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ジャパン建材西日本グループエリアでも
自称 “木骨ファブリケーター”木構造建築事業室が
受注開始！

第 11 回雙環フォーラムのご案内
平成 25 年 7 月 16 日（火）16:00 開始

会場　ジャパン建材㈱  新木場本社ビル
　新木場タワー 1 階大ホール

平成 20 年に立上げた当フォーラムは、今回で第 11 回
目となります。毎回、時代に即したゲストをお招きし、
業界に一石を投じることができればと考えております。
本趣旨をご理解頂き、奮ってご参加頂きたくお願い申し
上げます。

今回の演題　「人は仕事で磨かれる」
前伊藤忠商事会長が語る、

仕事がもたらす喜びの人生とは
講師：丹羽  宇一郎（にわ   ういちろう）氏

世界有数の森林資源国である日本。この持続可
能な資源を有効活用していくことは、木材の自
給率 UP と、二酸化炭素の固定化にもつながっ
ていくという大きなメリットがあります。これ
に応えることができる木質構造建築物は、環境
に優しく、デザイン性、耐久性にも優れた、ま
さに時代の要請に応えるものです。

ジャパン建材木構造建築事業室は、木材ならで
はの特性を活かしたエンジニアードウッドを活
用した、さまざまな木質構造づくりをサポート。
木質構造建築躯体工事の「設計から施工管理ま
でのトータルシステム」による新たな木質構造
建築の可能性を創造しています。

私たちは「21 世紀は木質構造の時代」を確信し、
皆様の木質構造づくりをサポートしています。 ジャパン建材  木構造建築事業室

●業務内容
木質構造建築躯体工事の意匠に基づく構
造設計から施工管理までのトータルシス
テムにより、新たな木質構造建築の可能
性を創造します。
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用　途
教育施設／体育施設／事務所／保育所／幼稚園

集会施設／共同住宅／宿泊施設／老人ホーム／店舗
展示施設／教会／社寺／プール／木造橋／畜舎

【受注事例】岡山県立大学　同窓会館
所在地：岡山県総社市
用　途：学校教育施設
受　注：材工（建方施工まで）
木質構造部材：集成材、製材、合板

お気軽にお問合せ・ご相談ください !!
ジャパン建材株式会社　木構造建築事業室　西日本駐在
マネージャー　松岡　茂樹
JK 中四国サポートセンター内
TEL：082-250-5051　　FAX：082-255-8727

ジャパン建材株式会社　本社　木構造建築事業室
TEL：03-5534-3719　　FAX：03-3521-1780

「第 30 回ジャパン建材フェア」JK 木構造グループコーナーにお立ち寄りください !!  これまで実際に手掛けた施工事例をパネル展示し、詳しい解説も行います。

ご活用ください !!

木質構造建築
施工事例案内

開催日：8 月23 日（金）・24 日（土）
『快適で豊かな住環境の創造』

おかげさまで第30 回（通算72回）

ジャパン建材フェア
開催まで

54 日

【受注事例】ひみ番屋街・総湯
所在地：富山県氷見市北大町
用　途：水産物市場および温泉施設
受　注：材工（建方施工まで）
木質構造部材：集成材、LVL、製材

これまで JK 木構造グルー
プが実際に手掛けた事例
の具体的内容を一冊にま
とめた施工事例集です。
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平成 25 年度第 2 四半期（7月〜 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 25 年度第 2 四半期（7 月〜 9 月）に向けての需要予測がまとまった。第 1 四半

