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3. 発表

２. 表彰

vol79蕨市立歴史民俗資料館別館（旧金子家住宅）の外観

１．企 業 名  ジャパンホームシールド株式会社
２．一言PR　地盤からはじまる、住まいのトータルサポート
３．PRコメント
　LIXILグループで戸建住宅の地盤調査・建物検査を手掛ける
ジャパンホームシールドは創立30周年を迎えました。基幹業務で
ある地盤事業は、ダントツの累計160万棟という実績を積み重ね、
業界初の不同沈下に対する地盤の品質保証は、今では必要不可
欠なサービスとなりました。
　当社は創業以来、一貫して“技術”にこだわり続けており、独自
開発の “SDS試験”は地盤評価の要である土質判別が可能な特
許技術で、数多くのビルダー様に採用頂いています。
　自然災害が記憶に新しい昨今では、SDS技術を活用した液状
化リスク判定や、災害リスクをまとめた土地情報レポートなどの提
供を開始しています。
  累計実績20万戸の建物検査事業では、民法改正を背景に検査
体制の強化を進めています。当社が提供する品質検査は、施工不
備の見逃し、人材不足、人材育成など、住宅業界の課題を解決し
差別化できるサービスです。
　簡易補修まで行う定期点検代行サービスを含めて、当社はこれ
からも幅広い見識と能力を備えるマルチプレイヤーとして、住まい
づくりを総合的にサポートしてまいります。

　埼玉県住まいづくり協議会は、令和２年３月３１日、災害時
における応急仮設木造住宅の建設を円滑に実施するために、埼
玉県及びさいたま市との間で、「災害時における応急仮設木造
住宅の建設に関する協定」を締結しました。

　平成 30年６月に災害救助法が改正され、政令指定都市が自
らの事務として被災者の救助を行うことが可能となりました。
これを契機に、さいたま市からの要請を受け、協定の締結に至っ

県及びさいたま市と
「災害時における応急仮設木造住宅の建設に関する協定」を締結

1、企  業  名　近藤建設株式会社
2、PRコメント
　近藤建設グループは、「快適生活応援企業として地域密着・親
戚づきあい・迅速行動で幸せを建てる」を事業コンセプトに埼玉
県を中心に住まいをはじめとした数多くの建物をご提供させて
頂いている会社です。
　住宅部門は「建築士とつくる！家づくり」をテーマにデザインと
生活提案に特化した建物をご提案しており、数多くのデザインコ
ンテストにおいて10年連続で受賞しております。
　建設部門は、RC構造建物はもとより、新しい材料CLTを使っ
た非木造住宅や、戸建住宅賃貸「KASHIYA」のご提案など、多
岐に渡って資産活用のご提案にも力を入れています。
　また、地域密着活動として、暮らしを楽しんで頂くイベントを数

たものです。なお、県とは、平成 24年３月 31日に応急仮設
住宅の協定を締結していましたが、新たに協議会、埼玉県、さ
いたま市の三者による協定に見直ししました。
　この協定では、応急仮設住宅の整備にあたって、埼玉県とさ
いたま市で調整のうえ戸数の配分が決定され、それを基に協議
会が住宅建設業者を斡旋し、応急仮設住宅が建設されます。　
　引き続き協議会では、大規模災害時には迅速に応急仮設住宅
を供給できるよう体制づくりを進めていきます。

会員紹介

近藤建設株式会社

ジャパンホームシールド株式会社

多く行うと共に、地域の皆様の交流の場として活用頂ける
「KonKonPark」を運営しています。
　ご家族の時をデザインする新コンセプト住宅展示場「LIFE 
FIT STUDIO所沢」のオープンと、これからも新しい幸せづくり
に向かい様々な挑戦を行っていきます。
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床の間は美の展示空間だった
無駄と思われる空間が心を豊かにする

（住宅ジャーナリスト・岡田憲治）

床の間の始まりは押板だった
　いま住宅展示場で床の間のある住宅を探すのは苦労する。
だが昭和の時代までは工業化住宅でもプランの中に床の間
は入っていたものである。床の間は絵（掛軸）や花を飾って鑑
賞するための舞台で座敷飾りの一つである。床の間の前身が
押板（おしいた）といって仏画などを掛け、燭台や香炉などを
置く台のある空間装置、先祖をまつる仏壇や神棚として使わ
れた。岡倉天心は仏壇のことを床の間の原型（茶の本）といっ
たが、仏壇が押板となり、さらに押板と畳床が一つになって床
の間となったようだ。
　江戸中期、18世紀前半の建築と推定されている旧高橋家
住宅（国指定重要文化財、朝霞市根岸台2-15-10）には床の
間と押板があった。床の間は客を迎える客間に、押板は日常
生活空間の部屋の境につくられていた。柱と柱の間（約一間）
に横木を通し背面に板を張ったもの、造り付けである。器物を
置くこともできる。❶　旧高橋家住宅よりも少し前17世紀後半
の元禄の頃に建てられたという旧冨岡家住宅（新倉ふるさと
民家園。和光市指定文化財、和光市下新倉2-33-1）にも押板
があるが、時代が下がると押板も設置しなくなるというから押
板が見られるのは貴重である。❷

