
北米の工場を視察
仕入先との関係強化・商流づくりを推進！
木造住宅・木質構造建築物への関心が高ま
り、性能・品質に優れ、かつ持続可能な森
林資源活用に基づく木材活用が注目されて
います。
ジャパン建材は、需要家の皆様はもちろん、
環境意識の高まる施主様にも納得いただけ
るトレーサビリティ（生産・流通履歴の追
跡）が明確な環境配慮型商品を全国のお客
様にお届けしています。その一つが、北米
からの在来軸組工法向けベイマツ KD 羽柄
材等の木材商品です。
今年 5 月、木材・プレカット部木材課前田・
高橋両名が、仕入先との関係強化、および

今後の商流づくりのため、米国とカナダの
4 工場で生産工程を視察。丸太の伐採から
加工まで一貫生産を行っている工場も見学
し、性能・品質の確かな製品の生産体制を
確認しました。こうした海外視察を通して
信頼性の高い商品をコンスタントにお届け
できる商流の確立に取り組んでいます！

  ジャパン建材
  木材・プレカット部　木材課

http://www.jkenzai.co.jp
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新木場タワーで初の展示会
『東日本復興応援ブルズフェア』
ご来場ありがとうございました！
2011 年 5 月 28 日（土）にジャパン建
材本社ビル「新木場タワー」で初めて
開催した展示会『東日本復興応援ブル
ズフェア』に東日本各地から 1,389 名
の皆様にご来場いただきました。
関東甲信地方は今年 5 月 27 日が入梅、
28 日の展示会当日はあいにくの雨模
様となりましたが、午前 9：00 の開
場から途切れることなくお客様に足を
運んでいただきました。
今回の展示会では、新木場タワー 1 階
大ホールに Bulls 商品を中心に、水廻
り、D ＆ J、LVL 構 造 躯 体、OSB、 太
陽光パネル等を展示してお客様にご提
案し、総売上 5 億 6,979 万 5,000 円を
達成することができました。

ご来場いただきました皆様、雨空の屋
外に展示車をご用意いただきました
メーカーの皆様、展示会開催にご支援・
ご協力を賜りました皆様に厚く御礼申
し上げます。

第 26回（通算 68回）
ジャパン建材フェア
2011 年 8 月 26 日（金）・27 日（土）
東京ビッグサイト　東展示棟 1・2・3ホールで開催
今回のテーマは  復興支援『頑張ろう！JAPAN』

あと
56日！

平成 23 度ジャパン建材標語

頑張ろう！ JAPAN
元気で  明るく  前向きに

1 階大ホールに 200 品目の Bulls 商品はじめ、注目の商品群を一挙展示。

東日本大震災被災地への義援金を募り、
一口につき募金いただいた皆様に『花
小鉢』1 鉢をプレゼントしました。
＊売上の一部と、皆様からお預かりし
た義援金は、日刊木材新聞社を通じて
日本赤十字社に寄託されました。

日ごろは本社に来られる機会のない販売店様・工務店様に
ジャパン建材の開放的な社風を感じていただく良い機会に
なりました。

首都圏臨海部の眺望も楽しめる新木場タワー 18
階レセプションルームで『ブルズフェア特別セミ
ナー』を開催。午前は JK ホールディングス㈱取
締役  財務経理部  財務担当部長 渡辺昭市氏による

「資金調達の多様化について」、午後は自由設計か
らの脱却を図り、全国に工務店ネットワークを広
げているマキハウス代表取締役眞木健一氏による

「住宅革命」も大勢の皆様に聴講いただきました。
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平成 23 年度第 2 四半期（7 ～ 9 月）見通しJ K 情報センター