期の勢いそのままに、旺盛な需要が見込まれているようだ。

工務店段階では前回の第 1 四半期（4 月〜 6 月）より 11.2 ポイントアップの 36.6

ポイント、販売店段階でも 8.1 ポイントアップの 36.7 ポイントと、いずれも仕事量

の更なる増加回答が示された。東北地域での需要予測は相変わらず仕事量の大幅増

加を示しているが、今までポイント上昇が停滞していた北海道地区や北陸地区でも

今年度は雪融けも早く、伴って仕事も早まっており、旺盛な需要が見られる。そして、

全国的な上昇気運とはうらはらに、更なる職人不足が懸念される。

この旺盛な需要の背景にはご存知の通り、長期金利の上昇による住宅金利アップ前

の駆け込みと 2014 年の 4 月から 8％にアップするであろう消費税増税、さらにはア

ベノミクス効果による景気の上昇感が多分に影響していると思われる。過去の消費

税率アップ前の状況を考えると資材供給の不足感はいまのところ緩く感じるが、こ

れが次回である第 3 四半期の調査時期になると、変化があるかもしれない。われわ

れ流通に携る者としても変化の兆候は敏感に感じ取り、仮需による市場の混乱は避

けなくてはならない。

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においては、その好況感がより顕著に現れた。前年の

販売状況も決して悪いものではなかったはずだが、それにも増して上昇傾向との回

答が多く寄せられた。

各ジャンルにおいて、減少予想に

関しては限りなくゼロに近く、さ

らには前年並予想も少数回答で、

旺盛な市況がさらに顕著に見て取

れる。

リフォームの現状

グラフが示す通り、工務店における月のリフォームの仕事量は、除々にではあるが

確実に増えている。全国的に見てもこの景気状況に引っ張られる形で増加回答が増

えていて、首都圏だけでなく各地方が増加傾向を示しているのが大きな特徴だ。

また今回、『最近の売れ筋商品』の関東のユニットバスコーナーでは初めてマンショ

ンリフォーム向け商品がランクインし、当社としても取扱商品の変革期を迎えつつ

ある事がうかがえる。

●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、

「％」となります。

●最近の売れ筋商品
　（全国）

１位 サザナ
キレイユ

hairo
2 位
3 位

ユニットバス

１位 Ｎクラレス
フォレスティア
クリアシルキー

2 位
3 位

フロアー

１位 モエンＭ 14・Ｗ 14
モエンエクセラード
エクセレージ・セラディール

2 位
3 位

外装材

１位 ＲⅢシリーズ
アトリア

リビエ
2 位
3 位

造作材

１位 接着剤
エコブルズケイカル

キッチンパネル
2 位
3 位

Bulls

１位 ラクエラ
アミィ2 位

3 位 クリンレディ

キッチン

平成 25 年度 第 2 四半期
平成 24 年度 第 2 四半期

全国　回答数 2,986

北海道 120
東　北 332
関　東 1,086
甲信越 203
北　陸 59

中　部 232
近　畿 329
中　国 204
四　国 126
九　州 295

有効回答数

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。
調査の時期と方法
この調査は平成 25 年 5 月中旬から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。
※ 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 95.9％ 4.1％ 0.0％
木質建材 83.8％ 14.9％ 1.3％
窯業・断熱 94.2％ 5.8％ 0.0％
住設機器 88.9％ 11.1％ 0.0％



真意を知って決意

小川　竹屋様の創立 120 周年が昨年、その
節目を境に社長に就任されたのですね。
磯貝　はい、実は、父は「息子には継がせ
ない」と明言していましたし、私にもその
気持ちは全くありませんでした。
小川　そのお気持ちを変える、転機となっ
た出来事があったのですね。
磯貝　はい。私は、お客様と話ができるこ
とがトレーナーという仕事の面白さと感じ
ていたのですが、長く勤めていくうちにジ
ムのマネジメントやトレーナーの育成が主
な仕事になり、お客様との接点がもてなく
なって、トレーナーとしての仕事はやり尽
くした感がありました。
　そんな時、父の親友で、竹屋のお客様で
もある工務店の社長様から機会あるごとに

「君のお父さんは跡を継いで欲しいと思って
いるよ」という話を聞かされていまして、
家業を継ぐことも考えるようになりました。
小川　お父様の親友からお父様の真意を知
らされて、“ そのとき歴史は動いた ” という
ことですか、ドラマのようですね。そして
お父様と向き合われたのですか。
磯貝　まず母に軽い気持ちで話したところ、
すぐ父に伝えたらしく、父から「戻って来い」
と言われました。それで 2 年間、問屋さん
で修業させていただき、内藤洋一前社長が
経営を引き継いだ竹屋に入りました。

従業員の成長をバックアップ

小川　入社されて最初に何をされましたか。
磯貝　最初 1 年間は、竹屋のサービス事業
の一つ「抗酸化陶板浴」施設で接客を担当
しました。ここは健康維持・疲労復・美肌・
免疫力向上を促進する、身体への負担が少
ない低温低湿の温泉施設です。
　2 年目からは木材・建材事業のお客様を
廻る配送業務に従事しました。
小川　従業員約 50 名の方々をグッと束ね
るにあたって、思うところもあるでしょう。
磯貝　就任当初、私自身が大きい会社でお
世話になってきたこともあって、大きい会
社に倣って変えていきたいという思いがあ
りました。でも、父の時代から各支店の独
立採算制を採用し、それぞれの立場で自由
闊達に頑張ってくれていますので、私はみ
んなのバックアップに努めていけば数字も
出してくれるので、このほうが良いと思い、
実践しています。
　もともと教師になって子供たちを育てる
夢があって、学校と会社というフィールド
の違いはありますが、社員一人ひとりが成
長することにかかわっていける、みんなが
自分たちで成長していく仕組みを作ってい
くほうが楽しいし、これが社長の大事な仕
事ではないか、と思うようになりました。
小川　従業員の皆様の成長を支援する仕組
みとして新しく作られたものはありますか。
磯貝　各店舗の店長を集めて開く「店長会
議」は前々からありましたが、新しく各店
の№ 2 に 1 年間のイベントや勉強会の企画・
スケジュールを全て任せ、自分たちで決め
させる「リーダー会議」を作りました。
小川　現場発生主義で裁量権も与える仕組
みを作られたのですか、凄いことですね。
ボトムアップの経営手法については、どこ
かで学ばれたのですか。
磯貝　いいえ、私は現場のことは詳しくは
わからない、それなら日々現場を体験して
いる人たちに任せてしまったほうが良いだ
ろうと考えました。

