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インスペクションから始まる
既存・中古住宅市場のこれから

平成 30 年 4 月 1 日より「宅地建物取引業法（宅建業法）
の一部」が改正されました。今回の改正によって「イン
スペクション（建物状況調査）」という文言が飛び交う
ようになりました。今回は、その「宅建業法の改正」と

「インスペクション」についておさらいします。

宅建業法改正のねらい インスペクション（建物状況調査）とは？

我が国の既存住宅流通シェアは、欧米諸国（約 70 〜 90％）
と比較して極めて低い水準にあります（14.7％）。加えて空
き家の総数も増加の一途をたどっており、これらの問題に対
して何らかの施策を早急に打ち出す必要があります。
購入者は、既存住宅に対して「質の不安」を抱いており、こ
の問題を払拭する必要があります。一方で、既存住宅につい
ては個人間で取引されることが多く、一般消費者である売主
に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難な状
況です。
そのため今回の宅建業法改正では「消費者が安心して既存住
宅の取引を行える市場環境の整備を図る」ことをねらいとし
ています。

インスペクションとは、「建物の基礎や外壁等に生じているひ
び割れ、雨漏りなどの劣化現象・不具合事象の状況を目視・
計測などにより調査する」ものを言います。誰でもできるも
のではなく、既存住宅状況調査技術者講習（※1）を終了した
建築士が、既存住宅状況調査方法基準に従って行うものです。

※ 1 既存住宅状況調査技術者講習
　 「国土交通大臣が告示に基づき登録した講習」であり、5 講習機関
（下記参照）が実施しています。修了者の情報については、終了し
た講習を実施した講習機関の HP で確認可能です。

水平器による柱の傾きの計測 基礎のひび割れ幅の計測

•一般社団法人　住宅瑕疵担保責任保険協会
•公益社団法人　日本建築士連合会
•一般社団法人　全日本ハウスインスペクター協会
•一般社団法人　日本木造住宅産業協会
•一般社団法人　日本建築士事務所協会連合会

宅建業者が専門家によるインスペクション（建
物状況調査）の活用を促し、建物状況調査の普
及を図ること

POINT
1

建物状況調査の結果を活用した既存住宅売買瑕
疵保険への加入を促進すること

POINT
2

いまからでも遅くない！



　既存住宅インスペクション・ガイドラインの項目 　建物状況調査の結果に関する
　注意点

　新たな措置内容とそのポイント

　「建物状況調査を実施する者のあっせん」の流れ
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インスペクションから始まる　既存・中古住宅市場のこれから
いまからでも遅くない！

媒介契約締結時
◦ インスペクション（建物現況調査）そのものが義務化さ
れたわけではない。

◦ 媒介契約時にインスペクション業者をあっせんできない
と信用を失う恐れがある。

◦ 　「インスペクションとは何か？」等問われる可能性が高　い
ため、説明できるようにしておく必要がある。

重要事項説明時
◦インスペクション結果を説明しなければならない。
◦�インスペクションの有効期間は 1年間である。
◦結果によっては、売買価格に影響を及ぼすおそれがある。
◦ インスペクションと既存住宅売買瑕疵保険の現場検査（又
は瑕疵保証検査）を同時に行うことも想定される。

売買契約締結時
◦ 売主、買主の双方が現況を書面で確認することで、引き
渡し後の問い合わせやトラブルが減少する。

◦ インスペクションを実施しているか否かに関わらず、仲
介者から書面での現況の説明が義務となる。

◦ あらかじめインスペクションを受けている場合は、報告
書（結果の概要）での説明が可能となる（代用できる）。

建物状況調査を行った結果を説明する必要がありま
すが、その際も下記の点で注意が必要になります。

◦ 調査においては、設計図書などとの照合をするこ
とは行っていない。

◦ 調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、
瑕疵が無いことを保証するものでもない。

◦ 調査結果は建築基準関係法令等への適合性を判定
するものではない。また、耐震性や省エネ性など
の住宅にかかる個別の性能項目について、当該住
宅が保有する性能を判定することは行っていない。

◦ 調査結果を依頼主に無断で第三者が利用すること
は禁じられている。

◦ 調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入し
たこと（加入できること）を証するものではない。
加入に当たっては、別途現場の検査及び手続きが
必要である。

「建物状況調査を実施する者のあっせん」
には、建物状況調査を実施している業者
に関する単なる情報提供ではなく、売主
又は買主と業者の間で建物状況調査の実
施に向けた具体的なやりとりが行われる
よう、手配することが求められます。