●工務店様での景気動向の推移 過去 2 年間の仕事量の見通し
をポイントで表したグラフ。

工務店様・販売店様での需要予測　
　平成 23 年度第 2 四半期（7 ～ 9 月）に向けての需要予測がまとまった。前回

の第 1 四半期（4 ～ 6 月）でプラスポイントに転じた工務店・販売店の仕事量の

見通しポイントが東日本大震災の影響で資材不足による商品の納期遅れや、部品

調達ができない事による住設機器メーカーの受注停止、あるいは原発事故に伴う

電力不足という様々な問題が工務店・販売店の仕事量の見通しポイントを引き下

げる要因として表れた事がうかがえる。前回の第 1 四半期の調査は震災前の調査

だった為、震災後の仕事量にどのような変化が起こったのかを調査すべく急遽需

要動向の臨時調査を行った。その結果、若干のポイント低下はあったもののほと

んど変化が無く、ましてや見通しポイントがマイナスになる結果には至らなかっ

た。しかし今回の第 2 四半期に向けての調査では工務店段階ではマイナス 16.2

ポイント、販売店段階ではマイナス 14.2 ポイントと共にマイナスの結果となった。

　また、国交省は、住宅エコポイントの工事対象期間を 5 ヶ月短縮すると発表し、

7 月末着工物件で打ち切る事が決定した事も仕事量のポイント低下につながって

いると予測される。しかし阪神淡路大震災でも復興に向けた住宅需要が発生した

様に、東日本大震災でも同様の状況は訪れると思われるが、今回の場合、原発問

題による電力不足に終止符が打てない限り消費者の住宅へのマインドは低下し、

回復には時間がかかるとの結果が今回の調査に表れたと考えられる。

主要メーカー様による販売予測
　主要メーカーによる販売予測を見ると第 2 四半期は前年より増加傾向との回答

が非常に多い。特に 10％未満の微増回答が 34.8％、10％～ 14％の増加が 10.2％

と 15％以上の増加と合わせると全体で平均 46.7％にのぼり減少回答を大幅に上

回った。ただし、第 1 四半期 4 ～ 6 月に比べるとやはり震災の影響もあり、伸び

率としては減少した事になる。

リフォームの現状
　工務店における月のリフォームの仕事量の割合は、前年から比べるとかなり増

加傾向と言える。0 ～ 25％がリフォームとの回答は減少し、26 ～ 50％あるいは

51 ～ 75％がリフォームとの回答は確実に上昇している。

　震災の影響がどの様に出るか注目していたが、特に被害の大きかった東北地区

は高い需要を示した。また、他の地区でも前期並み以上が高い数値を示している

ということはまずまずの需要が見込めているということなのではないだろうか。

　住宅エコポイントの終了時期が早まった影響が今後どのように出るか注目さ

れる。

●工務店様での需要予測
「増加」「微増」「前年並」「微減」「減少」

の中からお選び頂き、総回答数よりそ
れぞれの割合を算出致しました。単位
は、「％」。

●最近の売れ筋商品
　（全国）

北海道 150
東　北 300
関　東 1,073
甲信越 207
北　陸 62

中　部 221
近　畿 345
中　国 164
四　国 91
九　州 323

有効回答数
全　国 2,936

　調査の目的
　 この調査は、ジャパン建材㈱のお取引先における販売動向及び、景況

判断を把握し、今後の適切な販売指針に資することを目的として実施
しました。

※通商株式会社、株式会社ミトモク、物林株式会社にも調査依頼をしております。
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増加予測 前年並予測 減少予測
合　　板 40.5％ 34.9％ 24.6％
木質建材 48.8％ 36.2％ 15.0％
窯業・断熱 45.2％ 26.8％ 28.0％
住設機器 52.5％ 33.7％ 13.8％

この調査は平成 23 年 5 月中旬から 5 月下旬までを調査時点として、お取引先 3000 社に面接調査を行い回収したものを一括集計したものです。



32011.7

最悪の状況に備え、まず避難！

大久保　この度の東日本大震災では大変
な被害に遭われましたね。改めまして、
心からお見舞い申し上げます。
3 月 11 日の地震発生時、中川社長はど
ちらにいらっしゃったのですか。
中川　本社から 1、2 分のところにいて、
すぐ社に戻りました。津波警報も出まし
たが、ここには影響ないだろうと思い、
従業員全員に「すぐ本社に戻れ」とメー
ルし、配送担当一人を除いてすぐに戻っ
てきたので「家に帰り、家族の安全確保
と家の片付けに専念しなさい。もし明日、
余裕があれば、出社してくれ。」と言っ
て帰宅させました。
大久保　配送担当の方は戻られましたか。
中川　「すぐ家に帰れ」とメールしまし
たが、30 分ほどでこちらに戻って来た
ので、彼もすぐに帰宅させました。
大久保　的確な判断でしたね。
中川　その後、私もすぐに避難すべきで
した。ここは石巻工業港まで直線距離で
2㎞ほどですが、「ここは大丈夫だろう」
という楽観的な考えが邪魔をしました。
大久保　その後も余震が続いていました
が、避難する余裕はあったのですか。
中川　ここまで津波が一気に押し寄せた
わけではなく、定川の堤防に地震で亀裂
が入って浸水したので、「これは危ない」
と思うまでには 50 分くらいありました。

津波被害の恐ろしさを知る

中川　水嵩がフロアを越え、机の高さを
越えたので、サーバーが水没したら一大
事と思って神棚に上げ、地震の揺れでも
落ちないように、ヘドロを含んだ水の中
から拾い出した電気コードで神棚にくく
りつけ、私は、トイレの窓から事務所屋
根の上に出ました。
　ちょうどその時、上空をヘリコプター
が飛んでいましたので一所懸命手を振り
ましたが、情報収集用ヘリだったようで
救助には来てくれません。そのうち暗く
なり、雪も降り始めたので屋根伝いに倉
庫の高窓から中二階に入り、そこで一晩
一人で過ごしました。
大久保　平時でもいろいろな状況を把握
して常に的確な判断を下していくことが
経営者には求められます。ご自身は大変
な思いをされたでしょうが、従業員さん
全員の無事を確認して帰宅させ、中川木
材の社長としての責任を全うされた、と
思います。

中川　でも、私もサーバーを車に運んで
避難すれば良かったわけですから、その
点は、判断を誤ったと思います。従業員
全員無事で、多少の資金的ゆとりもあっ
て復旧、営業再開できたことは不幸中の
幸いでした。
　地震から 2 週間後、ここで全員が顔を
合わせたときに「次に地震が来たときは、
仕事を途中で投げ出してもいいから、避
難して自分の身の安全、家族の安全を確
保しろ。私もデータを取り出して、すぐ
に避難するから」と、話をしました。
大久保　そういうコンセンサスを得てお
くことも大切ですね。
中川　人は誰でも最悪の状況は考えたく
ないものですが、そのことが今回の震災
を大きくした部分もあると思います。何
をしていても “ 素早く避難 ”、これが、東
日本大震災から私が得た貴重な教訓です。
大久保　中川社長の体験は、全国の皆さ
んへのメッセージにもなると思います。