小川　私事で恐縮ですが、私がジャパン建
材に入社して今 8 年目です。前に勤めてい
た伊藤忠を出る時、お世話になった役員の
方から「これから小川さんには三つの基準
ができるよ。一つは伊藤忠で当たり前と思
われる基準、二つ目は新しく入る会社の中
での基準、三つ目は世の中一般で基準とさ
れること。マネジメントに携わる際には、
そのバランスを見てないといけないよ」と
いう餞の言葉を頂きました。磯貝社長様は
そのことに気づいて経営の実践に活かして
いらっしゃる、素晴らしいことです。
磯貝　ありがとうございます。
小川　さまざまな書物でも、経営を担う多
くの方々も語っていらっしゃいますが、現
場の方たちは自分に裁量が与えられると、
俄然自分から動こうとするものです。自分
が思っていることが自由闊達に言え、それ
が仕事の中でもプロセスとして活かされる
と、仕事において自己実現ができるので大
きな働き甲斐が得られる、と思います。
　ジャパン建材においても、現場の状況を
つぶさに把握している部下が上司に対して
臆せず意見を言えることが重要だと思って
います。私も現場のことが逐一わかってい
るわけではありませんし、業界の状況につ
いてもまだまだ勉強不足です。だからこそ、
現場で工務店様や販売店様と突っ込んだ話
ができる人たちから教わりながら最善策を
決めてきましたし、今後もそうありたいと
思っています。
　実際この 8 年間で会社の雰囲気が目に見
えて変わってきていると思います。竹屋さ
んに対する外からの評価も変わったのでは
ありませんか。
磯貝　はい、「変わった」「明るくなった」
と言っていただいております。
小川　従業員のみなさんが生き生きしてく
るからでしょうね。
磯貝　確かにそれはあります。
小川　私は、企業は自己実現の場でなけれ
ばならないと考えていまして、社員研修の
場でも、人間の自己実現の欲求を五段階の
階層に分けて説明するマズローの「五段階
欲求」の三角形を見せて話をします。
　いろいろな欲求がある中で、最終的には
自分たちでゴールを決め、そこに行き着く
までのハードルを越えて達成できたときの
達成感や、仲間と共有できる達成感をもて
ることが人間としての高い欲求の満たし方
であるし、それを企業が、経営者側から従
業員に提供しなければいけない、これは非
常に大事なことだと思っています。
磯貝　当社の社員も、お客様が喜ぶ顔を見
ると嬉しいようですし、さらに感謝される
仕事が増えていけば、働き甲斐も倍増する
と思います。
小川　風通しの良い環境なら、汗をかいて
も、苦しい思いをしても、「仕事が楽しい」
と言ってもらえます。それを聞いて、私自
身も経営者として自己実現ができています。

地域コミュニティ醸成に貢献

小川　これから先の目標を具体的に思い描
いていらっしゃると思います。
磯貝　はい、地元の工務店様がこれから仕
事を取りにくくなる可能性がありますので、
かっこよく言えば「ブランディング」、地元
で「竹屋」の知名度を上げて工務店様に一
緒に仕事をしていただける環境を整えてい
きたい、と思っています。
小川　工務店様が仕事を取りにくくなるの
は、何に起因しているとお考えですか。
磯貝　エンドユーザーの皆様に “ 頼られる

存在 ” になっていないことでしょうか。
小川　そうした将来を見据え、竹屋様と地
元の工務店様が共存共栄していくために、
どのような機能を担うべきとお考えですか。
磯貝　竹屋がある程度は表立って動いて営
業支援をする、情報を集める、マッチング
するといった機能だと思います。
小川　工務店様と新築やリフォームを希望
されている施主様とのマッチングですか。
磯貝　はい。でも、いきなり引き合わせて
も家づくりは旨くいかないと思います。
　実は、陶板浴施設を開設したことで竹屋
の名前は地元で広く知られるようになって
きていると思いますので、まず、地元の方々
と工務店様との接点を作るために、全く建
築とは関係のないサッカー教室や子供たち
のための夏休みの勉強会などを竹屋が主催
して工務店様と一緒に地域のコミュニティ
づくりを促していく必要があると思います。
小川　建築というフィールドに囚われない、
地域というヨコ串を入れて、そこに大工さ
んがいて、家を建てたい、リフォームした
い施主様もいて、「あ、あの人知っている」
という感じの親近感を醸成していくための
場を竹屋さんが提供するということですか。
磯貝　はい、そうです。
小川　私たちジャパン建材から、またハウ
ス・デポからも今ご提案していますのは、
竹屋様のように地域密着でご商売されてい
る方々が最大の機能を発揮されて「住宅の
町医者」的な立場になられること。例えば、
網戸がはずれた、リフォームしたい、二世
帯住宅にしたい等々、さまざまな施主様の
悩み・相談を「竹屋さんのところに行けば
全部解決してくれる」というお立場になっ
て、地元の大工・工務店様に技術力を発揮
してもらうことができれば、地場密着で信
頼が信頼を呼び「ブランディング」が実現
するのではないでしょうか。

