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「住宅建築実務に役立つ基礎・応用研修」を開催しました
2019年4月22日、5月17日の2日間で、ジャパン建材㈱新木場タワー1階の大ホー
ルにて、「住宅建築実務に役立つ基礎・応用研修」を開催しました。
住宅保証機構㈱、㈱住宅性能評価センター、ジャパン建材㈱の 3 社合同開催の研修会で、
お互いの会員様を交えながら、住宅建築実務に役立つ基礎的知識をはじめ、トレンド
の制度内容等、講義を行いました。2 日間で約 110 名の方にご参加いただきました。

対象者は、主に建築事業に携わっている方で、新年度に入社した方や、異動によって
新しく業務に就いた方、最新の情報を再認識したい方等、幅広い方を対象としました。
講師は、住宅保証機構㈱、㈱住宅性能評価センター、YKK　AP ㈱、ジャパン建材㈱
JK サポートセンターの 4 社による講義となりました。下記、両日の様子をお伝えし
ます。

次回セミナーのご案内
次世代住宅ポイント申請手続きの内容について

【日時】2019 年 6 月 28 日（金）13 時～ 17 時
【場所】ジャパン建材株式会社　1 階大ホール
【内容】1. 次世代住宅ポイントの申請手続きについて
　　　  2. すまい給付金の申請手続きについて
　　　  3. フラット 35 の利用方法について
※上記の内容は、変更する場合があります。
お問合せ先
TEL：03-5534-0651（『快適住実の家』本部事務局）

『快適住実の家』では、営業力強化のためのさまざまなノ
ウハウから、設計技術に関するセミナー、トレンドの住宅
施策に関する研修等、各種セミナーをご用意しております。
引き続き、工務店様支援のための情報を発信して参ります。

住宅保証機構㈱
消費税率の引上げに伴う 4 つの支援策や、次世代住宅ポイント、宅建業法改正の概要、「安心 R 住宅」制度
についてお話しました。中でも次世代住宅ポイントに関しては、対象となる住宅やポイントの詳細について、
重要な部分を丁寧に説明。制度の今後のスケジュールとしては、ポイント発行申請が 2019 年 6 月頃から開
始予定の為、今後は申請の際の基本的な流れを押さえていく必要があります。

㈱住宅性能評価センター
住宅にかかる法律について、建築基準法の基礎的内容や、確認申請におけるポイント、建築用語の細かな違
い等、新入社員の方にも理解出来るよう説明しました。また、住宅性能評価や認定長期優良住宅、低炭素認
定住宅、ZEH 等、お施主様にも徐々に浸透しているワードなので、内容を正しく理解することが必要です。

YKK AP ㈱
『住まいと樹脂窓』という演題で、窓の断熱性を高めることにより、住まいの価値がより上がる、という内容
でした。冬場、部屋と部屋の間で 10℃以上温度差があると、ヒートショックを起こしやすいと言われており、
温度差をなくす方法の一つとして、樹脂窓が効果的とのことでした。会場には各種窓サンプルを展示しており、
ご来場の方々はそれぞれの窓の違いを実際に確認しておられました。

ジャパン建材㈱
住宅業界の背景と現状から、『高性能住宅』の提案手法の例や、消費者に求められるビルダーについて、具体
例を用いながら説明しました。実際にエンドユーザーへ『高性能住宅』を理解していただくことはとても難
しいですが、間取りを提案する際と同じように、絵やグラフを用いて断熱性能や光熱費を比較する等の工夫
をすることで、伝わりやすくなるとアドバイスしました。

1 日目（4 月 22 日） 2 日目（5 月 17 日）

1 民法、品確法、宅建業法、瑕疵担保履行法に基づく
契約について

インスペクション、既存住宅瑕疵保険、安心 R
住宅について

2 住宅にかかる法令上の制限等について 住まいと樹脂窓

3 消費税率引き上げに伴う各種住宅取得支援制度につ
いて

消費者に求められる住宅提案について

4 住宅性能表示制度、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH
について

●研修の様子

● YKK AP ㈱展示
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住宅関連補助制度　～リフォーム関係も充実！～
　今年度の住宅関連の各種補助金について、国土交通省・経済産業省・環境
省の三省から発表され、それぞれ公募がスタートしています。補助制度につ
いては毎年実施されているものの、少しずつ制度が変更し、より手続きの煩
雑化が進んでいます。
　新築に関しては「地域型住宅グリーン化事業（国土交通省）」「ZEH 支援
事業（環境省）」「ZEH ＋ R 実証事業（経済産業省）」「次世代住宅ポイント