データをバックアップで守る！

大久保　サーバーも無事でしたか。
中川　神棚の下ギリギリ、約 2 メートル
で浸水が止まり、無事でした。
大久保　それこそ神の助けでしたね。
中川　1 週間は家族とともに避難所暮ら
し、事務所の中に入れたのは 2 週間後で
した。その時は、ここから 100m ほど
先の交差点まで車で来て、そこからヘド

ロの中を太腿まである長靴を履いて歩い
て来ました。事務所の中もまだ膝下くら
いまで浸水していましたので、神棚から
サーバーを降ろし、カッパに包んで運び
出しました。
大久保　データも無事でしたか。
中川　はい、データは取り出せました。
これはラッキーでした。でも、サーバー
の電源が切れなくなったので、メーカー
に送り、新しく購入したサーバーにデー
タを入れ直してもらいました。
大久保　今は全てのデータをコンピュー
タで管理していますから、日々蓄積した
データをどう守っていくか、これも災害
対策・危機管理の重要なポイントですね。
中川　データを失うと、それまでの取引
内容の詳細もつかめなくなりますので、

もしもデータをなくしていたら、営業再
開が果たせなかったかもしれません。
　毎日データを取り出していますが、自
社の外でも記録をバックアップする仕組
みが不可欠だということを痛感しました。
大久保　今は、クラウドコンピューティ
ングの活用などもあるようですね。
中川　弊社では、毎日午前零時にデータ
を社外で更新して記録してもらうシステ
ムを採用することにしました。

震災 1 カ月後に営業再開

大久保　震災から 3 カ月、まだ津波・浸
水の爪あとも残っていますが、中川木材
さんは、泥の付いた材木がなければ、何
事もなかったかのような復旧ぶりですね。
中川　土場も、倉庫の中も、一面泥に覆
われ、トラック 4 台、車 4 台、フォーク
リフトも 3 台水没、在庫品も流出し、事
務所内で以前から使っているのは机だけ
ですが、事務所・倉庫建屋は倒壊・流出
を免れましたので、新たに起業したつも
りで頑張っていこうと思っています。
　震災 2 週間後、濡れていても、泥付き
でも良いからベニヤ板が欲しいというご
要望があり、私以下全員総出でお客様の
4t トラックに手積みでベニヤ板を載せま
した。手積みで午前中に 1 台、午後に 1
台というペースで 4 日間ほどその作業を
しました。
　そうこうするうちに倉庫の泥は少なく
はなったのですが、泥が柔らかくてかき
出しても、かき出しても、泥が戻ってき
て手が付けられない状態でした。それか
ら 1 週間ほどでやっと泥が固くなってき

たので土建屋さんに依頼して重機でかき
出してもらう作業が約 8 日間、倉庫に商
品が入れられるようになり、納品をお願
いしたのが震災から 1 カ月後でした。
　その間も、資材が欲しいという連絡が
沢山入りましたので、ジャパン建材さん
の倉庫に荷を置かせていただき、車が使
えるお客様にはジャパン建材さんに引き
取りに行っていただきました。
大久保　私どももガソリンがなくて配送
できない状態でしたので。所員の安否確
認と片付けに 2 日ほどかかりましたが、
その後は営業所に人を常駐させ、取りに
来ていただくのを前提に受注しましたの
で、緊急のご注文には即対応できたと思
います。仙台営業所も事務所建物は建て

替える必要がありますが、倉庫は無事で
したので、地元の皆様の復旧支援に少し
でもお役に立てたかと思います。
　経済産業省が、「売り惜しみ、不当な
価格の吊り上げ」の調査をしましたが、
私どもは、とにかくお客様の復旧・復興
に全力を注ぐという『非常事態宣言』を
打ち出し、被災されたメーカーさんもあ
りますので、東京のほうからトラック十
数台で運んでお客様のご要望に対応する
方針を貫いてきました。
　大震災から 3 カ月、ようやく計画配送
もできるようになり、一段落ついた感じ
ですが、ご商売のほうはいかがですか。
中川　今でも風が吹くとヘドロの砂が舞
い上がり、まだまだ復旧途上ではありま
すが、今、商品の回転は速いです。
　当初のメインは床の修理に必要な大
引・根太・断熱材などでしたが、これは
一巡してきた感じです。住まいの骨組み
だけ残してリフォームされる方、今一番
多いのはキッチン、システムバスの入れ
替え、壁の張替え用ですね。
　震災前に建築確認許可が下りていた建
売住宅の建築予定地で被害のなかった物
件では建築が始まっています。
大久保　もう始まっていますか。
中川　震災で壊れた家の建て替え、新築
するというケースは、特に早いところで
は 6 月末くらいから出てくると思います
が、全般的には 8 月、9 月になってから
だろうと思います。
　これまでと違い、修理やリフォームを
受注した大工さん方に直接販売するケー
スが震災後特に増えています。私が入社
した 15 年ほど前がまさにそういう状況
でしたが、大工さんたちが材料を手配し、
打ち合わせにも来られる、生き生きと活
躍する大工さんの姿が目立つ状況が生ま
れています。
　また、壊滅的な被害を受けた地域の復
旧・復興はどうなるかわかりませんが、
そういう中でも頑張っていらっしゃるお
客様もいらっしゃいますので、私たちも
精一杯、復旧・復興の後方支援を果たし
ていきたいと思います。
大久保　中川社長には仙台ジャパン建材
会会長もお願いし、大変お世話になって
います。また、ハウス・デポグループに
も加盟いただいていますので、ご商売だ
けでなく、今後の東北地区の販売店さん
たちが元気になれるよう、ご活躍いただ
きたいと思います。
　私どもも「頑張ろう！ JAPAN  元気で  
明るく  前向きに」が本年度のキャッチフ
レーズですが、被災された方々がこれほ
ど元気に頑張っていらっしゃるのだから、
我々も、日本全体も、もっともっと頑張っ
ていかなければならないと思います。貴
重なお話、ありがとうございました。