明り取りにみる組子の技の魅力

　床の間と置物などを飾る棚（違棚）、出文机（いだしふづく
え。机代りに張り出した棚）と明かり障子のある書院が加わる
と書院造りで本床と呼ばれる座敷飾りとなる。この室内装飾３
点セットが揃うのは銀閣寺を建て東山文化を築いた足利義
政の時代だという。徳川の時代になっても書院造りは続き、大

名屋敷などから中下級武士に至るまで書院造りが盛んで、書
院造りは日本の住宅建築の基本ともなる。
　太田博太郎氏は「建築史序説」（彰国社）のなかで〈書院造
がただ支配階級の住宅だけに用いられたのでなく、床・棚・書
院という定型化した座敷の形式は、一般町家に、それはひいて
は農家にまで浸潤し、現在みるような和風住宅の平面と意匠
が確立した点は注目すべきである。〉と書院造の広がりを指摘
する。書院造が広く農民にまで普及したのは客間の普及と結
びついて、講など寄り合いが生まれたためだと民俗学者の宮
本常一氏は言う（日本人の住まい）。
　だが、書院造も順調に広まっていったわけではない。江戸幕
府はたびたび贅沢禁止令を出し、「華麗」「豪奢」「奢侈（しゃ
し）」とみられる建物は禁止され、そのターゲットにされたのが
書院造りであり、数寄屋意匠の別宅や茶屋などだった。それで
も書院造りは形を変えつつも明治以降も生き残るのである。
　座敷飾りのある住宅を歩いてみよう。
　江戸時代名主を勤めたという越谷市保存民家の大間野町
旧中村家住宅（越谷市大間野町1-100-4）の主屋は1914（大
正３）年の建築。式台付きの玄関の先に客間の12畳の奥座敷
がある。床の間、違い棚の意匠はシンプルだが、付書院（明り
取りと棚板のあるもの）の明り取りの組子のデザインがいい。
見ていてあきない。❸
　川島町の遠山邸（遠山記念館。比企郡川島町白井沼675）
は1936（昭和11）年に竣工した和風建築の大邸宅、東棟、中
棟、西棟と建築様式が異なる３棟で構成。貴賓を接待するた
めに建てられたのが中棟で格式ある書院造りである。天井高
は10メートルの18畳の大広間がある。１間半の床、床脇、付書
院と型を守っている。尾州檜５寸の柱、床柱は北山杉絞り丸太
を使用。壁はえんじ色というか赤褐色、「本霞」というそうだ。

　西棟は数寄屋造りで格式ばった感じはない。８畳半の間に
ある座敷飾りは自然素材を生かしたつくりとなっている。柱は
北山杉面皮、床柱は北山杉絞丸太、天井も北山杉の網代（あ
じろ。縦横交互に組んだもの）と北山杉を多用、床の落し掛け
（床の間上部の垂れ壁の下端に設ける横木）には立ち枯れた
ような錆竹を使っている。❹
　旧山崎家別邸（川越市松江町2-7-8）は川越の老舗菓子店
亀屋5代目の隠居所。1925（大正14）年に建てられた。客間９
畳の間は床、棚、付書院の本床形式を採用しているが、柱は吉
野杉の磨き丸太、床柱は北山杉の絞り丸太。壁は薄緑の京壁
という。床は１間半で琵琶棚（高さ９寸ほどの棚）を設けてい
る。明り取りは櫛の形と遊び心が見られておもしろい。
　旧中山道沿いの蕨市立歴史民俗資料館別館（旧金子家住
宅。蕨市中央5-19-3）は明治時代に織物の買継商（仲買のこ
と）をしていた金子家の建物で、蕨市の４代目市長をしていた
金子吉衛氏の没後、市が譲り受け資料館とした。
建物は1887（明治20）建築という。帳場がある店構えが当時
の姿を映し出す。店の奥に蔵があり、そして廊下をめぐらし離
れのように続き間の客間がある。数寄屋風で庭の眺めがいい。
埼玉県近代和風建築総合調査報告書（埼玉県教育委員会
編、2017年）によると、昭和初期には建築されていただろうと
いうので大正時代末～昭和初期頃に増築されたもののよう
だ。床の間の壁は墨色、付書院（棚のある書院）の明り取りは
亀甲や竹の籠目模様だろうか。帳場奥には平書院（明り取りだ
けの書院）の床の間もあり、比べて見るのもいい。表紙❺❻