（国土交通省）※新築・リフォーム双方」などがあり、いろいろなところで
取り上げられています。
　リフォームに関しても補助金制度が充実しています。しかし、新築ほど注
目されることが少ないのが現状ではないでしょうか。今回はリフォームに関
する補助事業についてご説明します！みなさまのお仕事のお役に立つことが
できれば幸いです。

高性能建材による住宅の断熱リフォーム推進事業（断熱リノベ）と次世代省エネ建材支援事業（次世代建材）

断熱リノベ 次世代建材

事業内容

補助対象となる
製品

補助対象となる
申請者

住宅区分

一定の省エネ効果（15％以上）が見込まれる、
高性能建材（断熱材、ガラス、窓）を用いた住宅の断熱リフォーム事業

短工期で施工可能な高性能断熱パネルや潜熱蓄熱建材、調湿建材等の
付加価値を有する省エネ建材を用いた住宅の断熱リフォーム事業

事業名

（電気ヒートポンプ式給湯機）

家庭用設備は、高性能建材での改修を行い、太陽光発電システム等（10kW未満）が
設置され、2020年3月末までにFITの契約が終了する方が対象 上記は、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の改修に追加可能

戸建住宅
のみ

（個別） （全体）

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等による住宅における低炭素化促進事業）

［ 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業 ］

　  戸建住宅 　  集合住宅　 戸建住宅

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
（住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業）

［ 次世代省エネ建材支援事業 ］

●個人の所有者又は、個人の所有予定者　　●管理組合の代表者　 ●個人の所有者又は、個人の所有予定者　●賃貸住宅の所有者（個人・法人どちらでも可）　

NEW

窓のみの改修が選択
できるようになりました

戸建住宅
のみ

NEW

防火窓が対象
になりました

　  集合住宅

補助金交付の対象となる材料費や工事費の詳細については、siiホームページなどから公募要領をご確認ください。

家庭用
蓄電システム窓ガラス断熱材

家庭用蓄熱設備
断熱パネル 潜熱蓄熱建材

窓 断熱材 玄関ドア ガラス 調湿建材

（一社）環境共創イニシアチブ（sii）作成のチラシより抜粋

■本事業の概要
　環境省が管轄する【高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業（以下、「断熱
リノベ」と記す）】は、一定の省エネ効果（15％以上）が見込まれる、高性能建材（断
熱材・ガラス・窓）を用いた住宅の断熱リフォーム工事を行った場合、工事費の一部
を補助する制度です。
　戸建住宅・集合住宅（個別）・集合住宅（全体）を対象としていますが、戸建住宅に
おいては断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備（家庭用蓄電システム・家庭用蓄
熱設備）の導入・改修支援も補助対象となります。
申請要件としては
① 申請者自身が所有し常時居住する専用住宅であること。（店舗併用住宅の場合は、電

気やガスなどのエネルギーを分けて管理できていることなど条件があります）
② 集合住宅（全体）では、原則該当する集合住宅全戸を改修すること
などが定められています。

　経済産業省が管轄する【次世代省エネ建材支援事業」（以下、「次世代建材」と記す）】
は、短期間で施工可能な高性能断熱パネルや潜熱蓄熱建材、調湿建材などの付加価値
を有する省エネ建材を用いた住宅の断熱リフォーム工事を行った場合、工事費の一部
を補助する制度です。
申請要件としては
① 申請者自身が所有し常時居住する専用住宅であること（店舗併用住宅の場合は、電

気やガスなどのエネルギーを分けて管理できていることなど条件があります）
② 賃貸住宅の所有者（個人・法人問わず）であること※一棟全てを所有していること
のいずれかを満たすこととされています。
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住宅関連補助制度　～リフォーム関係も充実！～ （一社）環境共創イニシアチブ（sii）作成のチラシより抜粋 ■事業の要件

　�「断熱リノベ」
　1） （一社）環境共創イニシアチブ（以下、sii と記す）

の定めた補助対象製品を用いること
　 2） 事業概要に沿った既存住宅（新築、社宅、寮、公営

住宅、業務用建築物は除く）の改修を行うこと
　3） 「断熱リノベ」にかかる工事は、交付決定通知日以

降に契約・工事着工をすること　
　　　※�事前着工・事前契約はNG
　　　※疎明書類としての写真提出あり
　4） 改修する部位及び改修率については、「エネルギー

計算結果早見表」の条件に適していること

　�「次世代建材」
　　1）sii の定めた補助対象製品を用いること
　　2） 事業概要に沿った既存住宅（新築、社宅、寮、公

営住宅、業務用建築物は除く）の改修を行うこと
　　3） 「次世代建材」にかかる工事は、交付決定通知日

以降に契約・工事着工をすること　
　　　※事前着工・事前契約はNG
　　4） 「必須製品（断熱パネル・潜熱蓄熱建材）」のいず

れかを用いた改修を行うこと。「任意製品（断熱
材・窓・玄関ドア・ガラス・調湿建材）」を用い
た場合は、必須製品を用いた改修と同時に行うこ
と。「任意製品のみ」では補助対象外となります。

