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法改正はしなければな 針盤のなかに用いた言

があります。私が強調 のホームドクター」と

そして、皆さまとと

まれなかったことの証 法は国家の背骨であり、どお願い申し上げます。

が一度も戦争に巻き込 必要があるのです。憲 もよろしくご指導のほ

振り返った時、わが国 重に議論を重ねていく にする時です。今後と

それは、平成の時代を しません。それでも慎 今こそ我々の力を一つ

高く評価しています。 だとされる議論も否定 意を新たにしています。

れた恒久平和の精神を ために憲法改正が必要 局を乗り切っていく決

ては、第九条に定めら なく、それを持たせる もに、この未曽有の難

行の日本国憲法に対し ンスのような強制力が

切いたしませんが、現 事態宣言」には、フラ く所存です。

ギーに関する発言は一 のです。日本の「緊急 その使命を果たしてい

普段、私はイデオロ したいのはこの部分な しての姿勢を崩さず、

でした。

るのか」というご意見 「拙速な」というもの 寄り添いながら、「地域
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㈱躍
進
代表取締役

となり、いよいよ本格的

http://www.yakushin.jp

笠井 輝夫

頒価：220円（送料込み）

住 宅
情報誌

な動きをしてきたなとい

しかし、先月号の羅 に大きな不況が訪れ、

そして、時を待たず

ります。

そのため、様々な取り 関係をより深く、強くし

〇号を超えるまでになり りました。

しながら、お客さまとの

情報誌躍進も平成十五 討してきた躍進ですが、

げます。
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こそが
「地域のホームドクター」

これまでにご紹介を重 を診断する様々な能力を
また、補修や修理に関

ねてまいり、すっかりお 持っています。

なじみになりました木材

劣化診断士ですが、床下 する助言、改修や維持管

点検に多くの実績がある 理に関する助言を行うこ
木材劣化診断士が習得

躍進には現在、四人の木 とができます。

材劣化診断士がおります

K 048―688―3388
強度に優れた鍛造品を
N 048―680―7615
使用しています。
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一般的に疲労度が大きい箇所や靭性が必要とされる部分に使われます。 Ｅ-ｍａｉ

鍛造品を使用！

した診断技術は、住宅な

シロアリや腐朽菌によ
って食害・侵食された家
屋の耐久性は著しく低下

鋳造品ではなく

木材劣化診断士は、木 どの劣化診断にも適用可

「住まいの予防医学」の
最前線で活躍

枠

日立オートモティブシステムズ（旧トキコ）社製。
半永久的に使用が可能です。

お問い合わせは
躍進までお気軽に！

オイルダンパー

︵左上写真参照︶
。

材の生物劣化（腐朽と虫 能です。住宅と外構の基

害）の診断技術の専門家 礎と劣化のポイントをお
さえ、木材とその劣化、

外構の中心となる木質 構造別の劣化の特徴を把

です。

構造物の生物劣化の現況 握しています。

そんな木材劣化診断士 します。耐震強度も下落
の目指すべき姿こそ、躍 し、新築当初の性能は保
進の﹁地域のホームドク 証できません。もし大き
な地震等に遭い、家が傾
躍進は「地域のホーム くほどの損傷を受けた場

ター﹂なのです。

ドクター」として、地元 合、その資産価値はゼロ

行い、土台や束などの木

そのため、床下点検を

を中心に、多くの皆さま になってしまうのです。
の暮らしを見つめてまい
りました。

幸せなホームを実現す 材の状態をチェックし、
るには、その入れ物であ 適切な処置を施さなくて
その最前線で活躍して

るハウス（住宅）が健全 はなりません。
でなければなりません。

肝心なのは、治療だけで いるのが躍進の木材劣化
ームドクター」としての

なく
「住まいの予防医学」 診断士であり、「地域のホ
を実践することです。

その中でも、床下点検 役割を果たしているので
は、
「 住 まいの 予 防 医 学 」 す。床下点検からはじま
を実践する「地域のホー る「住まいの予防医学」
ムドクター」である躍進 は躍進におまかせを。ご
にご連絡ください。