磯貝　私もそう思います。
小川　全国各地で竹屋様と同じようなお考
えをもっていらっしゃる販売店様がたくさ
んあります。私たちがそれぞれの販売店様
を個別にご支援申し上げるのも使命の一つ
ではありますが、ハウス・デポがナショナ
ルブランドとしての知名度と信頼感を高め
ることによって「ブランディング」に取り
組みやすくなると思います。
　さらに、「ローン付け」「完成保証」等の
既存メニューに、リフォームプランやそれ
に準じるサポートの必要性も感じています。
　実は、リフォームに関して販売店様の声
をお聞きすると、温度差が非常に大きいで
す。磯貝社長様は、今後、リフォームの伸
び代はかなりあるとお考えですか。
磯貝　茨城県の地域性もあるかと思います
が、リフォームは伸びてくると思います。
　因みに、住宅建築を手掛ける竹屋共栄住
宅の売上実績では新築とリフォームの割合
は半々になっていまして、工務店様にもリ
フォームへの取組みをご提案し、リーダー
会議のテーマにも取り上げています。
小川　ハウス・デポに加盟いただいている
竹屋様のそうした成功事例をハウス・デポ
の一つのオプションとしてご用意できれば、

将来的にリフォームに取り組もうとされて
いる販売店様も、工務店様も、勇気づける
ことができると思います。

町づくりの視点をもって！

小川　市場を見たときに、例えば高齢化対
応など、意識されている分野はありますか。
磯貝　当社の周辺地域には大工さんたちも
含めて高齢者が多くいます。陶板浴のお客
様を見ても年齢層はかなり高いです。そう
いう方々向けの「貯筋セミナー」という名
の筋トレセミナー、フラダンスやヨガなど
のイベントを平日に温泉施設の待合室で開
いています。そういう方々にリフォームの
提案もできますが、住宅関係だけでなく、
暮らしを支援するサービス事業として、買
い物代行などの取組みも考えています。そ
の一貫として当社で「街づくり事業部」の
ような部署を立ち上げたいと思っています
し、「竹屋って面白い会社だね」と興味をもっ
ていただけることに取り組んでいきたいと
思います。
小川　なるほど。一方では大工・工務店様
の高齢化も進み、職人不足が全国的な課題
になっています。若手大工さんの育成への
取組みは考えていらっしゃいませんか。
磯貝　それは、大工さんたちからも言われ
ていることですが、まだ取り組めていませ
ん。でも、必要なことだと思っています。
小川　小学校入学直後の子供たちに将来の
夢を尋ねると、男の子は「大工さん」とい
う声が出てくるそうです。それが成長とと
もに選択肢から消されてしまう残念な結果
があるなかで、地域の中で大工さん自身か
ら「やり甲斐ある、達成感も得られる仕事」
であることをアピールして夢の仕事に就い
てもらえる働きかけも、やはり地域密着で
ないと、できないと思います。
　現場に近いところで大工さんが生き生き
と仕事をされているのをご存知の磯貝社長
様には、それができると思いますが。
　それこそ高齢者向け「貯筋セミナー」の
発展形で、伸び代のある若い人の「貯筋」
を勧める筋トレセミナーはどうでしょう。
大工さんの筋肉の素晴らしさをまず見せ、
筋トレメニューをこなしていくうちに筋肉
質の体が出来上がる、大工さん不足も解消
できる、そんな一石三鳥のビジネスモデル
ができたら素晴らしいと思います。
磯貝　そうですね。私は週に 2、3 回ウエ
イトトレーニングしないと調子が悪くなる
くらい好きなのでトレーニングルームを作
りたいと思っています。そこで週に何回か
大工さんたちと一緒に近くに住む高校生た
ち若者が無料で参加できる「トレーニング
セミナー」を開こう、なんてことも考えて
いましたが、大工さんを育てることまでは
考えませんでした。
小川　夢は膨らみますね。私たちは住宅だ
けでなく、町の人たちが住まいを通じて幸
せな暮しができるようなサポートを、ソフ
トを含めて提供すべきだと思います。
磯貝　そのとおりだと思います。私がこの
仕事をして良かったと思うのは、住宅産業
は人がいる限り続いていくもので、人と人
のつながりづくり、町全体を変えていける
町づくりにもかかわれること。素晴らしい
仕事だと思っています。我々若い世代でもっ
ともっと盛り上げていきたいと思います。
小川　明確な方向性をお持ちの竹屋様の今
後のご活躍に期待しています。若い磯貝社
長様とは同世代でもあり、これからも一緒
にやらせていただきたいと思います。
　今後とも宜しくお願い申し上げます。
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現社長の曽祖父・磯貝房吉氏が建築にも多く使われていた竹材を販売
し、「竹屋さん」と親しまれていた呼び名を屋号とし、竹屋材木店を創立。
1933（昭和 8）年に竹屋製材所を設立、黒檀や紫檀などの堅木の突板など
を薄く挽く日本一、世界一とも評される目立てで高い技術力を発揮する。
1956 年、組織変更して㈱竹屋材木店を設立。1977 年に現会長・磯貝寿夫
氏が代表取締役社長に就任後に事業を大転換、材木・サッシ・建材の各専
門店を多店舗展開し、各店の独立採算制による全員参加の経営と成果配分
主義を確立。同時に住宅建築会社の㈱竹屋共栄住宅を設立して新規分野で
市場を拡大。創立 120 周年を迎えた 2012 年 9 月から努氏が社長として、
地元で親しまれ、信用もある老舗店の新たな事業展開に挑む。

