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策として住宅部門において2020年までの5年間で省エネ住
宅のレベルを上げていき、新築住宅がZEH 住宅になるように
指導しています。ゼロエネ住宅（ZEH ）は環境にもよく健康
的で快適に過ごせる理想的な住環境である住宅です。
JR Cに おい ては 、い ち早 くZEH に対応 でき るよ うに 勉強 し、 経産 省
の指 定ZEH ビルダ ーに 登録 いた しま した ！去 年は ZEH 住宅を 2 棟建 築
し、 2 棟と も1 2 5 万 円の 補助 金を 申請 する こと がで きま した 。
ZEH 住宅の 性能 には 、2 つ の目 標値 があ りま す。
1 つ 目は 建物 の断 熱性 能で す。 設備 など の要 素を 除い て、 単に 建物 そ
の箱 だけ とし ての 性能 を問 いま す。 私達 は平 成2 7 年 の国 の断 熱基 準、
神奈 川大 和の 地域 でU A 値0 . 8 7 の 目標 値に 対し て0 . 5 以内 の数 値で 大
幅に クリ アし まし た（ 数値 が小 さい ほど 性能 が良 い） 。
2 つ 目は 一次 エネ ルギ ー消 費量 の削 減率 です 。
建 物の 断熱 性能 が良 くて も、 給湯 機、 照明 、エ アコ ン等 の性 能が 悪
いと 一次 エネ ルギ ー削 減に は至 りま せん 。目 標値 はB EI と 言い 、一 昨年
JR Cで 建て た低 炭素 住宅 のB EI の 削減 率は 1 0 ％以 上で 、今 回建 てた Z
EH 住宅の B EI は約 4 0 ％ほ どで す！ 飛躍 的な 進歩 と言 って もい いと 思
いま す。 残り の6 0 %は、太 陽光 発電 シス テム など を設 置す るこ とに よ
って 、± で0 に なり ます 。そ う、 これ がZEH （ゼロ エネ 住宅 ）で す！
そ れか ら、 実は もう 一つ 大事 な目 標値 があ りま す。
隙 間相 当面 積C値 です 。幾 ら良 い断 熱材 を使 って も、 壁や 窓が 隙間 だ
らけ では 熱が 外に 逃げ てい きま す。 残念 なが ら今 の技 術で はい くら 頑
張っ ても 0 には なり ませ ん。 ただ し近 づけ る事 は出 来ま す。 それ は設 計
とか 計算 とか 関係 なく 、確 実な 工法 と職 人さ んの 丁寧 さが 必須 です 。
そ の一 つと して LI X I Lさんが 開発 した スー パー ウォ ール 工法 （SW ）
があ りま す。 JR Cは LI X I Lさんの SW 工法 認定 工事 店と なっ てお り、 S
W 工 法を 使っ てZEH 住宅を 建築 し、 その M様 邸（ 3 Pの家造 りレ ポー ト
をご 覧く ださ い。 ）の C値は なん と！ 0 . 3 6 c ㎡／㎡ を達 成！ 大手 ハウ
スメ ーカ ーの 半分 位の 水準 まで 隙間 面積 を落 とし まし た。
今 年も 、ZEH 住宅の 実績 をた くさ ん造 って いき ます ので 、是 非皆 様
から 暖か い応 援を お待 ちし てお りま す。 では 、今 年も 一年 間、 よろ し
くお 願い 致し ます 。
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去年一番のうれしかった事は、お施主様との会話や打ち合
わせの時間が持てたことです。同世代なので、子育ての方法
プライベートの話がたくさんできたことが自分にとっての
大きな喜びでした。
住宅には多種多様な疑問や心配がお客様にはあると思います。一つ
一つ丁寧にお答えできるように勉強をし続け、数ある建築業者の中か
ら、ご依頼いただいたお施主様とのご縁と信頼を大切にし、ご満足頂
くために一生懸命努めさせていただきます。
現場仕事は天候に左右されたり、☆大変な☆場面も多々ございます
が、☆大きく変われるチャンス☆だと言い聞かせ笑顔で施工管理をし
ていきたいと思います。お客様に喜んでいただくことが自分にとって
の最高のモチベーションアップにつながりますので、更に勉強を重ね
て微力ながらでも建築して頂いた皆様にとって、ずっと「必要」とし
てもらえる人間でありたいと考えております。