国土交通省では、中古住宅・リフォームトータルプランの提言を踏まえて、平成 25 年 6 月に既存住宅インスペクション・ガイドライ
ンを公表しています。インスペクション・ガイドラインとは、基礎的なインスペクションである既存住宅の現況検査について、検査方
法やサービス提供に際しての留意事項の指針を示したものです。
また、業務の実施内容として必要十分なものを示すものではなく、適正な業務の実施となるよう、共通して実施することが望ましいと
考えられる最小限の内容を示したものとなっています。

検査項目
以下に掲げる劣化事象等の有無を確認
① 構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高い劣化事象等
② 雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高い劣化事象等
③ 設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じている劣化事象等

検査方法
目視、計測を中心とする非破壊による検査。原則、破壊調査は実施しない

既存住宅現況検査の手順
◦ 業務受託時の契約内容等（検査人、検査業務実施上の留意事項、中立

性に関する情報）の説明等
◦ 現況検査の実施・記録
◦ 検査結果報告書の作成・報告＋検査結果に係る留意事項

業務実施上の遵守事項、情報開示
◦ 関係法令の遵守
◦ 客観性・中立性の確保
　◦ リフォーム工事費の目安等の情報提供を行う場合の検査義務との区別
　◦ 宅建業、建設業、リフォーム業を営んでいること等の情報開示
　◦ 自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しな

いこと　等
◦ 広告・勧誘の適正化
◦ 依頼主の保護・守秘義務
◦ 検査人や中立性等の情報開示（契約内容等の説明等、ホームページ等）

検査人
◦ 資格の有無だけでなく、実務経験、講習受講等により必要な能力を確保
◦ 一定の資格（建築士、建築施工管理技士）、実務経験（住宅の生産、検査・

調査等）や講習受講（修了考査）の情報開示 ⇒ 消費者が選択可能に
◦ 実地訓練により必要な能力の確保を図る

あっせん無し
希望無し

希望有り��売主に
��建物状況調査の
��制度の概要を紹介

��売主に
��あっせん可能な事業者の
��会社情報等を説明

��あっせん先の事業者に
��建物状況調査実施の
��希望がある旨を連絡

��売主と事業者の間で調査の
��実施に向けた具体的なやり
��とりが行われるように手配

��売主が
��事業者のあっせんを
��希望するか確認

例えば、
・事業者が作成した建物状況調査費用の見積りを売主に伝達
・建物状況調査実施の意向を売主に確認　等

��建物状況調査の
��実施を申し込む

��建物状況調査の
��実施を申し込まない
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石狩沼田から札幌へ進出

小川　新築市場縮小が言われるなかでも、
これからを担う経営者の皆様に夢と希望を
もっていただけるよう、地域の枠を越えた
仲間づくり、さらには協業にも繋げていた
だける情報を提供することが、このトップ
対談の目指すところです。本日は宜しくお
願いいたします。
　まず、ご創業の頃からお聞かせください。
高橋　私の祖父、高橋新作が、北海道のほ
ぼ中央、石狩沼田駅がある雨竜郡沼田町で
高橋木工所という製材所を営んでいました。
小川　ご発祥は製材業でしたか。
高橋　はい、当初は山から伐り出した木材
を製材して旭川方面で販売していましたが、
徐々に変わりつつあった札幌で製材の販路
を切り開こうと、昭和 39 年に高橋産業株
式会社を設立しました。その二代目が私の
父、高橋常代です。先代は、昭和 50（1975）
年に学業を終えてすぐ高橋産業に入社、実
質的な経営を任され、平成 3（1991）年に
社長に就任しました。
小川　足場のリースも手掛けるなど、先代
はアイデアマンですね。
高橋　何でも「やってみるか、駄目なら止
めればいい」という感じで、仮設足場リース、
2 × 4 パネル製造、太陽光パネルの割付設
計も始めました。太陽光パネルの扱いは、
お客様のご要望があって始めたものでした
が、私が経営を任された時点で世の中の流
れは創エネに向かっていましたので、工務
店様の ZEH 対応をフォローアップする部署
としても活用を始めました。

帝王学は “出向大作戦 ”