トップ対談

住宅資材・木材販売や建築の枠を越え、地元の皆様の健康づくり、暮らしに優しい家づくり・町づくりに取り組んでいます。

株式会社  竹屋

【会社概要】
創　　立　1894（明治 27）年
本社住所　茨城県龍ヶ崎市 4356 番地
資 本 金　6,500 万円
年　　商　30 億円
従業員数　46 名

代表取締役社長

磯貝　努  様
いそ   がい　　　つとむ

【プロフィール】
1976（昭和 51）年茨城県龍ヶ崎市生まれ。中学陸上部で長距離、
高校陸上部で砲丸投げ、円盤投げを始め、大学では教師を目
指して教育学部で学び、卒業後スポーツクラブでトレーナー
として活躍。その後、家業を継ぐことを決意、2006（平成
18）年に㈱竹屋入社。2012 年、代表取締役社長に就任する。



木材利用ポイント事業

平成 25 年度 地域型住宅ブランド化事業
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は、平成 25 年度の住宅施策を活用するためのサポートを行っています。
★ 「木材利用ポイント」の活用方法は、本誌折込付録にわかりやすく解説。ご活用ください！

● 地域型住宅ブランド化事業とは
中小住宅生産者が、他の中小住宅生産者や木材、建材流通等の関連事業者とともにグルー
プを構築し、採択されたグループに所属する中小住宅生産者が建設する木造の長期優良
住宅に対して補助を行なう。
※平成 25 年度のグループ募集は 6 月 24 日に終了。
※平成 25 年度の公募は 1 回のみとなる。第２回公募は予定されていない。

● 認定長期優良住宅取得のメリット
①住宅ローン控除額の増額
②登録免許税の優遇
③不動産取得税の控除額の増額
④固定資産税の軽減期間の延長優遇
⑤贈与税の非課税枠の増額
⑥フラット 35S（金利 A プラン）の適用
⑦火災保険（地震保険）の割引

　※木材利用ポイントを利用する場合は、予め事業者登録をする必要がある。

　※ 平成 24 年度の地域型住宅ブランド化事業で実施していた、算分 20 万円につ

いては休止。

● 補助金の活用例
「地域型住宅ブランド化事業」と「木材利用ポイント事業」併用パターン例

　長期優良住宅の新築 ⇒ 100 万円
　木造住宅の新築　　 ⇒ 30 万ポイント（30 万円相当）
　内装・外装木質化　 ⇒最大 30 万ポイント（30 万円相当）
　最大 160 万円相当の補助金活用可能 !!

【問い合わせ先・適用申請書の提出先】
地域型住宅ブランド化事業評価事務局

（一般社団法人木を活かす建築推進協議会 内）
〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-2-19　アドレスビル５階
TEL：03-3560-2886 　FAX：03-3560-2878
URL：http://www.chiiki-brd.jp/
※質問・相談については、原則としてファックスにて

❶  木造住宅：30 万ポイント（特定被災区域の場合は 50 万ポイント）

■  主要構造材（柱・梁・桁・土台）及び間柱、構造用合板（壁・床）
　  において過半に相当する基準以上の地域材を使用しているもの。
■   一定の工法（木造軸組工法・丸太組工法・枠組み壁工法）によるもの。
■  使用する地域材の産地・樹種を表示するもの。
　　◎建売住宅の場合はポイント予約
　　◎工法別使用樹種

