も、外壁施工技術も、素材知識も
磨いていかなければいけないと思います。
西谷　事業の柱は一つだけでは安定しない
ので、二つの柱をもつべきだと思います。
ですからもう一つは、施工技術者を育てて
工事力を強化していくこと。同業他社さん
と同じ事をしていては生き残っていけない
ので、独自の特徴をもつこと、そのための
システムづくりや、職人育成という位置づ
けで二本目の柱の強化に力を入れています。
徳野　当社独自の商品となるのは、いかに
付加価値をつけられるかです。経営は「粗
利率×回転数」ですから、何であれ、仕事
をすることで適正利潤をいただいて収益率
を上げ、自社の強みの中で IRR（内部収益）
を上げていくことで企業価値向上につなげ
ていくことが大切だと思います。
小川　当社もみなさんから見放されないよ
うに、新たな取組み、サポートシステムづ
くりに前向きに取り組んでまいります。
　徳野商会様ならではの「空間提供」の視
点に基づく個性的な事業展開・新たな仕組
みづくり・システム開発についてお聞かせ
いただき、ありがとうございました。

建築に関する分野において、お客様に応える行動に徹し、事業を通して地域の発展に貢献します。

【会社概要】
本　　社　石川県野々市市郷一丁目 22 番地
創　　業　1907 年（明治 40）
設　　立　1961 年（昭和 36）
資 本 金　1,000 万円
年　　商　15 億 322 万円（2018 年 12 月期）
従業員数　13 名

【事業内容】
住宅資材・建材・水廻り商品販売、
サイディング外壁工事、コロニアル屋根工事、
金属サイディング外壁工事、軽鉄内装工事、クロス工事

取締役 社長

西谷　守  様
にしや　まもる

【プロフィール】
1963 年（昭和 38）石川県珠洲市に生まれる
1988 年（昭和 63）株式会社徳野商会入社
1994 年（平成 6）専務取締役に就任
2016 年（平成 28）取締役社長に就任

代表取締役 会長

徳野  光春  様
とくの　みつはる

【プロフィール】
1958 年（昭和 33）石川県野々市市に生まれる
1986 年（昭和 61）株式会社徳野商会入社
1991 年（平成 3）専務取締役に就任
1994 年（平成 6）代表取締役社長に就任
2016 年（平成 28）代表取締役会長に就任

株式会社�徳野商会
ッ

対
談

ト
プ
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理想の空間に溶け込む、「スタイリッシュ」エアコン。

r isora

「世界最高品質のロートアイアン門扉」をご提供します。
ロートアイアン門扉

ダイキン工業株式会社　

株式会社御田製作所　

ロートアイアン門扉
片開き門扉、両開き門扉、電気錠門扉、カーポート

特徴
◦自由設計でお客様の細かな要望にもお応えします。
◦ 原材料（鉄・メッキ材料・ペイント）は全て日本産を

使用しています。
◦ 丁寧な溶接、高純度の亜鉛メッキ（99.7％）処理、リ

ン酸亜鉛処理、日本ペイント使用等、品質重視、お客
様の安全を第一に考えた製品づくりを心がけています。

◦ 図面作成から加工、溶解亜鉛メッキ、塗装、施工まで
一貫した生産体制を構築しています。

◦ 人件費の安いフィリピン工場にて製作しているため、
高いコストパフォーマンスの製品を提供しております。

フェンスの実績例も豊富色も 16色から選択可能

弊社オリジナル「和モダン門扉」



 お問合せは、ジャパン建材各営業所までお願いします。
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商品情報

ブルズ 防汚・抗菌・抗カビ ソフト巾木
防汚性・抗菌性・抗カビ性を付加した巾木

ラグペット
ラグのように手軽に使えて住宅用にも最適なカーペットタイル

◆�この度、ブルズにソフト巾木が新登場しました。防
汚性、抗菌性、防カビ性に優れ、ヒールマーク対策
やよりよい室内環境に貢献する新しい巾木類をぜひ
お試し下さい。

◆�ベーシックな 12 色を在庫色としたほか、袴ありタ
イプ、袴なしタイプともに豊富な受注生産色を用意
しています。

施工は市松貼りを標
準とします。流し貼
りは、染色品の特性
上、色相差が生じる
可能性がありますの
で避けてください。

B481-846 ／ B483-3607

ソフト巾木
防汚性能あり

ソフト巾木
防汚性能なし

性能試験結果
防汚性試験概要
試 験 片（ ソ フ ト 巾 木 ）
をドラムの内側に貼り
付け、ゴムブロック（靴
底を想定）を６個ドラ
ム に 入 れ て 10 分 間 攪
拌。汚染後、固く絞っ
た不織布で水拭き。