小川　高橋社長も、学業を終えてすぐに入
社されたのですか。
高橋　正式な入社は平成 16（2004）年で
すが、学業を終えた後、父の勧めもあって、
専属の大工さんを 20 人ほど抱える埼玉県の
材木店で、ドライバーから現場帳場、プレ
カット加工の CAD オペレーターも経験させ
ていただきました。お世話になった約 3 年
間、木造も RC 造も、多種多彩な工事現場で
勉強する機会をいただきました。
小川　実に貴重な経験をされましたね。
高橋　はい。その後、高橋産業が 2 × 4 パ
ネルの製造販売を始め、私は、北斗市の佐
藤木材工業株式会社様でノウハウ研修のた
めに 1 年半ほどお世話になりました。です
から、高橋産業入社後は、まず、西の里の 2
× 4 パネル工場へ行きました。
　ここは、それまで大工さんを中心に外国
人技能研修生 2 名を受け入れてパネルを製
造していましたが、私が行ってからは CAD
を導入して指導に当たり、機械化を進めた
ために大工さんが辞めてしまいました。そ
の後、新しいスタッフを採用して工場を再
構築しましたが、それまでの約 3 か月間は

残ったメンバーと納品に間に合わせる過酷
な日々を経験しました。そこで 3 年間を過
ごし、次に本社営業で約 6 年間、その後、
建材販売店へ 3 年間出向しました。
小川　そちらでは財務や資金繰りも経験さ
れたのですか。
高橋　はい、銀行さんとの交渉もさせてい
ただきましたし、資金繰り表も作りました。
小川　営業畑から経営者になると、どうし
ても弱いのが財務経理ですが、それはどの
ようにして勉強されたのですか。
高橋　幸運にも社内に経理も営業も業務も
できる方がいて、いろいろ教えていただき
ました。
小川　それはラッキーでしたね。その後、
再び本社に戻られたのですか。
高橋　はい、平成 27（2015）年に本社に戻っ
た後に専務取締役になり、平成 28（2016）
年に代表取締役に就任しました。

小川　経営のバトンを渡されるまでに “ 出向
大作戦 ” ともいえる、常代会長ならではの
帝王学で、多種多様な現場経験を積まれて、
いかがでしたか。
高橋　私は基本的に内向的な人間ですが、
大学時代の友人の影響で徐々に社交的にな
り、人は一人では生きていけないことを実
感するようになりました。さらに社会に出
てからは、多くの方々と出会う機会をいた
だき、いろいろな経験ができたことが、今
に生きていると思います。
　先代は、学生時代にアメリカ一周旅行も
経験し、日本という限られた世界にとらわ
れないものの見方ができ、さまざまな角度
から先々を考えていたと思います。でも、
ワンマンに陣頭指揮に専念する立場で、部
下と一緒に仕事をした経験がなかったから
でしょうね。「現場の楽しさや苦労もわかっ
たうえで、経営者は、彼らをまとめ、動か
さなければいけない」と言われました。
小川　素晴らしいアドバイスをいただきま
したね。

先んじて厳しい環境に備える！

小川　高橋産業様では、役員も、現場も、
順調に世代交代された印象を受けます。事
業承継で社長のバトンを渡すことと同時に、
次期経営者のブレーンとなる人たちを育て

ることも大事だと言われます。その点でも、
高橋産業様は成功例だと思います。
高橋　はい、組織も役員も若くなりました。
小川　現在の新進気鋭の布陣で、年商 50 億
円を達成されたのですね。
高橋　先代が辞める年に 50 億円を達成し、
私の代になって 2 年目に再び 50 億円を超え
られたのは、とても嬉しかったです。
小川　継承のタイミングはいかがでしたか。
高橋　実は、私が 45 歳になる年に交代すれ
ば良いのではないかという考えもありまし
た。でも、その時点の市況が想像もつかな
い激変をしている可能性もあるという予測
から、厳しい時代に入る前に世代交代しま
した。これは非常に有難かったと思います。
　それが故に、私も含め未熟な部分もある
と思いますので、ここ 1、2 年で若いみんな
で知恵を絞り、厳しい環境に備える準備を
進めていきたいと話しているところです。
　そのためにも、これまで 55 年間、企業理
念、社訓、行動方針等も全く作らず、先代
も「失敗を恐れず自由に挑戦してみろ」と
言っていましたが、56 期目に入り、社員数
も 66 名に増えましたので、この機にぜひ成
文化したいと思います。
小川　明確な方向性を共有するため、ぜひ
成文化されることを、お勧めします。

