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ばなかったりすると、 度合いによるものでは どれだけ真剣に取り組

提案「足場パック」では、その機能を失いますが、 有効です。
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乾燥剤は、湿気を吸収 た調湿材も多数あります。なども発生します。
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梅雨はもうすぐ
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施工直後の雨でも心配無用！
吹付後 １分で指触乾燥
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超速硬化ウレタンスプレーの使用量（単位：トン）

スプレーウレタン
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開口部や空いている壁面を補強するだけで

躍進では、梅雨を迎え コストで改修できます。 バルコニーや駐車場など、 お問い合わせは、躍進
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施工直後に降雨しても

形成できます。
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吹き付けであるため、複
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図1

復旧し、増強も可能です。

重ね塗り改修が可能な

ため、将来の改修時に低

超速硬化ウレタンスプレー

ますます好評！

耐震性がアップ！

トグル制震構法

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース
枠

オイルダンパー

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。

鋳造品ではなく

腕

クレビス（回転支承部）

鍛造品を使用！

お問い合わせは
躍進までお気軽に！
〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１
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は三分の一。 対象製品
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国土交通省の予算で行 の登録申請は、四月十四

ルギー源と位置づけまし 定しています。
た。

ゼロ・エネ住宅補助、ギー化推進事業」は中小
四月二十一日に公募 の工務店が対象。一戸あ
スタート
たり最大一六五万円を補

経済産業省の予算で行

ゼロ・エネルギー住宅 助します。

昼夜を問わず継続的に稼 の普及を支援する二つの

原発依存度については、働できる電源となる「ベ 補助事業の公募が四月二 う「ネット・ゼロ・エネ 福祉用具サービス計画の

しました。

ー基本計画」を閣議決定 に発電することができ、

方向性を示す「エネルギ ストが、低廉で、安定的

ネルギー政策の基本的な 子力を、発電（運転）コ
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先導的大規模木造建築物 の

補助対象 を募集

対象となるのは建築物

国土交通省は四月十 八 決 定 す る 予 定 で す 。
日、先導的な大規模木 造

建築物の建設を支援する の木造化と建築物の内装 「省エネルギー・再生可 ースロード電源」と位置 十一日に始まりました。 ルギー・ハウス支援事業」作成に関するガイドライ
ゼロ・エネルギー化推 は、先進的なシステムの ンを公表しました。

「木造建築技術先導事業」 ・外装の木質化で、先導 能エネルギーの導入や火 づけました。

自民党は、宅地建物取引主任者制度の改正を目指します。名
称を「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」と変更し、
信頼失墜行為の禁止や知識・能力の維持向上に関する規定な
どを設けます。宅建業法改正案を今通常国会に議員立法とし
て提出します。
今後、住宅市場のストックシフトが進み中古住宅などの不動
産取引が増えると見込まれる中、同資格保有者の責任をより明
確にし、取引の適正化を図っていくのが狙いです。

などを分かりやすく示し

ました。

福祉用具を貸与・販売

今回のガイドラインは、

用具専門相談員協会（愛

り一五〇万円で、補助率 す。

補助で、上限は一戸あた ページ上で公開していま

ームを行う施主に対する 専門相談員協会のホーム

性能建材を用いたリフォ 般社団法人全国福祉用具

エネルギー性能の高い高 した。ガイドラインは一

ニシアチブが認定した省 の助成を受けてまとめま

同事業は、環境共創イ 称 ふ: く せ ん ） が 厚 労 省

ています。

した。二次募集も予定し 一 般 社 団 法 人 全 国 福 祉

ら受け付けると発表しま

交付申請を五月十四日か ます。

促進事業」の一般公募の 月から義務づけられてい

における高性能建材導入 することが二〇一四年四

行う「既築住宅・建築物 具サービス計画」を作成

フォームに対して補助を する事業所では、「福祉用

材などを使った省エネリ

央区）は、高性能な断熱 を進めていく予定です。

イニシアチブ（東京都中 に、ガイドラインの活用

一般社団法人環境共創 者の研修や支援の際など

高性能建材リフォー
同省では、福祉用具の
ム補助、一般公募は 貸与・販売事業所や、居
五月十四日から
宅介護支援事業所の関係

コスト面で様々な課題が ました。いずれの事業も 補助します。

計画を作成するための
再生可能エネルギーは、進室が四月十一日、現時 導入を支援します。一戸
の二〇一四年度予算分の 性が高いプロジェクトを 力発電所の効率化などに
対象事業の募集を開始し 有識者の評価で選びます。より、可能な限り低減さ 「現時点では安定供給面、点での応募要領を公表し あたり最大三五〇万円を 基本的な考え方や留意点

オールアバウト（東京都渋谷区）が運営する「生活トレンド研
究所」は、1～2年以内に新築住宅を買った111人、中古住宅を
買った96人、購入意欲はあるがまだ買っていない130人の計
337人（20～69歳）に消費増税と住宅購入に関する調査を行
いました。調査時期は3月11日。
新築購入者の理由のトップは「消費税が上がるから」
（61.3
％）で、
「価格が上がりそうだから」
（38.7％）が続いています。
購入意欲はあるがまだ買っていない130人に、消費税率が
10％になるまでの購入意欲を聞くと、半数以上が「購入した
い」と回答しました。
全員に「住宅ローン減税」および「すまい給付金」の認知に
ついてたずねると、新築・中古購入者の半数以上が住宅ローン
減税を知っていた一方で、すまい給付金は新築で4割、中古で1
割強と認知度が低いことがわかりました。