☆映画館貸し切りのサプライズ上映会！家族の絆も深まりました！☆

JR Cでは建築施工中の映像をDVDに作成し、お施主様にお引渡し時
にお渡しして喜ばれております。清水君にパソコンでの制作方法を指
導してもらい、結婚１０周年のビデオレターを、嫁に内緒で映画館を
貸切してサプライズ上映をしました。
人は何をプレゼントされたことよりどんな気持ちにさせられた事が
大切なんだと、仕事を通じて学んでいます。
（2009年8月入社）
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明けましておめでとうございます。今年は年女！

入社して今年であっという間に３年が経ちます。昨年

心身共にケアをしながら頑張りたいと思います。今

を振り返ってみると仕事もですが、人間としても勉強に

年もどうかよろしくお願いいたします。

なった一年間でした。やっぱり入社して2年も経つと、

さて、前々回書きました、相続の続きです。（産

これはできるだろうという仕事が増えてきます。それに
自分の実力を追いつけないといけなので、とても気をひ
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みの母親の債務が債権者より請求がきて、私達兄弟
姉妹は相続放棄をするも却下されてしまった…）

きしめていた１年間でした。
年末はお客様が住みながらのリフォーム工事をさせてもらいました。
住みながらの工事なので2倍大変です。釘やビスが落ちいてたらお客
様がケガをする可能性がありますので、とても注意して工事を行ってい
ました。工事終わったらきれいに掃除して、普通にお客様が生活できる

債権者と話し合い、再婚した旦那さんが債務を被るとした『遺産分割
協議書』があるのだし、債券放棄してくれるようにお願いした。いくら
母親の相続といっても小さい時に別れ、顔も覚えてないのだ。しかも母
親と再婚した相手もおととしに他界。債権者も事情が事情なだけに債権
放棄をしてくれる風向きになってきた！しかし・・・

状態にしてまでがその日の工事ですので大変です。
でも大変な事は自分の力になると思っていますので頑張れます！！
次は人が住んでいなくてもこれくらいきれいに工事ができるようにな

な、なんとその『遺産分割協議書』にはその請求されている債務が記
載されていなかったのだ！？そんなこと・・・
記載されていないのなら債権放棄はできません、との事。そんなバカ

りたいと思います。
まだまだ半人前ですが、今年も引き続き工事を頑張って勉強して、成
長した一年間だなと思えるようにしたいです。
今年もよろしくお願いいたします。

な！そもそも記載されていない債務は私達が知るわけがないのだ！では
相続放棄もやり直しできるのでは？結果はすべて”N O”～
一度却下された相続放棄をやり直す事は出来ず、裁判で債務を知らな
かった事を証明しなくてはならず、再婚した旦那さん、その子供がすで
に死亡している今回の事例では極めて証明が難しく、出来たとしても時
間とお金がかかってしまう・・・
私達は相続という法律に敗北いたしました。。。
利息はカットしてもらいましたが、私達兄弟姉妹は法定相続分の元本
の支払いをしました。それで債務はきれいになりましたが、法の壁には
かないませんでした。
知らない事は怖い事です。金額が少なくて今回はいい勉強になった、
で済みましたが、もし莫大な金額の負債があったら、と思うとぞっとい

遠藤棟梁とのリフォーム工事。解体、基礎の為の穴掘り、コン クリ打設を教わりました。 たします。今年は、お金のプロとして、相続の事、法制度の事をもっと
毎日作業の仕方から手順、段取りまでみっち り鍛えられ、少しは成長しました！
もっと勉強して皆様に伝えていきたいと思っています。
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