省力化、職人不足解消に取り組む！

小川　今後は、どのような方向を目指して
いかれますか。
高橋　世の中は人手不足、国も効率化の指
導を進めるなか、職人不足解消、建て方が
1 日で終り、工期短縮できる 2 × 4 パネル
工法の利点を理解され採用される方が増え、
年々、パネルの需要は増加しています。
小川　やはり増加傾向にありますか。省力
化に繋がる 2 × 4 パネル工法の強みを生か
すことが、一つ目の方向性ですね。
高橋　はい。当社は、職人不足の課題解決
のために平成 16（2004）年から外国人技
能研修生の受け入れを開始して、実績を積
んでいます。近い将来、日本国内だけでは
労働力が賄いきれない時代が間違いなく来
ると思いますので、先代が立ち上げた外国
人技能研修生受け入れ機関と提携しながら、
さらに研修生のスキル向上を進め、広めて
いきたいと思います。
小川　そこは、私たちも非常に関心をもっ
ているところです。外国人技能研修生たち
は、スキルを身に付け、母国に戻って役立
てる夢をもって来日します。ところが実際
には廉価な労働力として扱われ、蓄財はで
きるけれど、スキルは高められていないと
いう現実があります。それではいけない、
受け入れ側が責任をもってスキル習得を支
援し、母国に戻ってからもスキルを生かし
ていけるようなスキームを構築する必要が
あると思います。
高橋　同感です。当社はこれまでに数十名

の研修生を受け入れてきました。なかには
帰国後に起業した人もいますが、一方で、
多くの人が、その後も出稼ぎ的に海外で研
修生を続けている話を耳にします。それで
はせっかく日本で身に付けたスキルがもっ
たいないと思います。スキルが母国でも生
かせる、それと同時に日本の職人不足解消
にもつながるようにパイプ役も果たしてい
きたいと思っています。
小川　技能研修生の育成と、その後のアウ
トソーシングの仕組みづくりにも取り組む、
素晴らしい構想ですね。
　ところで、非住宅の取組については、い
かがですか。
高橋　島松工場で作っているギャングネイ
ルトラスでの大型物件への活用、さらに今
後は CLT などの取り扱いも考えています。
小川　2 × 4 パネルを老健施設などの非住
宅向けに応用できるものにするのも良いの
ではないかと思います。
　他になにか取組みはありますか。
高橋　新しい取組みとして、今年「リノべる。
北海道　札幌ショールーム」を立ち上げま
した。
小川　そのお話、ぜひ、聞かせてください。
高橋　TV 番組で見て興味をもち、その数
年後、受けたセミナーの講師が、たまたま、
リノベる株式会社代表取締役の山下氏で直
接お話する機会をいただきました。さらに、
お客様からの勧めもあって始めることにし
ました。
　特に札幌は雪国で、戸建て住宅の除雪は
高齢化する住まい手には大変な負担になり
ます。そういう方々のマンション需要も出
てくるでしょうし、国も中古住宅流通に拍
車をかける方針を打ち出しています。リノ
ベーションは、住まい手のライフスタイル
を豊かにすると同時に、資産価値を維持す
るためのもの。まず、工務店様へのリノベー
ションの啓蒙活動としてスタートし、当社
が一歩先んじてその市場構築に取り組んで
いく契機になればと考えています。
小川　今のお話は、実に「世の中のニーズ
にミート」していると思います。
高橋　当社がこれまで 55 年間商売をさせて
いただくことができたのは、お客様のご愛
顧のおかげですが、集客業務を当社が担う
ことで、お客様とのより強いパートナーシッ
プが組めるのではないか、単なる販売店と
いう範疇ではくくれなくなるのではないか
という思いがあります。
　お施主様とのカウンセリングを重ねて、
本当に必要なものを備えたお施主様のライ
フスタイルに合致するものを、新築でもリ
ノベーションでも提供すべきだと思います。
札幌のリノベーションはこれからですので、
成熟していく市場を醸成できるように頑張
りたいと思います。
小川　将来に夢がもてる、実のある、共感
できる、たくさんのお話を聞かせていただ
き、ありがとうございました。

お客様から選ばれる 1st�Call�Company を目指して！

【会社概要】
本　　社　札幌市白石区本通 20 町目北 1 番 72 号
設　　立　1964（昭和 39）年
資 本 金　3,800 万円
年　　商　50 億 6,000 万円（平成 30 年 3 月）
従業員数　66 名