せる」としました。

一般財団法人建築環境・省エネルギー機構（IBEC）は、4月
21日から住宅の気密性能を測る気密測定技能者養成講習・試
験の申込受け付けを開始しています。今年度の講習と試験は、
6月～7月に全国主要都市7会場で開催します。
同講習は、
「JIS A2201 送風機による住宅等の気密性能試
験方法」に基づく測定方法やその原理を習得を目的としたもの。
試験は講習と同日に行います。
電話での問い合わせは03-3222-0537まで。

ました。五月二十六日 ま

IBEC、2014年度の
気密測定技能者養成講習・試験を6月から開催

で募集しています。八月 「エネルギー基本計画」 今回の計画は第四次計 存在する」としながらも、公募期間は六月六日まで。
閣議決定
画で、東日本大震災以降、重要な低炭素の国産エネ 採択決定は七月中旬を予

住宅購入意向者の5割が
「消費税率10％までに買いたい」

頃に採択プロジェクト を

宅地建物取引主任者制度見直しへ
業法改正案を今通常国会で
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これからの季節は

要注意！

まで ,048・688・3388
ください。
すぐに

お電話

各営業所：神奈川、埼玉、千葉、土浦、栃木、仙台

ＵＲＬ＝ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｙａｋｕｓｈ
ｉ
ｎ.ｊ
ｐ Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ＝ｙａｋｕｓｈ
ｉ
ｎ-ｎｏ１@ｎ
ｉ
ｆ
ｔｙ.ｃｏｍ

東北地区もエリアにおさめ
「百年企業」としての
機動力を確保！
栃木
（営）
T E L.028-652-7307
FAX.028-652-7308

関連会社

株式会社

ファーストアローズ

本社 埼玉
（営）
T E L.048-688-3388
FAX.048-680-7615
T E L.03-6804-2541
東京
（営）
FAX.03-6804-2542
T E L.0466-41-3006
FAX.0466-41-3007
神奈川
（営）

土浦
（営）
T E L.029-804-3388
FAX.029-804-3399
千葉（営）
T E L.04-7162-7734
FAX.04-7162-7735

左上の写真は、外壁に したシロアリが上空へ上 土台などの木材を食害し してください。しかし、

東 京 〒107―0062 東京都港区南青山2―2―8 DFビル2F
営業所 03―6804―2541 03―6804―2542

ヤクシンジャパン

カンザイシロアリ（右下 なシロアリです。

048―688―3388 048―680―7615

仙台（営）
T E L.022-781-3288
FAX.022-781-1066

関連会社

株式会社

しい巣を作ります。

〒３３７―００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６―１

をクリックして下さい。

及んだシロアリの被害を り、そのうちの一対が新 ます。しかし、アメリカ 完全な駆除が非常に困難

検索

撮影したものです。

躍進

お問い合わせは躍進ま

躍進

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

多数の羽アリが同時に の写真）は湿気（水分）を

躍進

目に見えない部分に被

では

工 事 事 業 防水 木材保存 外壁・屋根 塗装 地質調査・改良
提 携 先
基礎・スーパーエアドーム工法 建て方・大工
弁護士／公認会計士／税理
リニューアル・リフォーム オール電化 太陽光発電
営業所の所在地
士／司法書士／ファイナン
プレカット事業 プレカット 建て方 大工工事
シャルプランナー〈ＣＦＰ・ＡＦＰ〉
設 計 事 業 設計 商業施設 インテリアコーディネーター
（プランニング・施工）
不 動 産 事 業 不動産売買・仲介 不動産再活（再生・活用）・リニューアル
ファイナンシャルプランニング コンサルティング業務（目的／資産価値の最大化／
相続対策／資産運用／事業承継対策／Ｍ＆Ａ／住宅ローンアドバイザー／不動産管理）

害が及んでいるため、発 飛び出すため群飛（ぐん 必要とせず、乾燥した木 でお気軽に。

見が遅れると取り返しの ぴ／スウォーム）と呼ば 材の細胞に含まれるほん

つかないことになります。れます。ヤマトシロアリ のわずかな水分だけで何

しかし、シロアリは暗 の群飛は四～五月、イエ 年も生きていけるのです。

群飛が発見された近く ざまで、二階の軒先や窓、

く湿度も高く無風状態と シロアリは六～七月です。 また、侵入経路もさま

なる「蟻道」を形成して

その中を移動します（左 には、ある程度成熟した 壁などあらゆるところか

被害範囲は、専門家で

下 写 真 ）。 非 常 に し ぶ と 巣が存在します。つまり、ら侵入可能です。

にシロアリが活発に活動 も特定しづらく、完璧に

べてはがしてみなければ

羽アリ発生だけでなく、

なりません。

砂粒状の糞をするため、

している可能性が極めて 調べるには壁や天井をす

高い証拠なのです。

アメリカカンザイ
シロアリにも要注意

通常のシロアリは、地 それが天井からパラパラ

いため、早期発見がなに 羽蟻の発生は、その周辺

よりも重要です。

群飛にご注意

シロアリは四月ごろか

ら活動は活発化させてい

四月上旬になると、交

ます。

尾を目的に、多くの羽化 中の巣から床下に侵入し と降ってきたら必ず確認

躍進

数々の商品を常時
取り揃えております︒

社

（4）

アメリカカンザイシロアリは最も対策が難しい

株式会社
本

躍進