■補助率及び上限額
「断熱リノベ」、「次世代建材」の補助金額・補助率は下記のようになっております。

さいごに…
リフォームの補助金制度については、新築
以上に全国の各市区町村でも実施されてい
ます。中には併用可能な補助金もあります
ので、工事を実施する前に一度お問い合わ
せをしていただくと良いと思います。また、
これら事業についての詳細は、sii のホーム
ページ（https://sii.or.jp/）にてご確認くだ
さいますようお願いします。
ご不明な点については、各事業のお問い合
わせ先までお願いします。 ※ sii ホームページの画像

注）
＊１　窓のみ改修の場合は、上限 40 万円
＊２　家庭用蓄電システムと家庭用蓄熱設備は、高性能建材の補助金額とは別に補助
＊３　1 住戸あたり 20 万円以上であること
＊４　 戸建住宅のみ「家庭用蓄電システム」「家庭用蓄熱設備」について補助あり（補助率などに

ついては、sii ホームページを参照）

断熱リノベ 次世代建材

補助金額（戸建住宅・上限） 120 万円＊ 1 ＊ 2 200 万円＊ 3

補助金額（集合住宅） 15 万円 125 万円＊ 3

補助率 高性能建材：補助対象
経費の 1/3 以内＊ 4 補助対象経費の 1/2 以内

12/1312/13

完了実績報告書提出期限

1/171/17

完了実績報告書提出期限

1/17（予定）1/17（予定）

実績報告書提出期限

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

●スケジュールは変更となることがあります。必ずSiiホームページの各補助事業における公募情報にて、最新の公募期間をご確認下さい。

一次
公募期間

5/13～6/285/13～6/28

8月上旬～9月中旬8月上旬～9月中旬

一次
公募期間

二次公募期間
（予定）

5/13～6/285/13～6/28

7月上旬～8月中旬7月上旬～8月中旬
交付決定（随時採択）交付決定（随時採択）

交付決定（随時採択）交付決定（随時採択）

交付決定（随時採択）交付決定（随時採択）

公募期間

5/13～6/145/13～6/14

交付決定交付決定

工事期間
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12/1312/13

実績報告書提出期限

公募
説明会
公募
説明会

公募
説明会
公募
説明会

公募
説明会
公募
説明会

二次公募期間
（予定）

工事期間

1/171/17

完了実績報告書提出期限工事期間

工事期間

工事期間

交付決定（随時採択）交付決定（随時採択）

■スケジュールと申請の流れ

断熱リノベ
https://sii.or.jp/moe_material31/

詳しくは上記ホームページより
「公募要領」「申請の手引き」を
ダウンロードし、ご確認ください。

TEL03-5565-4860
【受付時間】平日 10:00 ～ 17:00

次世代建材
https://sii.or.jp/meti_material31/

詳しくは上記ホームページより
「公募要領」「申請の手引き」を

ダウンロードし、ご確認ください。

TEL03-5565-3110
【受付時間】平日 10:00 ～ 17:00
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第 23 回雙環フォーラムが開催されました
　2019 年 5 月 15 日（水）、本社新木場タワー 1 階大ホールにて、令和初となる雙環フォー
ラムを開催しました。元吉本興業のマネージャーで、現在は人材活性プロデューサーとし
て㈲志縁塾の代表取締役である大谷由里子氏をお招きし、『大谷流、元気の出る企業経営～
リーダーって何やねん !? ～』と題し、講演していただきました。
　「最近の若者は…」とはよく耳にする言葉で、平成生まれとのコミュニケーションは、ど
の企業でも直面する課題ではないでしょうか。平成生まれ（なんでもとりあえず検索する、
いわゆる検索世代）と、経営者世代の方々とは、育った環境があまりにも違うため、価値
観も大きく異なります。そんな自分とは違う個性を認め、引き出し、応援することが、コミュ
ニケーションで大切だとご教示いただきました。
　また、横山やすし氏のマネージャー時代のエピソードも交えてご自身の体験談をお話し
いただいたため、情景を想像しやすく自然と心に入る内容でした。くすっと笑えるエピソー
ドの中にもコミュニケーションの鍵を見つけ出す探究心が、大谷氏のお話を面白くしてい
る理由かもしれません。お客さま全体が一緒になって講演会に参加できる時間も多く設け
られ、笑顔あふれるあっという間の 90 分間となりました。大谷氏の「日本を元気にしたい！」
という思いが参加者の皆様に伝わっていることと思います。書籍も大好評の完売御礼！検
索世代の方も、そうではない方も、ぜひチェックしてみてください。
　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 2019 年 11 月 12 日（火）に開催いたします。ぜひお楽しみに！