1964（昭和 39）年　札幌市白石区南郷通 11 丁目北 1 番 32 号において設立
1982（昭和 57）年　現本社所在地に移転
1998（平成 10）年　西の里パネル工場（北広島市西の里）にて 2 × 4 パネルの製作販売を開始
2004（平成 16）年　外国人研修生の受け入れ開始
2008（平成 20）年　西の里パネル工場を島松（北広島市島松）へ移転
2012（平成 24）年　太陽光パネル電化商材機器の積算・販売に本格参入
2015（平成 27）年　東京営業所（東京都中央区東日本橋）を開設
　　　　　　　　　　島松パネル工場にてギャングネイルトラスシステムの製作販売を開始
2018（平成 30）年　リノベる株式会社と業務提携、札幌市内 10 区のエリアパートナーとなる　
　　　　　　　　　　1 月に「リノベる。北海道  札幌ショールーム」をオープン

代表取締役

高橋  聡一朗  様
たかはし　そういちろう

【プロフィール】
1976（昭和 51）年　北海道に生まれる
1998（平成 10）年　大学中退
　　　　　　　　　　埼玉県の販売店・工務店勤務
　　　　　　　　　　北斗市の佐藤木材工業株式会社に勤務
2004（平成 16）年　高橋産業株式会社に入社
　　　　　　　　　　パネル工場、本社営業、藻岩ケンパンで
　　　　　　　　　　経験を積む
2015（平成 27）年　専務取締役に就任
2016（平成 28）年　代表取締役に就任

高橋産業�株式会社
ッ

対
談

ト
プ



　ZEH (Net Zero Energy House) とは？

　3省連携の取組みについて 　ZEH のメリット・デメリット

ZEH ロードマップ※においては、「ZEH の定義」として下記 4 項目全てに適合することとしています。

①�強化外皮基準に適合していること（下表参照）
②��再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から 20％以上の一次エネルギー
消費量を削減していること

③��再生可能エネルギー（太陽光発電など）を導入していること
④��再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から 100％以上の一次エネル
ギー消費量を削減していること

今年度は「環境省・経済産業省・国土交通省」が連携して、
ZEH を推進しています。連携と言っても、あくまで「い
ろんな省庁で（国全体で）ZEH を推奨していこう」とい
うだけで、役割や内容・補助金額については各省庁で行
うZEH事業で異なります。事業者様として取り組むこと・
目標としていることを明確にして、それに見合った ZEH

事業に取り組んでいくことが重要になってきます。
各省庁の ZEH に対する支援について簡単にまとめました
ので、そちらをご確認ください。詳細につきましては「各
省庁のホームページ」「( 一社 ) 環境共創イニシアチブ (sii)
のホームページ」を御確認頂くか、各地の JK サポートセ
ンターまでお問い合わせください。

● ZEH に対する支援

● お施主様にとって
 メリット

◦ 現 時 点 で は 補 助 金 が 貰 え る
（確実ではない）

◦ ランニングコストの削減に繋
がる

● 事業者様にとって

 メリット
◦販促ツールとして活用できる
◦ 付帯設備を併せて提案、提供

することができる

デメリット
◦ 現段階では補助事業であるので、

今後の政策動向に注視が必要
◦ 太陽光パネル等の設備機器に関

する知識が一層必要になる

デメリット
◦ 建築コストの増加
◦ 建設までの時間がかかる

※  ZEH ロードマップ…「2020 年までにハウスメーカー等の建築する注文戸建て住宅の過半数で ZEH を実現する」とい
う政府目標の達成に向け、課題と対応策を整理したもの（経済産業省が関係省庁等と共に策定）
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2014年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、「住宅については、
2020 年までに標準的な新築住宅で、2030 年までに新築住宅「ZEH」の実現を目
指す」ことを政策目標としています。
今年度においては、環境省・経済産業省・国土交通省が連携し、引き続き供給
を促進すべき ZEH（注文住宅、低層・中層集合住宅）、将来の更なる普及に向け
て供給を促進すべき ZEH（ZEH ＋、建売住宅、高層集合住宅）、中小工務店が連
携して建築する ZEH（ZEH の施工経験が乏しい事業者に対する優遇）の促進支
援を進めていくことになりました。
今回は、「ZEH のおさらい」と「住宅の省エネ・省 CO2 化に向けた 3省連携の
取組み」について解説します。

住宅の省エネ化に向けた取組みのご紹介2018 年度は補助制度が充実！

ZEH・ZEH 事業については、取り組まれる事業者様・お施主様双方にメリット
があると思います。しかしその一方ではデメリットもあります。それらを総合
的に判断して、取り組む必要があります。

● 省エネ性能の違い

アルミ樹脂
複合サッシ

Low-E
複層ガラス

紫外線
抑制

結露抑制
騒音防止

値域区分 1 地域
（旭川等）

2 地域
（札幌等）

3 地域
（盛岡等）

4 地域
（仙台等）

5 地域
（つくば等）

6 地域
（東京等）

7 地域
（鹿児島等）

8 地域
（那覇等）

ZEH 基準 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 -
省エネ基準 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 -