中川木材  株式会社
【会社概要】

会社設立　1951（昭和 26）年
本　　社　宮城県東松島市赤井字川前 1-29-1
資 本 金　1,700 万円
従業員数　7 名
年　　商　3 億円（2010 年 9 月）

創業は 1885（明治 18）年、旧北上川から宮城県石
巻市、東松島市を通り、石巻工業港に注ぐ定川と交
わり鳴瀬川河口までを結ぶ北上運河開通 3 年後の
こと。以来、各種木材の販売を中心に住宅資材全般
を取り扱う。第二次世界大戦中の木材統制時代を経

て、1948（昭和 23）年に製材所として再出発、事
業基盤を確立する。現社長は 5 代目、創業 126 年
の老舗販売店として地元での知名度は広く浸透して
いる。
商圏は、石巻市内一円および東松島、桃生、牡鹿地
区。中川社長が専務時代の 2005（平成 17）年、大工・
工務店支援策と木材・住宅資材販売店の将来を見据
え、ハウス・デポグループに加盟し、「ハウス・デ
ポ石巻」としても営業を展開している。
東日本大震災では事務所・倉庫・従業員自宅等甚大
な被害を受けたが、事業継続を決意し、4 月中旬に
は事業再開。地域の復旧・復興に精力的に邁進して
いる。

代表取締役社長

中川   尚仙  様
【プロフィール】

1965（昭和 40）年、宮城県生まれ。大学卒業後、証
券会社に約 6 年間勤務。1995（平成 7）年に東松島
市（旧矢本町）に帰郷し、実父経営の中川木材㈱
入社。代表取締役専務として経営を補佐。2008（平
成 20）年、代表取締役社長に就任、現在に至る。

トップ対談
 なか    がわ　　　なお　のり

壊滅的な被害を受けた市町村も数多くあり、国・自治体の
復興計画が決まらなければ動けないケースもありますが、
一日も早い復旧・復興に向けて、私たちにできる目の前の
事を日々実行しています。



「平成 23 年度第 1 次補正予算」による

中小・小規模企業向け
「東日本大震災復興特別貸付」

　東日本大震災から 3 カ月を経た現在も厳しい状況下に置
かれながらも、復旧・復興を目指して努力を続けていらっ

しゃる被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます。

　5 月 2 日、「平成 23 年度第 1 次補正予算」が成立しました。
これを受けて中小企業向け金融面での政策が実行されるこ
とになり、既存の制度を拡充した中小・小規模企業向け「東
日本大震災復興特別貸付」が創設され、5 月 23 日から運
用が始まっています。
　その内容は、5 月 28 日に開催した『東日本復興応援ブ
ルズフェア』特別セミナー①「資金調達の多様化について」
の中でも詳しく解説されましたが、そのポイントをまとめ
てご紹介します。
　皆様の一日も早い復旧・復興が急ピッチで実現できるこ
とを心からお祈り申し上げます。

この表は中小企業庁作成の「中小企業向け支援策ガイドブック ver.03」を
参照しております。詳しくは同庁のホームページなどをご参照ください。

支　援　策　の　内　容　等 お問合せ先

資金繰り
支援　　

既往債務の
負担軽減等

既往借入金の返済猶予等の条件変更に柔軟に対応するよう、政府から
金融機関等に要請済み。

取引金融機関等

リース債務の支払猶予や契約期間の延長などに柔軟に対応するよう、
政府からリース会社に要請済み。

取引リース会社等

被災中小企業との取引継続、風評被害の防止について、政府から親会
社に要請済み。

所在地の都道府県
下請企業振興協会

融資

① 東日本大震災復興特別貸付：被災中小企業者等を対象に、事業の復
旧に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資。

日本公庫　沖縄公庫
商工中金

② マル経融資：小規模事業者が無担保・無保証で利用できる融資。提
出書類の簡素化を実施。

商工会
商工会議所

信用保証

① 東日本大震災復興緊急保証：被災中小企業者等が、金融機関から事
業の再建等に必要な資金を借り入れる場合に保証。

事業所所在地の
信用保証協会

②災害関係保証：震災により直接被害を受けた中小企業者が、
　 金融機関から事業再建資金の借入を行う場合に保証。

③ セーフティーネット保証：震災被害に限らず、売上減少など業況が
悪化している中小企業者が、金融機関から経営安定資金の借入を行
う場合に保証。

④一般保証：金融機関から事業用資金の借入を行う場合に保証。

共済
①小規模企業共済：加入者に低利な災害時貸付を実施。

中小機構
②倒産防止共済：加入者に低利な災害時貸付を実施。

雇用関係
支援　　

雇用調整助成金
震災に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業主が、労働
者に休業手当を支払い雇用の維持を図った場合に利用可。