床の間をクローゼットにした進駐軍接収住宅
　旧石川組製糸西洋館（入間市河原町13-13）は製糸の輸

出を行っていた石川組製糸が海外の客を接待するためにつ
くった迎賓館。1923（大正12）年頃に建てられたという。折上
げの小組格天井の応接室、舞踏会を催したという2階大広間
など随所に西洋風の仕様・デザインを入れているが、二間続
きの和室もあり和のもてなしもしていたようだ。
　戦後になって進駐軍に接収され、連合軍将校たちの住宅
となった。２階の続き間和室の畳ははがされ板敷きとなり、床
の間はクローゼットに、床脇の違い棚は壊されてそこにドアが
取りつけられホールにでられるようにした。現在、入間市の管
理となり一般公開されているが、続き間の床の間も当初の姿
に戻ったが、一部クローゼットやドアを残しており、接収住宅
の記憶を刻んでいる。❼
　戦後の庶民の新築住宅のプランをみると床＋収納ないし
床＋仏壇という形が昭和まで続き、以後、畳が消えたり、床の
間の代りにクローゼットになったりしていった。旧石川組製糸
西洋館が接収住宅となり、床の間がクローゼットになったこと
は戦後プランの先駆けを示すものだったといえるかもしれない。
　座敷飾りは美の空間である、押板が仏画の場であったよう
に壁を利用して絵画を飾るのもいい。洋風住宅でも一間ほど
の飾りつけの空間があれば楽しくなる。また床の間の空間が
あると、演出家の久世光彦氏（1934～2006）が〈何だか部屋
に落ち着きがないと思ったら、驚いたことに床の間がないので
ある。〉（家の匂い町の音）と家づくりでの失敗談を語っていた
が、床の間の半間奥まったその空間を広げるとともに、何とも
いえない心の広がりをもたらすのだ。無駄と思われる床の間
の空間の魅力を再度見直したい。

❺付け書院のある旧金子家住宅の床の間❶旧高橋家住宅の押板 ❸大間野町旧中村家住宅の床の間

❷旧冨岡家住宅の押板
❹数寄屋風の床の間がある遠山邸

❻組子の技がすばらしい（旧金子家住宅）

❼旧石川組製糸西洋館の床の間
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建築家　
東京藝術大学准教授　  藤村 龍至 氏

超高齢化社会における持続可能な
　  郊外住環境の実現にむけて



　埼玉県では、子育てしやすい住環境の整備を支援するため、
多子世帯（１８歳未満の子が３人以上の世帯等）が住宅を取
得する際にかかる諸経費に対して補助金を交付しています。

１　補助金額、補助の対象となる諸経費
　住宅を取得する際に要した諸経費の実費合計額を最大４０
　万円まで補助します。

２　取得住宅の種類は中古住宅です
　・申し込み方法　先着順
　・申し込み開始日　令和２年４月１日
　・補  助  件  数　１４０件
　・補  助  金  額　最大４０万円
　・補助対象経費　住宅ローン保証料　住宅ローン手数料　
　　　　　　　　　登記費用　仲介手数料　など

３　補助の対象となる世帯（多子世帯の要件）
  （１）子（※１）が３人以上の世帯
　　・母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含みます。

　（２）子（※１）が２人の世帯
　　・夫婦とも４０歳未満（※２）で３人目の子を希望する
　　　世帯。
　　・母子手帳の交付を受けている出産予定の子は含みませ
　　　ん。
　　　※１　子は１８歳未満。令和２年４月 1日から令和３
　　　　　年３月３１日までに１８歳になる子を含みます。
　　　※２　４０歳未満には令和２年４月１日から令和３年　
　　　　　３月３１日までに４０歳になる方を含みます。

４　補助の対象となる中古住宅
　（１）住宅取得時期
　　・住宅取得の完了（「建物の移転登記」及び「世帯全員　
　　　の住民票の異動」）が令和２年１月１日以降であること。
　（２）住宅面積
　　ア　戸建　　　：床面積１００㎡以上
　　イ　マンション：床面積８０㎡以上又は５室以上

　　※その他にも申請要件はありますので、県ホームペー　　
　　　ジでご確認ください。

埼玉県多子世帯向け中古住宅取得補助金

住　ま　い　給　付　金
　住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な
所得層に対し、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度
緩和するため、収入に応じ現金を給付します。（令和３年 12
月末までに引き渡しを受け、入居した方が対象）
　消費税率引き上げ（８％→１０％）に伴い、対象となる所
得者層を拡充するとともに、給付額を最大３０万円から５０
万円に引き上げました。
　＜住宅を新築または新築住宅を取得する場合＞
　住宅ローンを利用する場合の要件
　・床面積５０㎡以上の住宅
　・施工中等に検査を実施し、一定の品質が確認された住宅