❸  木材製品、ペレットストーブ、薪ストーブの購入

❷  内装・外装の木質化：上限 30 万ポイント

延べ床面積 主要構造材・間柱等、地域材の量
80㎡未満 4㎥以上

80㎡〜 95㎡未満 5㎥以上

95㎡〜 110㎡未満 6㎥以上

110㎡〜 125㎡未満 7㎥以上
125㎡以上 8㎥以上

間柱の条件：厚さ 27㎜以上
構造用合板の条件：壁…12㎜以上、床…24㎜および 28㎜以上

地域材使用量を延べ床面積ごとに規定

床

新築
  9㎡　2.1 万ポイント
  以降 3㎡増えるごとに 7000 ポイントを加算

リフォーム
  9㎡　3 万ポイント
  以降 3㎡増えるごとに 1 万ポイントを加算

内
壁

新築
  9㎡　1.5 万ポイント
  以降 3㎡増えるごとに 5000 ポイントを加算

リフォーム
  9㎡　2.1 万ポイント
  以降 3㎡増えるごとに 7000 ポイントを加算

外
壁

木質系外壁材
10㎡　1.5 万ポイント
以降 10㎡増えるごとに 1.5 万ポイント

新規外壁材
10㎡　7000 ポイント
以降 10㎡増えるごとに 7000 ポイントを加算

採択ルールに基づき地域材を活用した長期優良住宅を生産

連携体制

原木供給業者

プレカット工場 建築士事務所

建材流通事業者製材業者

中小工務店
長期優良住宅

グループ毎の共通ルールに基づい
て、木造の長期優良住宅の整備を行
なうグループを構築。グループの取
組内容についての評価委員会評価を
踏まえ、本事業の狙いに合致すると
認められるものに対し、取組内容に
基づく活動を行なうことを要件とし
て採択が行われる。

● 補助金の額

上限 100 万円／戸
（補助対象経費の 1 割以内 )

平成 25 年度の地域型住宅ブランド化事業では
「木材利用ポイントとの併用」も可能

【問い合わせ先】
■木材利用ポイント事務局
ホームページ　http://mokuzai-points.jp/
コールセンター　TEL：057-666-799（有料）
受付時間：9:00 〜 17:00（土・日・祝日は含む）

木材利用ポイント

＋
地域型住宅ブランド化

　申請受付開始日　平成 25 年 7 月 1 日
　工事対象期間　　平成 25 年 4 月 1 日〜 平成 26 年 3 月 31 日

● 対象期間



平成 11 年基準と平成 24 年基準の違い ゼロ・エネルギー住宅

認定低炭素住宅とは 平成 24 年省エネ基準とは

認定低炭素住宅とは、次の２つの項目を満たしたものをいう。

住宅の新しい省エネ基準の改定要素 年間の一次エネルギー消費量が正味で概ねゼロとなる住宅のこと。

平成 24 年省エネ基準は以下の２つの基準値から構成されている。

①定量的評価項目
省エネ法の平成 24 年基準に比べ、
一次エネルギー消費量が△ 10％以上。

① 外皮の熱性能基準

②選択的項目　8 項目中 2 つ以上を選択

省エネ性に関する基準では考慮されない、低炭素化に資する措置等。

②一次エネルギー消費量基準

ヒートアイランド対策

HEMS 蓄電池

節水機器 雨水の利用

高炉セメント等木造 劣化対策等級３

床面積当たりの基準から外皮面積あたりの基準へと変更された。

●外皮の断熱性を評価する指標

外皮平均
熱貫流率

総熱損失量

外皮表面積
＝

ゼロ・エネルギー住宅レベルを理想の基準とし、住宅性能の向上を目指す。
また、認定炭素住宅などを誘導水準レベルとして省エネ化を促進する。
平成 24 年基準は、2020 年より適合義務とする方針。

平成 11 年基準

■地域区分
I 〜Ⅵ地域（６区分）

■外皮の熱性能基準
暖冷房負荷（熱損失係数 Q 値）基準

夏期日射取得係数μ値基準

平成 24 年基準

■地域区分
１〜８（８区分）
※旧 I 地域、Ⅳ地域をそれぞれ２区分に細分化

■外皮の熱性能基準
外皮平均熱貫流率 UA 値基準
冷房期平均日射熱取得率η A 値基準
※床面積当たりの指標から外皮面積当たりの指標へ

■一次エネルギー消費量基準
外皮性能・設備性能等を加味した
一次エネルギー消費量基準
　　　　　　　⬆

一次エネルギー消費量算定方法

外皮の熱性能基準の改正に
加え、一次エネルギー消費
量基準が制定された。

改正

一部区分の
細分化

改正

基準指標の
変更

新規

『快適住実の家』は、省エネ住宅の取得を支援しています。

A

B

照明
暖房 冷房
換気
給湯 家電

断熱性能
（外皮性能） 太陽光発電＋ −

一次エネルギー消費量
△ 10％以上

一次エネルギー消費量
100％

ポイント

ポイント

ポイント

節水………………

エネルギー
マネージメント

……

緑化………………

躯体の低炭素化…
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断熱強化・設備性能の
向上等による削減量

再生可能エネルギー等の
利用による削減量

0

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

（QJ/ 年） 標準一次エネルギー
消費量 年間の一次エネルギー

消費量

は、平成 25 年度の住宅施策を活用するためのサポートを行っています。

C

D

長期優良住宅の普及、さらに省エネ基準義務化へ。地域材活用で木材自給率向上、
CO2 排出量削減へ。国策は低炭素社会の実現に向かって動いています！
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商
　
品
　
情
　
報