JIS K 3920 に準拠

40㎜ / 60㎜ 
75㎜ / 100㎜ を用意



ブルズ木材会メンバーご紹介 5

企画発行 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

8 2019.12

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 9 月は 77,915 戸（前年同

月比 4.9％減）で 3カ月連続の減少と

なった。その内、木造住宅は 44,430

戸（前年同月比 8.2％減）で 3カ月連

続の減少となった。季節調整済年率

換算値は 89.7 万戸で前月比 0.7％増、

3カ月ぶりの増加となる。

　利用関係別では持家が 24,008 戸

（前年同月比 3.5％減）で 2 カ月連

続の減少、貸家は 29,414 戸（同比

16.8％減）で 13 カ月の連続の減少、

分譲 24,029 戸（同比 14.1％増）で

4 カ月連続の増加となった。分譲の

内訳はマンションが 12,022 戸（同

比 34.6％増）で 2 カ月連続の増加、

戸建ては 11,889 戸（同比 0.1％増）

と 4 カ月連続の増加。分譲住宅は増

加したが、持家及び貸家が減少した

ため、全体で前年同月比 4.9％の減少

となった。

国内合板の供給量
　9 月の国内合板生産量は 28.0 万

㎥（前月比 105.6％、前年同月比

106.4％）と発表された。その内、針

葉樹合板の生産量は 27.0 万㎥（同

比 105.5％、106.9％）となり、出

荷量は 27.3 万 ㎥（同比 108.5 ％、

113.2％）で、在荷量は 13.7 万㎥と

減少した。出荷量は 12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
　9月度入荷量は 18.7 万㎥（前月比

91.8％、前年同月比90.5％）となった。

国別入荷量はマレーシアが 5.4 万㎥、

インドネシアが 7.0 万㎥、中国が 4.7

万㎥となっている。今年累計は前年

対比 87.9％の入荷量になっている。

今後の見通し
　国内針葉樹合板は高水準の出荷が

続いている。品薄感は地域差がある

が、全国的に納期が掛りだしている。

今後年末に向けてトラックの確保に

問題が生じる懸念がある。

先行きの仕事状況の把握と早目の手

配をお勧めしたい。

　輸入合板については低水準の入荷

量が続いているにも拘らず、上期ま

での荷動きは盛り上がりに欠ける状

況が続いた。しかしながら下げ止ま

り感が出たことにより荷動きが改善

され、10 月に入り回復の兆しを感じ

る状況に変わってきた。11 月以降は

国内針葉樹合板同様に需要の増加に

伴って荷動きはさらに回復すること

が見込まれる。入荷量が減少している

ことで、少しでも荷動きが回復する

と欠品アイテムが出ることに注意し、

先行き仕事が見えている分は早め早

めに手配することが肝要と考える。

　来年2020年は合板天気図が晴れの

連続である事を望んで終わりとしたい。

【企業理念】
国産材の需要を拡大し、林業の成長化を促進し、中目材・大径材を適材適所で製材し

た無垢製材品を使った非住宅・中大規模木造を推し進めることで、地方の中小製材工

場を活かし、地域の林業・木材産業活性化に貢献していくこと

【事業内容】
　栃木県日光市は、県土の約 1/4 を占める森林面積があります。そこには日光市・鹿

沼市をまたいだ前日光山系があり、杉や桧の人工林が 6 万 4 千 ha あります。

　東北並みの寒さですが、雪が少ないため、目の詰まった良質な木材が生産されます。

そんな環境の中で㈱大和木材では自社山林 250ha における林業、製材業、建築業と一

貫した体制をとっております。

　最近では木造の宿泊施設や幼稚園、体育館、店舗等も得意としております。中でも

製材においては中目材や大径材を中心に、無垢製材品を使った長尺物や巾広材の板類、

柾類をメインとしております。県内の平均樹齢は 60 年生を超えており、樹齢 80 ～

120 年くらいまでの丸太が豊富に産出されています。

　明治イギリスの探検家イザベラ・バードが日光に感動し、世界に「NIKKO」として

紹介しました。その「NIKKO」をブランド化し、商標登録「日光杉・日光檜・日光の家」

として、手の届く価格で幅広の板材等を提供しております。

株式会社大和木材

ブルズ木材会は、日本国内の地域ごとに特色ある木材・製材品をより多くの皆様に適材適所に
ご活用いただきたいとの思いから発足した国産材のスペシャリストのグループです。

住所：栃木県日光市小代 348
電話：0288-27-2358