ハローワークや
労働局

失業給付
事業所が震災による直接的な被害を受けたことにより休業を余儀なく
された方は、離職していなくても失業手当を受給できる。

特定求職者
雇用開発助成金

被災された方や震災により離職を余儀なくされた方を１年以上雇用さ
れることが見込まれる労働者として雇用する場合に利用可。

税制面の
支援　　

申告期限の
延長、減免

被災等された方は、国税の申告・納付等の期限の延長、所得税の減免、
納税の緩和等の措置が適用される。

税務署

申請書等
提出期限延長

災害により、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書等が期限内に
提出できない場合に、提出期限を延長可。

経済産業局等

申告期限の
延長、減免

被災等された方に対する地方税の申告・納付等の期限の延長及び減免
措置について、総務省より通知が出されている。

都道府県・市町村

税制上の対応
被災等された方を支援するため、手元資金の確保支援、滅失・損壊し
た資産の代替資産の取得促進、生活支援、手続・要件等の緩和、寄付
活動促進等の税制上の特例措置を講じる。

国税は税務署
地方税は
都道府県・市町村

事業用施設の
復旧・整備　
支援  　　　

仮設店舗、
仮設工場の整備

被災地での事業再開を目指す中小企業が入居できる、仮設店舗、仮設
工場を中小機構が整備し支援。

中小機構

事業用施設の
復旧・整備への補助

中小企業等のグループ、事業協同組合等、商店街等の施設の復旧・整備、
修繕に対し、補助による支援を実施。

経済産業局等

資料作成：JK ホールディングス㈱ 取締役  財務経理部  財務担当部長　渡辺昭市

被災地合板工場
復旧状況

合板業界
トピックス
ジャパン建材合板部

東日本の合板工場復活へ

東日本大震災から 3 カ月が経ち、甚大な
ダメージを受け、操業停止に追い込まれ
ていた岩手県宮古市・大船渡市、宮城県
石巻市の合板工場が、生産再開に向けた
復旧への動きを活発化している。（2011 年 6 月 20 日現在）

岩手県宮古市

ホクヨープライウッド　宮古工場
宮古港は最大 8.5 ｍの津波が押し寄せ、工場内
には津波による大量の泥、乗用車、家屋、瓦礫
などが流入。その撤去、清掃に 2 カ月間を費やす。
浸水したドライヤー 3 台のうち 1 台をまず復旧、
他の 2 台も復旧のメドがたち、7 月上旬に単板
工場１ラインを試運転し、本格稼働へ。

岩手県大船渡市

北日本プライウッド
大船渡湾は最大８ｍの津波が観測され
た。盛川を逆流した海水が工場裏から
侵入、正門右手からの津波と合流して
７ｍ超の水嵩で工場 2 階天井部まで浸
水。第１工場・第２工場が損壊。
震災前にあった丸太の約 65％は回収
したが、電気・水道等のインフラ復旧
が遅れ、再開の見通しはたっていない。

大船渡プライウッド
5 月 31 日事業停止

宮城県石巻市

石巻合板工業
同じ工業団地内の製紙工場からパルプ、溶解した古紙などが工場内
に流れ込む被害を受ける。
従業員総出で撤去作業、清掃、整備、整頓にあたる。7 月中旬に工
場建物設備関係を復旧、電力・水道供給設備の復旧。被害程度の少
ない機械を選別、8 月上旬に合板設備の復旧・試運転を予定。合板
生産の一部再開は 8 月下旬を予定。なお、生産再開時の生産能力は、
震災前の 50％程度。今期中に震災前の水準まで復旧を予定。

西北プライウッド
通電時期が未確定だが、生産設備は修理中であり、通電後
に動かせるものから稼働、7 月には 1 ラインを稼働。

セイホク石巻
石巻港の津波は最大で７ｍが観測された。第１・第２工場
の入り口にあった事務所が地震と津波の被害を受ける。石
巻港のインフラは、工場外までの水道が回復、通電の見込
みが立ち、工場内設備が復旧すれば回復の見通し。第１・
第３工場を 7 月上旬に再開、月産約 5,000㎥を見込む。

東日本大震災からの
復旧・復興へ
大きく前進！
　盛岡営業所の営業エリアである岩手全県は、ちょ
うど四国がすっぽり入る広さです。県東部の太平洋
に面した沿岸部は、南北 200㎞にも及ぶ広い地域を
占めています。このエリアが日本の観測史上最大を
記録したマグニチュード 9.0 の大地震後に押し寄せ
た津波で、人も、物も、インフラも、甚大な被害を
受けました。
　ここ大船渡市では震度 6 弱の地震発生の 3 分後に
大津波警報、避難指示が発令されましたが、14：54
に観測された津波第 1 波の潮位変化は 0.2m とわず
かなものでした。ところが、地震発生 30 分後、あ
の大津波が襲来。大船渡港の防波堤をわずか数分で
波が乗り越えて市街地にまで押し寄せ、まるで地獄
絵を見るようでした。
　大船渡市大船渡町の橋爪商事株式会社様も 3 階建
て本社建物の 2 階まで海水に浸りましたが、建物の
倒壊は免れました。現在、この地区で新たに建物を
建設する許可は下りないため、仮事務所で営業しな
がら本社建物の改修を進めていらっしゃいます。
　今、岩手県では「県民みんなで  力を合わせ  希望
に向かって  一歩ずつ  がんばろう！岩手」を合言葉
に、一日も早い復旧さらに復興が進むよう、「復興計
画」づくりが進められています。
　ジャパン建材盛岡営業所も、地元・岩手の皆様の
復旧・復興に欠かせない資材供給に全力を注いで参
ります。