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。

　“ 一般社団法人 木質構造の設計情報を共有する会 ”
通称 “ 木構造テラス ” の設立 3 周年記念公開セミ
ナーが、新木場タワー１F にて開催されました。
　今回は「自作で語る木造建築の可能性」と題し
て、果敢に木造建築に挑戦している意匠設計者
原田真宏氏（芝浦工業大学教授、MOUNT FUJI 
ARCHITECTS STUDIO）構造設計者山辺豊彦氏

（山辺構造設計事務所）、安井昇氏（桜設計集団）の
3 名を講師にお迎えしました。
　原田氏は、木のフレームの使い方が特徴的で、
2017 年度 JIA（日本建築家協会）日本建築大賞を
受賞した「道の駅ましこ」について語っていただき
ました。当物件は、当社が木工事を担当しました。

　山辺豊彦氏には、大断面の長尺部材を実現した方
杖架構が特徴の「和水町立三加和小中学校」、重ね
梁で大空間を創出した「朽木東小学校・朽木東小学
校・朽木中学校屋内運動場」を例に、木造建築の可
能性について語っていただきました。
　安井昇氏には、主体構造を一般被覆型耐火部材に
よる木造軸組工法で一部 RC 造、1 時間耐火建築物
の「下馬の集合住宅」他、防耐火の法規と技術を活
かした木造建築について語っていただきました。
　今回参加された方は、設計・建設の実務を担って
いる方が多かった印象でした。木質構造設計者の割
合を今よりも増やし、木を使うことの良さを広めて
いくことが、今後の課題です。

ご興味のある方は
是非 “ 木構造テラス”の
HP まで遊びに来てください。
http：//www.t-e-terrace.com/

木質構造の設計情報を共有する会���一般社団法人設立 3周年記念公開セミナー報告
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木材店を創業

小川　ご創業者は中村会長のお父様ですね。
中村会長　はい、父・誠四郎は、1924 年（大
正 13）に、稲作と、山元で製材も手掛ける
農家の三男として生まれました。20代の頃、
実家が八戸市内に開いた木材店を任された
のですが、数年で辞め、父が改めて個人創
業した木材店が当社の始まりです。創業か
ら 10年後に株式会社中村木材店を設立しま
した。
小川　お父様は、お母様と一緒にご商売を
されたのですか。
中村会長　いえ、母は教師で、父が一人で
製材所から木材を仕入れて大工さんたちに
届ける商売を始めました。最初は車もなく、
リアカーで配達したそうです。私が初めて
当社で見た車は、オート三輪車でしたね。

修業を切り上げて入社

小川　中村会長ご自身は、学業を終えて直
ぐに、こちらに入社されたのですか。
中村会長　いえ、卒業後 1年間は東京の第
一産商さんでお世話になりました。そこは
父の友人の紹介で、しかも 5年間という約
束で入社しましたが、1年経った時に、父か
ら「退職届を出しておいたから戻ってこい」
という連絡がありましてね。
小川　何の前触れもなく、ですか。
中村会長　人が定着してくれなくて、かな
り困っていたようです。
小川　中村会長は、よく「縁で生かされて
いる」と仰っていますね。
中村会長　そうです。私は、無鉄砲なこと
もしますが、幸い、さまざまな方との出会
いがあって助けられてきました。
　中学・高校時代はスピードスケート部で、
残念ながら華々しい記録は残せませんでし
たが、東洋大学理工学部建築学科への入学
を推薦してもらうことができました。
小川　建築を専攻されたのは、後継者にな
るという気持ちが芽生えていたからですか。
中村会長　そうですね。私は一人っ子なの
で、高校卒業の頃には後を継ぐことも考え
はじめて建築学科に入りましたが、夢と現
実のギャップを感じ、受験し直して青山学
院大学に入り、その縁で家内とも巡り合う
ことができました。つくづく、全ては縁だ
と感じています。
小川　中村会長が入社された時の会社の様
子はいかがでしたか。
中村会長　私が入社したのは会社設立から
10 年後で、その頃には番頭さん、運転手
さん、事務の手伝いをする人もいて、合板、
ラスボード、プリント合板なども扱うよう
になっていて、年商は 1億円ほどでした。
　入社して 6年～ 7年間は運転手として一
人で現場へ行きました。まだ当社にはリフ
トがなく、全部手積み・手降ろし、現場の
仕事のキツさもよくわかりましたし、事務
仕事の大変さも身をもって体験することが
できました。