表：外皮平均熱貫流率（UA 値）の基準

■ 経済産業省
将来のさらなる普及に向けて供給を促進すべき ZEH
◦ ZEH ＋、建売住宅、集合住宅（高層）

■ 環境省
引き続き供給を促進すべき ZEH
※昨年度の経産省の ZEH 支援事業
◦注文住宅、集合住宅（中低層）

■ 国土交通省
中小工務店が連携して建築する ZEH
※地域型住宅グリーン化住宅
◦ ZEH の施工経験が少ない事業者に対する優遇

レベル

LCCM住宅�…�国土交通省

ZEH（中小工務店）…�国土交通省

ZEH�…�経済産業省・環境省

ZEH＋�…�経済産業省
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JK 木構造・木質化グループ　事例ご紹介
JK 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。

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

陸前高田市立気仙小学校　新築工事
　５月号で報告した「陸前高田市立気仙小
学校　新築工事」、現在普通教室棟を施工中
です。
　陸前高田市気仙小学校は、津波により全壊
となるなど甚大な被害を受け、長部小学校も
地震により耐震性能が低下する等の被害を受
けました。そこで小学校の統合化を目指し、

「陸前高田市立気仙小学校」として建設がス
タートしました。普通教室・時別教室・体育館・
ホール・屋外倉庫棟からなる建物です。
　元請は株式会社佐武建設、ジャパン建材は

木質構造部分の工事までを請け負っておりま
す。カラ松集成材（岩手県産）杉集成材・無
垢材（陸前高田市産）を使用しております。
また一部屋根には J パネルを採用、軒・天
井の表し仕上げもあります。集成材製造・加
工・施工図はグループ会社の秋田グルーラム
が担っております。
　普通教室棟には通常の構造材（柱・梁）に
加えて集成材の大版が採用されています。完
成時は露出部分は少なくなりますが珍しい採
用例です。

現　場　名：陸前高田市気仙小学校新築工事
所　在　地：陸前高田市気仙町（今泉地区土地区画整理事業地内）
用　　　途：学校（各種教室・体育館他付帯設備）
施　　　主：陸前高田市
元　　　請：株式会社佐武建設
設計・監理：綾井・土屋・IEE 設計企業体
木部　施工：ジャパン建材株式会社　木構造建築課
構造・規模：W・RC・一部 S、地上 2 階
延床　面積：延床 4,561.27㎡、建築面積 3,955.85㎡
使用　材料：集成材（製造加工：秋田グルーラム株式会社）
　　　　　　米松・カラ松（岩手県産）・杉（陸前高田市産）

　2018 年 5 月 11 日、弊社新木場タワー 1

階大ホールにおいて、雙環フォーラムを開

催しました。今回の講師には、哲学者・山

口大学国際総合科学部准教授の小川仁志氏

にお越しいただきました。小川氏は弊社社

長・小川の前職の同僚であることもあり、

初の対話形式による講演をさせていただき

ました。

　大半のお客様は、哲学には関心はおもち

ですが、深く考える機会がなかったと思い

ます。しかし、身近に哲学を考えることに

より、良い意味でハードルを下げてくださ

いました。マネジメント・働き方・地域社

会の 3 点をテーマに哲学的な観点からお話

しいただき、皆様にとって参考となる内容

で、また、対話形式だったこともあり、哲

学の知識がなくてもわかりやすく、住宅

業界に関連した講演になったのではないで

しょうか。

　「ビジネスに哲学を！」というメッセージ

と共に、自らの行動の意味を考えることは、

事業の基礎を固めることにつながる、とご

教授いただきました。

　今回、「哲学」という珍しい講演をしてい

ただいた小川氏の最新版書籍『世界の哲学

者の言葉から学ぼう』が出版されています。

ぜひこの機会に哲学について学ばれてはい

かがでしょうか。

　次回の雙環フォーラムは 12 月 11 日 ( 火 )

に開催いたします。ぜひお楽しみに！

演題「『住』をめぐるマネジメント」

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。

講師：小川  仁志  氏

第 21 回雙環フォーラム 開催
ふた　 わ

第２弾　〜普通教室棟を施工中〜

普通教室棟建て方　集成材（壁） 普通教室棟建方　階段 普通教室建方　床合板

普通教室建て方　小屋 普通教室建て方　全体 気仙小学校パース　普通教室棟・体育館棟・特別教室棟

通常の構造材（柱・梁）＋�集成材の大版を採用
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インテリア、自由自在。