6 月下旬撮影
2 階まで津波が押し寄せた
橋爪商事株式会社様
本社建物を改修中。

●東日本大震災復興特別貸付：中小・小規模企業向け融資制度
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これであなたも長期の達人！これであなたも長期の達人！
構造検討のポイント

先月号では耐震等級 2 の構造計画の注意点を述べましたが、
耐震等級 2 をクリアするコツは 2 つあります。
①平面図（プラン）での耐力壁（壁の長さ×壁倍率）を
　バランスよく配置しているか？
②耐力壁の間隔を約 4m 以下にしているか？
◦  JK サポートセンターでは、プランが決定する前の段階から、工

務店様とスケッチ程度の平面図・立面図で構造の簡易チェックを
しております。

◦ 簡易チェックなので、詳細な計算は行わずに 10 分程でチェック
します。もし壁量が不足していれば「ここに耐力壁を配置してく
ださい。」等、アドバイスをさせていただきます。

　 これをプラン決定するまで何度でも行います。この作業を繰り返
すと工務店様もコツがつかめますので、ジャパン建材営業担当者
を通じてサポートセンターにご依頼ください。

◦ 「長期優良住宅」は決して難しいものではありません。まだ対応
していない工務店様、トライしてみませんか？

JK 北海道サポートセンター　中本

必 携！
『長期優良住宅マニュアル』

100％活用法 ②

必 携！
『長期優良住宅マニュアル』

100％活用法 ②

まだ間に合う！100万円！
快適な家に住めるうえに 100 万円ものお金が貰える、こ
んな良い話はないと思いませんか？
8 月末までに「木のいえ整備促進事業」窓口必着で申し
込めば “100 万円の補助金が貰えるチャンス ” も残り時
間僅かです。サポートセンターへ 7 月末までに長期優良
住宅の適合審査依頼をしていただければ、急な打ち切り
が無い限り、まだ間に合います。
どんどん申し込みましょう！

▲ JK サポートセンターのご案内
　（マニュアル P.66）

長期優良住宅のメリット追加（マニュアル P.4）

▲耐震等級 2 以上の検証の際の注意点
　（マニュアル P.11）

　3 月 11 日の東日本大震災で大津波が発生し、貴

重な人命と資産である家を多くの方が失いました。

毎日、テレビで放送される凄まじい有様に、家を

失う恐怖を抱かない人はいなかったでしょう。大

きな災害から資産を守るために保険を考える人は

多いですが、「地震による被害は、地震保険に入っ

ていなければ保険金が支払われない」ことを知ら

なかった人が多く、火災保険で十分だろうと、今

までは保険契約の際に地震保険を外してしまう人

がほとんどでした。

　その大きな理由は、数百年に一度しか起らない

はずの地震に対して、保険契約は 5 年ごとの更新、

火災保険契約金額の 30 ～ 50％の範囲内でしか保

険契約金額が設定できないこと。実際の損害に対

して支払われる保険金が不十分なのに負担が割高

で、もったいないと感じるからです。

　しかし、その「極めて稀な」はずの地震が起き

てしまったことで、現在は加入希望が殺到してい

ます。

　そこで朗報です！　「長期優良住宅の認定通知

書」を加入の際に提示すれば、耐震等級 2 では

20％引き、耐震等級 3 では 30％引きになる制度が

今月からスタートします。

　サポートセンターでは火災保険も取り扱ってい

ますので、詳しくはサービス担当者へお問い合わ

せください。

『JK サポートセンター長期優良住宅マニュアル』には、長期優良住宅

の技術的な解説だけでなく、解説項目ごとに「推奨商品」を掲載。ど

んな住宅建材を使えば長期優良住宅ができるかも即わかるので、営業

ツールとしてもフルに活用いただけるマニュアルです。

長期優良住宅で地震保険も割引に！
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限りない太陽のエネルギーと瞬時にお湯を沸か
す力を持つガスエネルギー。この二つが組み合
わされば、家計にやさしく、より快適な暮らし
が実現する。ノーリツはそう考えた。

【『太陽光＋ガス』のエネルギー見える化リモコン】
◦ 高効率給湯器との組み合わせでガス、灯油、電気

の現在の状況、光熱費などが一目瞭然。本システ
ムには、ユーザーからの要望が多い「光熱費など
の状況が一目でわかる」タイプの高機能リモコン

が接続できる。トップ画面に発電中の電力値、売
電もしくは買電中の電力値、使用中の電力値など
を表示。また高効率給湯器と組み合わせた場合、「現
在状況表示」ではこれらの情報に加え、ガス・灯油
使用量、給湯量などを図でわかりやすく表示する。

【さまざまな屋根に対応可能な
　モジュールバリエーションを用意】
◦ さまざまな屋根形状や限られた設置スペースに効

率よく設置できる 4 種類（切り妻用・寄棟用・寄
棟用台形モジュール（右・左））の太陽電池モジュー
ルを用意。特に、寄棟屋根の場合少ない枚数で効
率的により多くの太陽電池を敷きつめることがで
き、「屋根への負担軽減」「施工性の向上」を実現。