次代を見据えて積極投資

小川　中村会長は前向き志向ですね。
中村会長　そうですね、悩むことがありま
せん。私が入社して10年後のある日の夕方、
父に呼ばれましてね。「明日からお前が商売
をやれ、俺はもう会社へ来ないから」と言
われました。
小川　またしても突然の、今度は引退宣言
でしたか。さぞ驚かれたでしょう。
中村会長　たった 10年、しかもその間、父
が仕事をする姿を見たことがなく、父から
何も教わっていませんでしたからね。普通
は、そんなにあっさり任せられないと思う
のですが、次の日から全く会社へ出てきま
せんし、父と同居していて食事も一緒でし
たが、仕事の話は一切しませんでした。
　でも、その時も、内心では「しめた！」
と思いましたよ。それからは、高断熱・高
気密時代の到来に備えて積極的な設備投資
に励みました。
小川　類稀なワイルドな教育方針のもと、
現場で独学する “ 特訓の 10 年間 ” を送り、
突然の社長就任を告げられたということで
すね。そこには苦労されたお父様の狙いが
何かあったのでしょうね。

中村会長　理由は今も全くわかりません。
その時の営業担当は、私と、私が頼んで他
業界から入ってもらった 1名だけ。その頃
の年商は約 2億円、私が毎日、大学ノート
で作った帳簿代わりの売上日記帳に売上伝
票から転記していました。
　父の代からのお客様を受け継ぐことなく、
当時台頭していた地元の住宅会社さんとの
お付合いを始め、自分なりのやり方で今日
に至っています。
小川　先程、中村会長から設備投資のお話
が出ましたが、それは先々の絵を描けたか
らこそできたことですね。
中村会長　はい、高気密・高断熱は、当時、
南雄三氏が顧問をしていた東京の BB（ベス
トバランス）研究会で勉強し、高気密・高
断熱対応商品に変えていくために倉庫を変
え、乾燥機も入れ、仕入も考え直しました。
　これといって特別な目標があるわけでは
ないですが、何でも人に先んじてやってみ
ようと、2× 4 パネルづくりにも取り組む
ために社員を研修に出し、当社が八戸市で
最初に始めました。
小川　積極的な設備投資への資金調達では
ご苦労はありませんでしたか。
中村会長　大変でしたが、父が相続した水

田の近くを国道 40号線が通ることになって
資産価値が上がるという巡り合わせで借入
れがスムーズにできました。
　また 1996 年（平成 8）に現本社地を 2
× 4 建材センターに改築して移転直後に
リーマンショックが起き、周囲からは「中
村は失敗したな」と言われたものです。でも、
その後も業績は年々伸び、納品に毎日やっ
て来る大型トラックの騒音や振動に近隣か
ら苦情が寄せられるようになっていました
ので、本社も 2007 年（平成 19）にこちら
へ移転しました。
小川　ことごとく絶妙のタイミングで回っ
ているということですね。