人は一生のうち、空気をその人体に最も多く取
り入れ、一般に人間が一日に摂取する物質の
87％が空気といわれている。しかも体の小さな
子供は、体重 1㎏あたりで比較すると大人の 2
倍の摂取量になる為、その影響も大きいといわ
れている。そんな私達に身近な空気環境を改善
させる為、開発されたのが「タイガーハイクリ
ンボード」。

【空気をきれいにして健康を守る】
シックハウスに対しては、建築基準法で「規制
建材の面積制限」「24 時間換気」が定められて
いるが、それだけでは夏場の室内温度が上昇し
た場合など、安全とされる基準値を超えない保
証はない（人によってシックハウス症候群発症

の基準は異なる為、安心を保証する基準値では
ない）。そんな中、シックハウス予防建材とし
て「タイガーハイクリンボード」の存在が再注
目されるようになった。

色・サイズが豊富であらゆる現場ニーズに合わ
せた提案ができ、多様なお客様のご要望に即お
応えできる流し台・調理台・コンロ台の普及タ
イプ。

【豊富な色・サイズ】
◦  5 種類からの色を選べる。
◦ 間口サイズ：流し台は 180cm から 60cm ま

で、調理台は最小で 5cm 単位でお選びいた
だくことが可能。

【選べる水栓】
◦ 奥行 55cm タイプのシリーズでは、トップ出

し水栓タイプ・壁出し水栓タイプの 2 種類か
らお選びいただくことが可能。

◦ 壁出し水栓タイプでは、奥行 55cm の他に 46
㎝の薄型タイプもお選びいただくことが可能。

【高耐久で清潔、統一感もプラス】
◦ 底板にはステンレスを採用し、高耐久かつ清

潔に保つことができる。
◦ 同社製品の吊戸棚と合わせたアルミ製取手を

採用し、部屋全体に統一感を持たせることが
できる。

◦ 全ての引出し付き流し台には、トレイを標準
装備し、ナイフ・フォーク等のテーブルウェ
アや、キッチン小物をスッキリと収納するこ
とができる。

◦ 丁番は、全て調整・取付が簡単なワンタッチ
スライド丁番を採用している。

【迅速な納期対応】
扉色ホワイトは通常在庫品の為、一部地域を除
いて翌日のお届けができる（平日のみの配送）。

きれいな空気環境づくりをお手伝い！
〜お部屋の空気をきれいにして、お子様の健康を守ります〜

タイガーハイクリンボード

一番種類が豊富でコストパフォーマンスに優れた
MY 型普及品タイプ　流し台・調理台・コンロ台

吉野石膏株式会社　

マイセット株式会社　

◦ シックハウス症候群の主な原
因物質であるホルムアルデ
ヒドを吸収分解する健康志
向の建材として発売された。

◦ エアコンや空気清浄器と違
い、ランニングコストがかか
らず、お部屋の空気をきれい
にする。

◦ タイガーボード（通常石膏
ボード）同様、不燃性や施工
性などの優れた性能をもつ。

ジャパン建材から日本国内のお客様にお届け
している寸法安定性に優れた東欧産「ホワイ
トウッド完成品」を製造するシュバイコッ
フ ァ ー（SCHWEIGHOFER） 社 は、2 年 毎 の

「SCHWEIGHOFER  PRIZE」のために総額 30 万
ユーロ、最優秀賞には 10 万ユーロを授与して、

木や木材に関する革新的技術を生み出した人や
組織に木をめぐる技術革新を促す活動に取り組
んでいます。
今年 2013 年 6 月 4 日にウィーンのシティホー
ルで開かれた「SCHWEIGHOFER  PRIZE  2013」
授賞式にはジャパン建材からは代表取締役社長
小川が出席。木構造建築の先進地で実現してい
る最先端の木構造建築技術に触れることができ
ました。

「SCHWEIGHOFER  PRIZE  2013」受賞者によ
る革新的な技術は、大型木構造集合住宅などの
大型建築物を効率的に、効果的に木材を使って
建てる方法を追求しています。構造部材の軽量
化、CLT（クロス　ラミネイテッド　ティンバー）
のプレカット技術、木材の色合いを活用したデ
ザイン性に富む外壁用パネル等々。今後、日本
でも普及が進んでいくと期待されています。

ジャパン建材では、木材課・プレカット課・木
構造建築事業室とが互いに連携し、大型木構造
建築物や内装の木質化等々に取り組まれるお客
様のために、持続可能な木材利用と、有効かつ
効率的・効果的な木材利用のための最新情報を
提供して参ります。

SCHWEIGHOFER  PRIZE  2013 に見る
木材利用のための先端技術情報

ジャパン建材からも授賞式に出席

「SCHWEIGHOFER  PRIZE2013」の受賞者たち

　INFORMATION  file　№ 13　ジャパン建材　木材・プレカット部　木材課
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★お問合せ先★
ジャパン建材　合板部　輸入合板課