◦ 塩 害 地 域 や 積 雪 エ リ ア に 対 応 で き る 耐 久 性 を
標準装備。

　※ 塩害地域：直接波のかかるところを除く（積雪エリア：積雪1.5m 以下）

【設置後も安心】
◦ 商品 10 年保証：製品故障により正常な発電出力が

出力されない場合、10 年間無償で修理。
　 ※ 弊社見積システムで見積・弊社施工 ID 取得者による施工・所有者

票の提出が必要

◦ 工事保険：メーカー認定施工制度を取得した施工
店が材工で受ける。引渡し後 10 年以内に第 3 者の
身体・財物に損害を与えた際に法律上の損害賠償
責任を負った場合に補償。

◦ 災害 10 年補償制度：商品 10 年保証や工事保険等
で補償できなかった偶発的な事故に起因する損害
や台風災害などに遭った場合の修理、復元費用を
保険で補償。販売店様単位で任意に加入できる。

効果的に日差しをコントロールできるオーニ
ング「サンブレロ」は、省エネ効果をはじめ、
西日対策、冷房効率向上、住宅意匠性の向上
など、暮らしやすさを高めるさまざまな利用
効果がある。

【抜群の省エネ効果】
◦ 日差しをコントロールして、地球にやさしい快適

生活。「サンブレロ」があれば、冷房にあまり頼ら
ずに涼しく過ごせる、地球と家計にやさしい暮ら
しを実現。

◦ 日光を部屋の外で遮るため、室温の上昇が低減さ
れ、エアコンの負荷も少なくなる。

【身体的効果、夏の暑さ対策に】
◦ 紫外線をカットし、日陰の空間をつくりだすオー

ニングは、夏場でも窓を閉め切ることなく涼やか

な外気を取込むことができる。そのため、冷房過
多で起こる冷房病も防ぐ。

【広がるリビング空間、室内外が一体に。
　開放感たっぷりの空間を】
◦ リビングから庭へと通じる窓上にオーニングを取

付ければ、リビングと一体化した屋外空間で、長
時間の会話や食事をお楽しみいただける。

【プライバシーの確保、
　隣家や外部からの上からの視線をカット】
◦ 隣家の 2 階などからの視線を気にせずに、外で食

事をしたり、部屋でのんびり過ごすことができる。
【お部屋の日焼け対策、室内の色あせ防止に】
◦ 窓から侵入する紫外線による、フローリングや家

具などの色あせを防ぐ効果がある。
【簡易な雨除けに、急な雨でも安心】
◦ 小雨程度なら、そのままの状態でオーニング下

の 雨 の 当 た ら な い ス ペ ー ス を 活 用。（Type01・
Type03・Type04）

【意匠性の向上、外観のイメージアップに】
◦ ナチュラルカラーは爽やかな印象に、ビビッドカ

ラーは華やかな印象をもたらす。可動式で収納で
きるので、住宅の意匠に影響しない。

商
　
品
　
情
　
報

“ 太陽光 ” × “ ガス ” の「エネルギーベストミックス」で賢い暮らし、はじめよう

家庭用太陽光発電システム『PVMD シリーズ』

日差しをコントロールできる可動日除け

オーニング『サンブレロ』

株式会社ノーリツ　

YKK AP 株式会社　

台所リモコン 風呂リモコン

太陽電池
モジュール



ジャパン建材に
「ブルー＆グリーン プロジェクト」感謝状

高効率ガス機器（BL-bs ガス給湯・暖房機）の普及と植樹によるダブル効果の
CO2 削減と、植樹地ベトナムの環境改善・地域住民の生活基盤の安定化に貢献す
る、㈶ベターリビング主催の「ブルー＆グリーン プロジェクト」。私たちジャパ
ン建材は、その主旨に賛同し、自らの目標を設定して “ ガスで森をつくる ”（ガ
スを上手につかって地球に緑を増やす）活
動を進めています。その 2010 年度普及目
標を達成したことに対して、平成 23 年 5
月 25 日に㈶ベターリビングより感謝状を
いただきました。
ジャパン建材では現在も、緑の地球を次世
代に引き継ぐため、BL-bs ガス給湯・暖房
機 200 万台の普及と 200 本の植樹活動「ブ
ルー＆グリーンプロジェクト」の目標達成
に向け、高効率ガス機器（BL-bs ガス給湯・
暖房機：『エコジョーズ』『エコウィル』『エ
ネファーム』）のお客様へのご提案・販売
促進に取り組んでいます。

　2011 年
　7 月
　　◇ 2 日（土） 　第 3 回山陰 JK フェア
　　◇ 2 日（土）・3 日（日） 　やまがた新築・リフォームフェア
　　◇ 9 日（土） 　第 8 回秋田 JK フェア
　8 月
　　◇ 26 日（金）・27 日（土） 　第 26 回ジャパン建材フェア
　10 月
　　◇ 13 日（木） 　第 13 回神奈川・静岡合同 JK フェア
　　◇ 14 日（金）・15 日（土） 　第 7 回九州 JK フェア
　11 月
　　◇ 12 日（土） 　第 3 回山陽 JK フェア
　　◇ 19 日（土） 　第 6 回四国 JK フェア
　　◇ 26 日（土） 　第 26 回関西 JK フェア
　2012 年
　　◇ 2 月 29 日（水）・3 月 1 日（木） 　第 14 回北海道 JK フェア
　　◇ 3 月 16 日（金）・17 日（土） 　第 27 回ジャパン建材フェア