　（例：住宅瑕疵担保責任保険への加入、建設住宅性能表示　
　　　　制度を利用等）
　※現金購入の場合は追加要件あり。

（参考）
　収入額の目安　　　　 　　　　給付額
　４５０万円以下 　　　　５０万円
　４５０万円超５２５万円以下 ４０万円
　５２５万円超６００万円以下 ３０万円
　６００万円超６７５万円以下 ２０万円
　６７５万円超７７５万円以下 １０万円

　埼玉県住まいづくり協議会情報普及部会では、１月２８日（火）
空き家対策講習会を開催しました。本講習会は、会員の「空き家問
題」に関する知識向上と、埼玉県の空き家対策の推進に寄与する
ことを目的に、今年度初めて開催しました。当日は、会員のほか多
くの県内自治体の方に出席いただきました。
　第一部では、首都大学東京の饗庭伸教授に「暮らしを豊かにす
る空き家まちづくり」のテーマで講演いただきました。饗庭先生
は、各地の「空き家問題等を抱える」現場において、まちづくりの専
門家として問題解決に関わられており、具体的な事例をちりばめ
た話に、皆熱心に聴き入っていました。第二部では埼玉県建築安
全課の錦戸陽介主幹から「県の空き家対策の取組」についてわか
りやすい説明があり、会員の「空き家問題」に関する知識向上を図
る有意義な講習会となりました。 　埼玉県住まいづくり協議会の（株）中央住宅、（株）高砂建設、

（株）アキュラホームとさいたま市は、美園地区で進めている「ス
マートシティさいたまモデル」事業が第７回プラチナ大賞（主催：
プラチナ大賞運営委員会（委員長 増田 寛也）の「優秀賞・新しい
時代のまちづくり賞」を受賞しました。
　プラチナ大賞とは、「プラチナ構想ネットワーク」が掲げた21世
紀のビジョン『プラチナ社会』を目指し、『公民+学』で取り組んで
いる優れた団体を表彰するものです。「プラチナ社会」とは、「エコ
ロジー、資源の心配がない、参加できる、自由な選択、雇用がある」
など量的な豊かさを維持、もっと質の高い人生や生活、より良い
QOLを楽しめる社会と定義しています。

第７回プラチナ大賞
　 優秀賞 を受賞

各社代表と清水市長

　2017 年（平成 29 年）５月に成立した「民法の一部を改
正する法律」が 2020 年４月１日から施行されます。今回の
改正では、1896 年（明治 29年）に制定されてから実質的
な見直しがほとんどおこなわれてなかったことから、現在の
社会・経済の変化への対応などを図るため、法律の条文上も
明確にし、読み取りやすくする改正となっています。
①瑕疵担保責任に関する主な見直しポイント
　＜買主権利の明文化＞
　買主は、売主に、①修補や代替物引渡しなどの履行の追完の
請求、②損害賠償請求、③契約の解除、④代金減額請求ができる
ことを明記されました。ただし、買主は、契約に適合しない
ことを知ってから１年以内にその旨の通知をおこなう必要が
あります。
　＜「瑕疵」の用語＞
　「瑕疵」があるという要件を、目的物の種類、品質等に関し
て「契約の内容に適合しない」ものに改めています。 

②約款（定型約款）を用いた取引に関する主な見直しポイント
　＜定型約款が契約の内容となる要件＞
　買主が定型約款にどのような条項が含まれるのかを認識し
ていなくても、①当事者の間で定型約款を契約の内容とする
旨の合意をしたときや、②定型約款を契約の内容とする旨を
あらかじめ顧客に「表示」して取引を行ったときは、個別の
条項について合意をしたものとみなされます。他方で、信義
則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項はその効
果が認められません。
　＜定型約款の変更の要件＞
　定型約款の変更は、①変更が顧客の一般の利益に適合する
場合や、②変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸
事情に照らして合理的な場合に限って認められます。買主に
とって必ずしも利益にならない変更については、事前にイン
ターネットなどで周知をすることが必要です。

民法改正に伴って
瑕疵担保責任の見直しが４月１日に施行されます

◆改正後の民法
買主の救済方法 買主に帰責事由あり 双方とも帰責事由あり 売主に帰責事由あり
損害賠償 できない 　　　　できない 　　　　できる
解除 　　　　できない 　　　　できる 　　　　　　　　できる
追完請求 できない 　　　　できる　　　　　 できる
代金減額 できない 　　　　できる 　　　　　　　　できる

※赤字が法改正がされた部分
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