のまさに背骨ともいえる 依頼、ご相談などお気軽
部分です。

トグル制震構法

耐震性がアップ！

の
目指すべき姿

木材劣化診断士

〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

ますます好評！

開口部や空いている壁面を補強するだけで
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

究極の資産価値アップを実現！

躍進のリフォーム総合 一坪あたり約十二袋敷つ の床下換気扇三台分に相 素材がベースで、建物の
エントランス部分から、

換気と撹拌機能を同時 戸建て住宅の外壁にも用

進の「足場パック」をご

利用ください。

http://yakushin.jp/
exterior-painting/

提案﹁足場パック﹂は、 めるだけで床下の湿気を 当します。
現在スプリングキャンペ コントロールします。底

面をフィルム加工してあ に搭載した高効率換気シ いられています。自然の

「足場パック」の目的は、りますので地面からの湿 ステムであり、床下中央 風合いを活かした意匠性

ーンの真っ最中です。

主な特長は以下の通り。

クトに撹拌換気します。 ます。

住宅の上下、内外のすべ 気もシャットアウトしま 部の高湿エリアをダイレ が、壁面を多彩に演出し
同じく、セラミック炭 それにより、布基礎や基

てをリフレッシュして、 す。
資産価値をアップさせる

ことです。その目玉こそ から作られた土壌改良材 礎パッキン工法、基礎断 ︻意匠性︼

全体的な風合い︑さらに

豪華な自然石調の仕上 すので︑色合いをはじめ︑

施工手順は︑本文末のＱ

「足場パック」

でご確認ください︒

無機系素材の使用によ ＲコードならびにＵＲＬ

︻耐久性︼
り耐久性に優れます。

外装一式工事を代表す ︻超低汚染仕様︼

仕上がりが大好評

自然石調の

﹃ カ ー ボ エ ー ス ﹄﹃ 床 下 肥性、保水性に優れ、病 の床下に設置可能です。 がりが得られます。

﹃ 飛 騨 炭 床 下 調 湿 材 ﹄ 『カーボエース』は、保 熱工法等、あらゆる構造
用攪拌・換気システム﹄の 害虫の発生を抑制します。

﹁床下三点セット﹂︵左下 また土中から放出される
写 真 参 照 ︶と 、﹃ エ レ ガ ン ガスを吸着するほか、
ストーン﹄︵右下写真参照︶ 調整機能、土中有効微生

超低汚染型のクリヤー には、定番商品、

っかりおなじみとなりま トップを施工することで 人気商品が多数用

家の究極の資産価

『床下用攪拌・換気シ した自然石調の装飾仕上 耐汚染性を向上させるこ 意されています。

ます。

に代表される外装一式工 物の繁殖促進効果もあり る商品として、いまやす
事なのです。

「床下トリオ」からはじ

本誌はモノクロ印刷で 値アップには、躍

ステム』は、中央部設置 塗 材 『 エ レ ガ ン ス ト ー とができます。
に よ る ダ イ レ ク ト 換 気 ン』は、自然石の無機系

おかげさまで、
「足場パック」
の
目玉商品と
なりました。

まる資産価値アップ

セラミック炭から作ら （新方式）により一台で
れた脱臭調湿材『飛騨炭 二〇坪までの床下をカバ
床下調湿材』は、床下に ーします。これは、従来

床下用攪拌・
換気システム

ph
※写真はイメージです。

で

外装一式工事
と

床下３点セット
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取り組む市区町村の状況 （行政代執行と略式代執

と、管理不全の空き家の 行）が一九六件です。特

容

除却等の状況に関する調 定空家等の除却等（修繕、

周辺の生活環境等に悪 む）に至った件数は七五

内

申請にあたっては、三 査の結果を公表しました。繁茂した樹木の伐採を含

業

響もあり、着工期限を六

月末までとする延長を行 月末までに契約できなか

についての助言・指導な 市区町村において空き家

ファーストアローズ

国交
省

っていました。しかし新 った理由の申告が必要と 影響を及ぼす特定空家等 五二物件でした。また、

株式会社

型コロナでは住宅設備や なっています。
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関連会社

事

次世代住宅ポイント、
新型コロナ で
八月末契約物件 まで対象

〒３３７-００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６-１

社 K048-688-3388 N048-680-7615
東 京 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8 DFビル2F
営業所 K03-6804-2541 N03-6804-2542

ヤクシンジャパン

どの措置は、空家法施行 対策として様々な取り組

本

株式会社

不動産事業

国土交通省は四月七日、日の間に契約を行った物 建材の納品の遅れなどで、

株式会社

関連会社

言・指導が一万七〇二六 二物件の管理不全の空き

エイチームフィナジー
（大阪市）
はこのほど、
「独身者の住宅購入についての意識調査」
を実
施し、
その結果を発表しました。現在、住宅の購入を検討しているか尋ねたところ、15.6%が
「すでに購入している」
と回答。
「具体的に購入を検討している」
が4.3%、
「まだ具体的に検討
していないが、
いずれ検討したい」
が17.0%となりました。
「すでに住宅を購入している」と答えた割合が最も多かったのは50代後半の女性で
35.7%。
「すでに住宅を購入している」
「具体的に購入を検討している」
「まだ具体的に検討し
ていないが、いずれ検討したい」をあわせた割合が最も多かったのは50代後半の男性で、
45.7%となりました。女性は40代よりも30代の方が住宅購入に積極的であることもわかり
ました。
住宅の購入に積極的な人を対象に、購入したい住宅について質問したところ、
「一戸建て」
が51.4%、
「マンション」
が42.2%となりました。
住宅購入に関心を持ったきっかけとして最も多かった回答は「賃貸の家賃を払い続けるの
がもったいないから」
（27.3%）
。
次いで
「老後のため」
（21.6%）
「
、マイホーム購入の夢がある
から」
（15.2%）
と続きました。購入を検討していない人の理由として最も多かった回答は
「住
宅ローンを払いたくないから」
（43.6%）
でした。
現在の住居は
「実家」
（52.0%）
が最多。次いで「一人暮らし
（賃貸）」
（28.8%）
となりました。
調査期間は3月5日から9日。全国の30歳から59歳の独身者（男女）819人を対象に、
イン
ターネット調査を実施しました。