時代に合う商売をする秘訣

小川　中村社長は、幼い頃からお父様をご
覧になっていて、後を継ごうと思われたの
ですか。
中村社長　子供の頃は家で父と会う機会は
ほとんどなく、会社の名前は知っていまし
たが、商売の内容は把握していませんでし
た。具体的に後を継ぐことを前提に大学で
建築を学ぼうと考えるようになったのは、
高校生の後半になってからです。
中村会長　私も父と同様に、息子と将来の
話をしたことは全くありませんでした。
小川　ジューテックさんで修業後、こちら
に戻られた時の印象はいかがでしたか。
中村社長　当社が、木材、新建材、サッシ
や 2× 4パネルまで、住宅に必要な資材を
オールラウンドに扱っていることに、正直
驚きました。
中村会長　私は、できるものは何でもやっ
てやろうという方針できましたのでね。
小川　中村社長が入社された時点の年商は、
どのくらいでしたか。
中村社長　12 億円前後でした。
中村会長　私は積極的に攻めの営業をした
ことはありませんが、当社が一つ仕事をこ
なすと、次の注文が頂けます。これも、社
員みんながきっちり仕事をしている会社と、
皆様から認めていただいているからだと思
います。そこから信用が深まって、お客様
が増えているのは非常に有難いと思います。
　私は、社長に対しても、社員に対しても
全く同じで、「ああしろ、こうしろ」という
指示はしないで、各部署、各人の自主性を
重んじています。
　私もそうでしたが、社長は自分で会社の
状況を判断して方向を決めていくほうが絶
対に良いと思います。それが、時代に合っ
た商売を継続する秘訣だろうと思います。
小川　ここが大きなポイントですね。
中村会長　経営者は仕事を増やす努力をす
る、それをこなすために社員一人ひとりに
考えてもらう、それができるようになるま
で待つこと。各人の得意なことを伸ばして
もらって、みんなの得意なことを合わせれ
ば、いろいろな仕事がこなせるようになる
と思います。そういう職場は仕事の効率が
良く、居心地も良さそうで、人が定着して

くれていることが一番の当社の強みです。
小川　トップは、社員一人ひとりを認めて
信頼し、各組織の自立を認めた結果、組織
間の連携が生まれ、社員みんなが自然に結
束するようになるということですね。本日
は、大きな気づきを与えていただきました。

お客様のお手伝いができる！

小川　今後について、襷を渡された中村社
長は、どういった方向を目指して進んでい
きたいと、お考えでしょうか。
中村社長　会社が安定した状態でバトンを
渡してもらったので、それをつないでいく
ために、私も大いにチャレンジしていかな
ければいけないと考えています。
小川　全国的に見ると、販売店でありなが
ら元請もされる方々が増えていますが、そ
うした取り組みもお考えでしょうか。
中村社長　このエリアの特性やお客様の傾
向から見て、私は、まだその段階ではない
と考えています。
　ただ、ここ数年で当地域にも、お客様に
とっての競合が進出して乱戦模様を呈して
いますので、今後についてのテーマは、お
客様と共にどうやって生き抜いていくかと
いうことです。
　まずその取組みの一つとして、お客様の
お手伝いができる工事部隊を新たに立ち上
げました。
中村会長　外壁工事と一部木工事のお手伝
いです。
小川　工事部隊を内製化して社内に人を置
くようなイメージでしょうか。
中村社長　内製化か、外注かを見極めなが
ら、まずは木工事をメインに、エクステリ
アなどでもお客様のお役に立てるのではな
いかと考えています。
　今、私たちのような流通店の存在意義が
薄れてきているような気がしますので、い
かにしてお客様と共に頑張っていけるか、
そのためには、お客様の一番の課題になっ
ている「人、職人さん不足」を解消してさ
しあげること。そこを、私たち流通店の新
たな存在意義にできると思います。
中村会長　そこが生き残る道だと思います。
中村社長　ゆくゆくは、工事部隊の活躍の
場を、それ以外のものについても、縁があ
れば拡げていけると思います。
中村会長　そのほうが、お客様とより深い
お付合いができると思います。
小川　木材店・建材店の皆様がお客様のお
手伝いができること、同時に住まい手のた
めの住宅の維持管理にも寄り添い続けてい
くことも、大事ではないかと思います。
　地域性に基づいて、お客様との共存共栄
に努力されている皆様の後方支援をしてい
くことが私たちのコアの仕事という位置づ
けで、今後も頑張ってまいります。
　ユニークな事業承継について、また自主
性を重んじる後継者育成と社員育成で社内
の連携を強めていらっしゃるお話を聞かせ
ていただき、ありがとうございました。

優良なる商品を提供し、豊かな住まいづくりのお手伝いを致します。

【会社概要】
本　　社　青森県八戸市大字美保野 13-246
創　　業　1958 年（昭和 33）
設　　立　1968 年（昭和 43）
資 本 金　3,500 万円
年　　商　16 億 2,000 万円（2018 年度）
従業員数　24 名

代表取締役会長

中村　徹  様
なかむら　とおる

代表取締役社長

中村　誠  様
なかむら　まこと

【プロフィール】
1951 年（昭和 26）　八戸市に生まれる
1977 年（昭和 52）　青山学院大学を卒業
　　　　　　　　　  株式会社第一産商に入社
1978 年（昭和 53）　株式会社中村木材店に入社
1989 年（平成 01）　代表取締役社長に就任
2018 年（平成 30）　代表取締役会長に就任