セミオーダー受注システム
ヒールステップ／スカラッタ T4

株式会社 LIXIL　

【デザイン性と強度】
シンプルなフォルムには⼗分な強度があり、リビ
ングの真ん中にあっても似つかわしいスケルトン
階段。ゆったりとした空間をさりげなくきりっと
引き締め、生活に彩りを与えます。
つくり手から暮らし手へ、手作りの温かみ。

【表⾯の安全を保つ】
鋼材は、酸化防⽌の為の加工を重視、職人がひとつ
ひとつ仕上げを行い、表⾯の安全を保っています。

【仕上げにもこだわり】
塗装のフラットな仕上げにもこだわりを持ち（Ｆ
☆☆☆☆）耐薬品に優れておりますので洗剤等で
拭き掃除が可能です。

自分にぴったりの服を選ぶように、インテリアにも私らしさがほしい。
毎日を過ごすたいせつな場所だから、思いどおりの空間にしたい。
インテリア、自由自在。私らしさを、かたちに。ラシッサ

色や寸法、仕様の細かいこだわりを反映できるセミオーダー受注シス
テムを採用。変化できる設計で間取りに合った形にご提案致します。

株式会社��稲沢鐵工　

ラシッサ

クリエは、6色。
リアルな木目と無地の白。

   

ヴィンティアは、5色。
ローラー塗装の手作り感。

ラテオは、6色。
低彩度グレイッシュカラー横木目。

パレットは、5色。
ペンキの手塗り感を表現。

スタンダードなラシッサ S「クリエ」と個性的なラシッサ D「パレット」「ラテオ」
「ヴィンティア」の 4 つのレーベルと豊富なカラーバリエーション

ヒールステップ スカラッタ T4



 お問合せは、ジャパン建材各営業所までお願いします。

「室内干しをしたいけど、干す場所がない！」 そんな悩みを解決

室内干しの気になるニオイを、抑制・消臭

室内物干し フレクリーン
プロ 30 インセット
1 番日当たりがよく洗濯物が
乾く場所「窓際」を有効活用。
昇降するときに、内側に入り
ながら倒れる特殊構造で、カー
テンも上手に交わします。

室内物干しロープ
STOK laundry

アートフラワー

斜め掛けが可能で、洗面脱衣所など
の狭小スペースにぴったり。
使わないときは取り外して部屋を
スッキリ見せるほか、残ったレール
に小物をかけることもできます。

光触媒とアミノ酸のダブルコー
ティングで、室内干しの気になる
ニオイを分解除去して消臭。
美しい造形とみずみずしい質感
で、見た目にも美しい造花です。

室内物干し フレクリーン
天井取付タイプ
室内の有効スペースである天井
にワンタッチでセット。
ポールは必要なときに取り付け
て、使わないときは外しておけ
ば、お部屋の景観も損ねません。

室内物干しワイヤー
pid4M

部屋干しファン「せんたく日和」

ワイヤーが伸縮するので、住宅の
さまざまな場所に取り付け可能。
素材もステンレスでできているた
めたわみにくく、耐荷重は業界水
準の10kgあります。

ナノサイズの微粒子イオン「ナノイー」と送風・換気機能で、室内干しの
ニオイを抑制。
温風を使用せず気流で乾かすから、消費電力が少なく、経済的です。

洗濯物を綺麗に洗い上げても、室内干しのせいでイヤなニオイが発生したら、せっかくの苦労も水の泡。
室内物干しと一緒に、ニオイを抑制・消臭できる商品も紹介できると、提案の幅が広がります。

「花粉が付くのがイヤ」「夜洗濯をして、そのまま干したい」「取り込んだ洗濯物の一時置き場として」
梅雨の季節に限らず、以外に多いのが室内干しのニーズ。

けれど実際は、
「鴨居に吊るす（よく落ちる）」「カーテンレールに引っ掛ける（見た目が ...）」「室内物干しを置く（結構スペースを取ります）」
室内に干す場所がなくて、無理やりそんな干し方をしている家庭が沢山あります。

でも、そんな住み手のお悩み解決こそ、工務店の腕の見せどころ。Bulls 梅雨対策シリーズで、お悩み解決しましょう！

窓枠付け

壁付け

天井付け

壁付け
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イチオシ！ 5月の過ごしやすい時期を過ぎると、やってくるのが梅雨
雨の日が増えるこの季節は、どうしても気持ちが曇りがち