管理不全の空き家の
から二〇一九年十月一日 みが行われた結果、特定
除却等措置、四年半
までの四年半の累計で助 空家等を含む七万六八九
で約七・七万物件

エイチームフィナジー調べ

国土交通省と総務省は 件、勧告が一〇五〇件、 家の除却等が進んだ模様

独身者の 4 割が住宅購入に積極的

四月八日、空き家対策に 命令が一三一件、代執行 です。

イタンジ
（東京都港区）、
スペースリー
（東京都渋谷区）、WealthPark（東京都渋谷区）
は、不
動産業界における新型コロナウイルスの影響とテレワークに関するアンケートを実施し、そ
の結果を発表しました。新型コロナウイルスの影響を業務面で感じていると回答した割合は
83%。業務のどの部分に影響を感じているか尋ねたところ、
「来店数（の減少）」
（42%）、
「内
見数
（の減少）
（41%）
」
との回答がそれぞれ4割を超えました。
テレワークの準備状況としては、
「すでに全社員がテレワークを行っている」
が13%、
「一部
社員が行っている」
が29%となりました。
テレワークで賃貸仲介業務を行うにあたって不安な点を尋ねたところ、
最も多かった回答は
「物件内覧方法」
（ 56.0%）。次いで「契約手続き方法」
（ 44.0%）、
「 鍵の引き渡し方法」
（39.3%）
と続きました。テレワークで賃貸管理業務を行うにあたって不安なこととしては、
「入居者対応業務」
（51.8%）
が最多。次いで「オーナー報告業務」
（45.2%）、
「建物巡回業務」
（39.3%）
となりました。
導入しているツールとしては、
「 チャットツール」
（ 63%）が最も多く、
「グループウェア」
（56%）
「Web会議システム」
、
（55%）
と続きました。
調査期間は4月1日から3日。不動産事業者138 社（回答者数175人）
を対象に、
インター
ネット調査を実施しました。

次世代住宅ポイント制度 件もポイントの付与の対 事業者から受注や契約を

不動産事業者の 8 割
「新型コロナの影響ある」

とから、八月末までの契

帝国データバンク
（東京都港区）
は4月3日、
「新型コロナウイルス感染症に対する企業の意
識調査」
（2020年3月）
の結果を発表しました。
新型コロナウイルス感染症による自社の業績への影響について、
『マイナスの影響がある』
と見込む企業は80.3％でした。内訳は、
「既にマイナスの影響がある」が46.5％、
「今後マイ
ナスの影響がある」
が33.8％でした。一方、
『影響はない』
とする企業は9.0％、
『プラスの影響
がある』
（「既にプラスの影響がある」
＋
「今後プラスの影響がある」）
と見込む企業は2.1％で
した。
業界別にみると、建設業の73.8%、不動産業の82.0%が『マイナスの影響がある』
と見込
んでいました。業種別では、
「家具類小売」
（100.0％）、
「飲食店」
（98.2％）、
「繊維・繊維製品・
服飾品小売」
（97.0％）、
「旅館・ホテル」
（96.8％）、
「繊維・繊維製品・服飾品卸売」
（96.6％）
などで
『マイナスの影響がある』
と見込む企業の割合が高かったようです。
『マイナスの影響がある』
と見込む企業の割合の日別推移をみると、
3月に入って概ね8割程
度で推移していましたが、首都圏を中心に行われた週末の不要不急の外出自粛を経て、3月
31日にピークとなる84.4％を記録しました。
同調査の調査期間は3月17日から31日。調査対象は全国2万3676社で、有効回答企業数
は1万1330社。
回答率は47.9％でした。

について新型コロナウイ 象に含めることを発表し 断られるケースもあるこ

帝国データバンク調べ

ルスの影響で三月末ま で ま し た 。

新型コロナ、
建設業の 73.8% が
「マイナスの影響」
見込み

躍進

に契約できなかった場合、 同制度は二〇一九年の 約物件まで対象を広げた

月刊 住宅情報誌

四月七日から八月三十一 台風一五号・一九号の影 ということです。

2020 年（令和 2 年）5 月 1 日（金）

防水工事：ＦＲＰ、ウレタン、塩ビシート、
ゴムシート、アスファルトシーリング、注入、
ピンニング、シングル葺き
木材保存工事：床下点検、シロアリ駆除
及び予防、調湿剤、床下換気 等
塗装工事：各種塗装
外部点検：屋根、陸屋根、バルコニー、
外壁 等診断