2011 年度 JK イベント暦

イチ
押し

第 3回『木と合板』写真コンテスト
作品募集2011年8月31日（水）まで
★募集要項は木材・合板博物館ホームページから取り出せます！
　http://www.woodmuseum.jp/photo-con/index.html

（当日の消印有効）
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オレンジ柱カバー オレンジガード

● 取扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場

転用ができ経済的です。

● 他の養生材との組合せの必要がなく、「クリーンガード」のみで納まります。

●表面は防水性シートで汚れにくくなっています。

●折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。

枠用養生 クッションマット



■ 西高東低の住宅需要
　4 月の新設住宅着工戸数が 66,757 戸（前年同月比 100.3％）と発表され、
前年同月比では、先月の減少から再びの増加となった。木造住宅に関しては
35,282 戸（前年同月比 102.5％）、一戸建は、9,413 戸（前年比 12.6％増）
で 16 カ月連続の増加となり依然好調さが目立つ。
　木造比率も 52.9％と 50％以上をキープしている。なお、震災の被害が大
きかった岩手、宮城、福島 3 県の着工戸数は 33.3％減、3 県を除いた着工件
数は 1.3％増。ただ、三大都市圏は軒並み減少し、その他の地域では増加となっ
ている。

■ 国内合板の状況
　4 月の国内合板生産量は 3 月同様、宮城、岩手県を含まない数字となるが、
19.6 万㎥（対前年比 86.7％）と発表された。そのうち、針葉樹合板の生産量
が 16.8 万㎥（同 86.4％）、出荷量は 18.3 万㎥（同 91.5％）と前月からは大
幅増で、メーカーのフル生産と被災工場の在庫で出荷量を押し上げた為、在
荷量は前月比 13.4％減の 8.5 万㎥と更に減った。
　国内針葉樹合板は入荷されると即完売となり、次回入荷を待ちわびる荷動
き。一時の極端な品薄感は緩和して玉が回るようになったものの、タイト感
は継続している。
　被災工場では操業再開に向け作業を進めており、僅かながら生産を始める
工場もある。合板メーカーは可能な限り生産量を引き上げており、フル操業
を展開しているが、在庫量は依然として少なく、アイテムによってはタイト
な状況は続くと思われる。
　多少地域差はあっても全国的によほど需要が落ち込まない限り、しばらく
は逼迫した状況は続くと思われる。

■ 輸入合板の状況
　輸入合板は震災直後に新規手当てが集中し、急激に現地価格が高騰したが、
日本からの手当ては落ち着いている。産地側は引き続き原木等のコスト上昇
で値上げ姿勢だが、買い手側は必要量と品目を見極める動きである。
　震災直後の発注玉が 5 月の中旬以降に入荷し、港頭在庫が増加する傾向は今
後も変わらないものと予想でき、今後の需給バランス、動向に注意が必要。一部
地域で安値がちらついており、売り買い双方で価格の揺さぶりは強くなっている。

合 板 天 気 図

〒 136-8405　東京都江東区新木場 1-7-22
TEL:03-5534-3711（代）　FAX:03-5534-3855（代）
URL:http://www.jkenzai.co.jp

ジャパン建材株式会社  JK 情報センター
JK お客様
センター 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休暇は、受付を休ませていただきます。

お聞かせ下さい。お客様の声！
企画
発行

ジャパン建材　合板部
部長  内藤  裕之
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ジャパン建材株式会社
東日本グループ

首都圏第二営業部

静岡営業所
所長　新井　努

地域活性隊

めざせ

地域密着のサポート・サービスの充実にて
エリア一番店を目指します！

　静岡市は、南アルプスから駿河湾
までの広大な市域がもたらす多様な
自然環境を守りながら、都市として
の発展を続けてきました。穏やかな
気候が特徴的な本市は、徳川家康が
幼少期や大御所時代など三度にわた
り過ごした駿府、住み良く美しい郷
土として知られています。
　また清水港における交易や「大道
芸ワールドカップ」など、海外との
交流を活発に行い、サッカー・お茶・
桜海老など、「静岡プレミアム」と
もいうべき誇れるものが数多くあり
ます。

　静岡営業所は、ベテラン・中堅・若手
の営業 3 人体制でそれぞれの特徴を活か
し、明るく、元気良く、きめ細かな提案・
サービスをお客様にスピードをもってお
届けできるよう、日々邁進しております。
　「JK フェア」・「ブルズ商品」・「JK サポー
トセンター」といったジャパン建材独自
の武器を駆使して、今後も販売店様・工
務店様・施主様に御満足いただけるジャ
ストタイムのサービスとサポートをご提
供させていただくよう努力していきます。

お得意様・メーカー様問わず、静岡営業
所発展の為、御意見、御要望をどしどし
所員にぶつけていただけたら幸いに思い
ますので、今後とも末永く宜しくお願い
致します。

◆ご案内

今秋も恒例となりました「神奈川・静岡
合同ジャパン建材フェア」を 10 月 13 日

（木）、横浜の産業貿易センタービル 1F
にて開催します。
“ 当日限定 ”、また “ 御来場のお客様限定
のお値打ち品 ” も多数ご用意させていた
だく予定ですので、是非とも当日は足を
運んでくださいますよう宜しくお願い致
します！
御来場を心よりお待ちしております‼

「人を元気にする。街を元気にする。“ 大道芸ワールド
カップ ”」。今年は大会 20 周年記念の「大道芸ワール
ドカップ in 静岡 2011」、11 月 3 日～ 6 日開催予定。