TEL：03-5534-3733

エインズワース社製

OSB（Oriented Strand Board）

TAI-Q 床 とは‥‥その 2

独自開発によるテーパーエッジを
採用どんな木材製品も、雨に濡れ
る事で不陸発生の可能性がある。
エインズワース社では、不慮の雨
水による膨張を未然に防ぐ為、傾
斜加工を施し不陸の可能性を低減。

アマケンセミナー
お知らせ

全会場ともに 10:00 〜 16:00
　仙　台：平成 25 年 7 月 3 日（水）　
　　　　　仙台市民会館　

　名古屋：平成 25 年 7 月 10 日（水）
　　　　　アライブ株式会社

　東　京：平成 25 年 7 月 24 日（水）
　　　　　JK ホールディングス株式会社

　　　　　本社ビル 4 階
　　　　　木材・合板博物館シアタールーム

◦雨漏りのメカニズムが知りたい！
◦雨漏りのリスク回避を学びたい！
◦雨漏り検診の資格を取得したい！
徹底した現場主義で培った豊富な実績を基
に、検証報告と雨漏り事案の実例を交え詳
しく解説。

詳細は
http://www.amamori-kenshin.com

住宅施工トラブル
解決シリーズ



〒 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
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新設住宅着工戸数
　4 月の新設住宅着工戸数は 77,894
戸（前年同月比 105.8％）となり、前
年同月比では 8 ヶ月連続の増加となっ
た。3 月同様持ち家、貸家は増加となっ
たが、分譲は減少した。分譲の内訳
はマンション分譲が 10,718 戸（同比
78.0％）で、戸建分譲が 10,559 戸（同
比 115.4％）となった。
　地域別で見ると首都圏、中部圏、そ
の他地域で増加となったが、近畿圏で
は 3 月に続き減少した。特にマンショ
ン分譲は大きく減少し、首都圏、近畿
圏、その他地域で減少した。
 木造住宅は43,761戸（同比117.9％）
で 着 工 数 全 体 に お け る 木 造 比 率 は
56.2％で前月から 0.7 ポイント増加し
た。その後も堅調に推移していると見
られる。

国内合板
　4 月の国内合板生産量は 23.5 万㎥

（前年同月比 111.0％）と発表された。
そのうち針葉樹合板の生産量は 22.0
万㎥（同比 114.0％）と過去 3 番目
に高い生産量となった。
　出荷量も好調で 22.1 万㎥（同比

114.4％）と過去 5 番目の高水準とな
り、針葉樹合板の在荷量は 13.1 万㎥
と出荷量の 0.6 ヶ月分で、低水準な在
荷状況が続いている。6 〜 7 月は稼働
日数が多く、針葉樹合板の生産量も増
えることが予測されるが、需要も堅調
に推移すると思われ、在荷量の大きな
増加はないと思われる。

輸入合板
　輸入合板輸入合板は 5 〜 6 月で入
船が重なり、港頭在庫が増加した状態
が続いており、出荷も一時期に比べる
と落ち着いた状態が続いてる。その反
面、現地の原木状況は多少改善傾向が
見られるものの相変わらず不足状態
に変わりはなく、今後の産地出し価格
の上昇は必須と思われる。為替も日々
上下を繰り返しているが、円高に大き
く振れ続けない限りは国内価格は上
昇傾向をたどると思われる。

弊社の需要動向調査でも 7 〜 9 月の
需要予測はさらに増加するとの回答
が出ており、それに伴い国内・輸入合
板ともに好調に推移し、これからも晴
れ間が続いていくと思われる。

合 板 天 気 図晴
ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊
いざ　Next Stage へ

そして　進化します！
　お得意様はじめ仕入先の皆様には、日頃より格別のご支援を賜り心より
感謝申し上げます。

　当営業所の所在します山形市を含む内陸部は、山形県の東部に位置し、
山々に囲まれた盆地であり、盆地特有の夏は暑く（過去最高気温 40.8 度）、
冬は豪雪という夏と冬の差がハッキリとした四季を深く感じることのでき
る地域です。
　また、活動本拠となる山形県全域を見回しても、蔵王や鳥海、月山など
の日本百名山に数えられる秀麗な山々があり、国内最長の一級河川『最上
川』が流れる美しい自然に恵まれており、35 市町村全てに温泉（226 ヶ所）
が沸く、全国でも珍しい温泉地でもあります。この自然から育まれる、さ
くらんぼやラフランスをはじめとするフルーツや、わらび、たらのめといっ
た山菜も生産量・収穫量と国内では No.1 を誇る山形の名産となっています。
　このような恵まれた環境で、山形営業所全
所員、お役に立つ商いを心がけ、日々邁進し
ております。この変革の時代を乗り越えるた
めに、所員一丸となって『進化』に挑戦して
いきます。

所長　吉田  光修

ジャパン建材株式会社
東日本グループ

東北営業部

山形営業所
地域活性隊

めざせ

蔵王山の御釜

母なる川最上川

佐藤錦