今回は、そんな梅雨の時期を快適に乗り切るアイテムを
Bulls 梅雨対策シリーズとして皆さまにご紹介します！梅雨対策シリーズ



〒 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  営業推進部
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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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

新設住宅着工戸数
　2018 年 3 月は 69,616 戸（前年同月

比 8.3％減）で 9 カ月連続の減少となっ

た。その内、木造住宅は 39,736 戸（同

比 4.3％減）で 9 カ月連続減少となった。

季節調整済年率換算値は 89.5 万戸で前

月比 3.4％減、先月の増加から再びの

減少となる。

　利用関係別では持家が 20,576 戸（前

年同月比 4.2％減）で 2 カ月連続の減少、

貸家は 29,750 戸（同比 12.3％減）で

10 カ月連続の減少、分譲は 19,019 戸

（同比 3.6％減）で先月の増加から再

びの減少となった。分譲の内訳はマン

ションが 7,865 戸（同比 8.0％減）で

先月の増加から再びの減少、戸建ては

10,957 戸（同比 0.8％減）と 3 カ月連

続の減少となった。持家、貸家及び分

譲住宅が減少したため、全体で前年同

月比 8.3％の減少となった。

　建築工法別ではプレハブが 9,292 戸

（同比 10.5％減）で 10 カ月連続の減少、

2 × 4 は 8,719 戸（同比 4.4％減）で

2 カ月連続の減少となった。

国内合板
　3 月の生産量は 27.6 万㎥（前月比

109.4％、前年同月比 99.9％）と発表

された。その内、針葉樹合板の生産量

は 26.7 万㎥（同比 109.8％、100.8％）

と な り、 出 荷 量 は 25.2 万 ㎥（ 同 比

105.7％、98.8％）となった。

国内針葉樹合板
　3 月度入荷量は 20.2 万㎥（前月比

85.3％、前年同月比 77.2％）となっ

た。国別入荷量はマレーシアが 8.2 万

㎥、インドネシアが 7.4 万㎥、中国が 3.4

万㎥となっている。出荷も好調で港頭

在荷量は依然低水準が続いている。

輸入合板
　生産・出荷ともに高水準の状態では

ある。市況は若干落ち着いた動きになっ

ているが、需給バランスは取れている。

増産体制は維持され、低水準で推移し

ている在荷量が若干増加はしたが、適

正水準まで持ち上げる必要があり、相

場は維持されると思われる。

輸入合板は原木不足が原因で入荷が
減っていたが、雨期が終わり徐々に改
善傾向に向かっている。良材丸太出材
量がまだ少ない状況が続いており、生
産、入港が遅れて国内流通在庫は少な
い状況が続いている。現在の国内市況
は一服感があるものの需要増加で荷動
きが出てくると状況はすぐに変化する
と思われるので状況を常に把握するこ
とが必要と考える。

今月のおすすめ商品は  杉ムクボード

合板のプロがおすすめする
ジャパン建材の商品紹介 ❷ エコブランド J-GREEN

『杉ムクボード』は使用用途が広く、お薦めの国産幅ハギ板です。
原木は九州産の間伐材を使用しているため自然環境に優しく、国産材であるというこ
とが大きな強み。国産材を希望するも、今まで選択肢がなく、メルクシや赤松等の外
国産フリー板を代替品として購入していたお客様にご好評いただいいております。
仕様用途で見ても、床下地・野地・棚・収納・内壁・カウンター・テーブルなど、
バラエティに富む万能選手。
床倍率を取得しており、2階建て限定ですが、2階床の捨て板としても使用可能です。
サイズは「24ミリ厚 910× 1820」「28ミリ厚 910× 1820」の 2サイズ
をご用意しています。
皆さま、是非一度ご活用くださいませ。

規　　格：24㎜・28㎜ × 910  × 1820（実無し）
使用用途：床下地・棚・収納・内壁・カウンター・テーブル等
特　　徴： あえて化粧仕上げ（抜け節に対するパテ埋め）をせず、節も活かし

た純国産幅ハギ板

商品情報掲載、商品施工実績あれば
是非ご提供を宜しくお願い致します。
商品のお問い合わせは最寄りの当社営業所までご連絡をお願いします。

J-GREEN ホームページ開設！ http：//japan-green.jp/

自然の風合いを活かし、節も処理せず反りを極力防ぐため
1 枚板を表裏にして幅ハギとした商品です。

杉ムクボード