【プロフィール】
1982 年（昭和 57）　八戸市に生まれる
2006 年（平成 18）　千葉工業大学 大学院を修了
　　　　　　　　　  株式会社ジューテック入社
2011 年（平成 23）　株式会社中村木材店に入社
2018 年（平成 30）　代表取締役社長に就任

株式会社�中村木材店
ッ

対
談

ト
プ
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挽き板のような質感と高級感を実現した天然木フロア
Rustic Faceラスティックフェイス   Acacia [ アカシア ]

株式会社ノダ　

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

暮らしのまんなかに、ホームエレベーターを

三菱日立ホームエレベーター
三菱日立ホームエレベーター株式会社　

ホームエレベーターは住まい
のタテの移動を自由にします。
ホームエレベーターの採用理
由は、日当たりに良い２階や
３階にリビングを設けたい、
重たい荷物を簡単に運びたい
といった日常生活を快適にす
るものから、ご自身の将来に
備えたり、或いはご両親の介
護や車いすを利用するご家族
のためになど理由は様々です。
より豊かな暮らしの実現に
ホームエレベーターがお役に
立ちます。

非常時も安心安全

住空間に占める割合が大きいフロアは、空間の印象を大きく変える部位です。『Rustic�Face�ラスティッ
クフェイス』は、カフェや雑貨ショップのようなインテリアを自宅に取り込みたいというお施主様の
高級トレンドに合わせた天然木フロア。Walnut［ウォールナット］、Black�Cherry［ブラックチェリー］、
Elm［エルム］、Sen［セン］のカラーバリエーションに Acacia［アカシア］が新たに加わりました。

【美しさと高い耐久性】
『Rustic Face ラスティックフェイス』は、高い耐久性と美しさを兼ね備えた天然木フロアです。

◇低艶で塗装感のない仕上がりながらも耐久性のある塗装「ナチュラルハードコート仕上げ」を採用
　◦ワックスがけ不要、しかも汚れがつきにくく、日頃のお手入れも簡単。
　◦表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種最近の繁殖を抑制。
　◦トップコートに施した強靭な塗装なので水や汚れが染み込みにくい。
　◦車イスを使用してもキズがつきにくい。
　◦耐電気カーペット・床暖房対応
◇基材は高密度 MDF と国産材合板の複合材
◇１本溝（リッチ・J ベース）、２本溝（J ベース）の２種類設定
◇厳選した樹種の天然木フロア
　※銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアで、光の影響によって味わい深い色に変化します。



�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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イチオシ！

32ソフトアクアレールプラス I 型・L 型ハンド
ニーズに合わせて、
ユニットバスの手すりをカスタマイズ！
すっきりしたシンプルなデザインは
安全だけでなく、浴室に清潔感もプラスします。

中空壁用ねじセット（ソフトアクアレールプラス用）
フレキシブル板 + 発泡ポリスチレンのユニットバスに取り付ける場合に

■従来のシリーズよりブラケット台座を薄く・小さくし、　施工時のケガキを
　しやすくしました。
■ユニットバス（化粧鋼板）と在来工法（木下地）用のねじが付属しています。

インスペクト（高所点検カメラ）
高所・狭所の点検や確認を手軽に実現！
最長 7.5ⅿまで伸びるポールを使い、高所・狭所をスマートに確認。
サイズもコンパクトで建造物の点検などに広く活躍します。

■様々な現場に幅広く対応

【特徴】
・ 主材料にカーボン or グラスファイバーを使用。強度を保ちな

がら軽量化を実現。
・ レバーを起こす・倒すだけの操作で、足の固定や解除が素早く

快適に行えます。
【基本セット】
　一脚
　モニターホルダー
　腰当てベルト

人の入れない狭い場所、
光の入らない暗い場所に。

屋根などに登ることなく、
安全を確保しながら点検。

街頭や看板、標識などの
確認にも適しています。

Just Fit Floor
リフォームに最適な、糊なし施工ができる塩ビ床タイル
高い耐久性があり土足 OK なので、事務所や店舗、施設の改修に最適です。

■独自の波形すべり止め加工
　Just Fit Floor は裏面に独自の波形すべり
　止め加工を施し、のりなし簡易置き敷き
　工法　を可能にしています。

■カラーバリエーション
※既存床材（塩ビタイル・塩ビシート・木質フローリング）のみ対応

【木目調】

【石目調】

DSS-801

DSS-802

DSS-151

DSS-803

DSS-804

DSS-142

DSS-805

DSS-806

DSS-143

DSS-808

DSS-810

DSS-144

DSS-811

DSS-812

DSS-162

※中空壁のタイルには取付けできません。



ブルズ木材会メンバーご紹介 3
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。

〒 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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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 3 月 は 76,558 戸（ 前 年

同月比 10.0％増）で 4 カ月連続の

増加となった。その内、木造住宅は

41,428 戸（同比 4.3％増）で 2 カ月

連続の増加。季節調整済年率換算値は

98.9 万戸で前月比 2.3％増、2カ月連

続の増加となる。

　利用関係別では、持家が 22,404 戸

（前年同月比 8.9％増）で 6カ月連続

の増加、貸家は 28,413 戸（同比 4.5％

減）で 7 カ月の連続の減少、分譲

25,301 戸（同比 33.0％増）で 8カ月

連続の増加となった。分譲の内訳はマ

ンションが 13,330 戸（同比 69.5％

増）で 8 カ月連続の増加、戸建ては

11,738 戸（同比 7.1％増）と 4 カ月

連続の増加。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 10.0％の増加となった。

国内合板の供給量
　3 月の国内合板生産量は 27.5 万

㎥（前月比 104.3 ％、前年同月比

99.5％）と発表された。その内、針

葉樹合板の生産量は 26.3 万㎥（同比

104.1％、98.7％）となり、出荷量は

25.6 万㎥（同比 101.4％、101.8％）

で在荷量は 14.3 万㎥と若干増加した

が、出荷量は 6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
　3月度入荷量は 20.1 万㎥（前月比

88.9％、前年同月比 99.5％）となった。

国別入荷量はマレーシアが 7.5 万㎥、

インドネシアが 7.1 万㎥、中国が 4.4

万㎥となっている。5カ月連続前年を

下回った入荷となっている。

今後の見通し
　国内針葉樹合板の市況は若干落ち

着いた動きになっているが、需給バラ

ンスは取れている。フロアー台板など

生産アイテムが多様化する現状では

決して充分でなく、生産量の 0.54 カ

月分しか無い状態であるので、メー

カーが売り急ぐ必要もなく、荷動きが

活性化すればすぐに不足感が強まる

状況である。

　国内合板は晴れで間違いないが、輸

入合板は曇りがちなので、全体として

は晴れ時々曇りといったところだろ

うか。

代 表 者　代表取締役　日當 粕太郎
住　　所　岩手県久慈市夏井町大崎 15-1-1
取得規格　製材 JAS、SGEC、合法木材、岩手県産材証明制度登録事業者
　　　　　木づかい運動登録業者

　りんご箱用の板の製材から創業、現在も青森県の製函業者向けに、岩手県産アカ
マツ材で板材を出荷し続けています。
　多様化するニーズに対応して
住宅資材の取扱も開始し、現在
は 住 宅 用 の プ レ カ ッ ト 材 の 扱
いが大部分を占め、北東北の工
務店を中心に安心・安全な木材
とサービスの提供を行っていま
す。また、地域材「アカマツ」
の活用のため、新しい製品の開
発・販売にも力を入れています。

○住宅部門（プレカット）
　 東北 5 県を中心として在来木造用プレカットを提供しており、岩手県産材（カラマツ集成材・

カラマツ KD・スギ KD）を常時在庫しております。また、アカマツとカラマツの正角は機
械等級区分構造用製材の JAS 認証も取得しています。

○非住宅部門
　 地域材のアカマツを主として、りんご箱等の梱包材や家具用の化粧材といった非住宅部門

向けの材も扱っております。岩手県の木でもある「アカマツ」は、現在松くい虫被害も広
がっていますが、久慈地域はいまだ健全なアカマツ林が残る優良な産地です。辺材（白太）
部分が多く白い綺麗な木目が見られる特徴を活かし、化粧性の高い物を乾燥させて在庫し
ております（1.82m が主）。是非ご利用ください。

○木づかい活動
　 より身近なものに木を活用するために、様々な製品を「アカマツでもできないか」という

発想の元、開発しています。現在取り組んでいるものとして、レーザー加工を用いた木製
賞状・木製メダル・看板・雑貨、収穫・搬送用途以外にインテリアとして活用できるりん
ご箱、つちかべ花店さん（徳島）への材料供給によるアカマツの木の花などがあります。
その他、アカマツの普及を拡大すべく、他企業様との共同開発も積極的に行っております
ので、是非お問い合わせください。

有限会社 マルヒ製材


