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佐藤社長のパワフルコラム！！
あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、夢と希望に満ちた新年をお迎えになられた事と心からお慶び申し上
げます。
収束するかに見えたコロナウイルスは、オミクロン株と言う形で進化して再び人間社会に闘
いを挑んできました。
コロナウイルスとの戦いは 3 年目を迎えて、これからも長い戦いになると覚悟を決め、感染
防止対策を今まで以上にしっかり取り、2022 年を実り多き年に出来ますよう社員一同昨年
に増して精進していきたいと心に誓っております。
どうか本年もジョイ・コス住宅システムの昨年以上のお引き立てをよろしくお願い申し上げ
ます。
さて 2022 年ジョイ・コス通信の新年第一弾の佐藤社長のパワフルコラムは、前号でお話
ししました、2025 年スタートの省エネ基準適合義務化に関連したお話をしたいと思います。
その前に、すでにご存知の方もいらっしゃいますが今年 2022 年 4 月には建売分譲住宅の
年間光熱費表示制度が…そして同じく 10 月には借家、アパートの年間光熱費の表示（努力
義務）が始まります。いよいよ、どんな住宅でも借家でも光熱費がどの位年間必要か比較・
判断して決める時代に突入することになります。と言うことは我々の対象とする、戸建て住
宅も当たり前の様に光熱費を聞かれるケースが多くなり、そうした建て主さんからの要望に
真正面から答えていく知識を身につけなければいけない時代に入ったということになりま
す。
それでは本題に戻ります、すでに皆様もご存知の方も多いと思いますが、実は今回の 2025
年省エネ基準適合義務化の基準は”平成 11 年（1999 年）次世代省エネ基準”そのものであ
るという事です。
結局この基準は「努力義務」として発表され、何の罰則も拘束力もなかったことから市場に

浸透することはありませんでした。
しかも、2011 年 3 月に東日本大震災が発生して以降、復興優先となり更に 2014 年に消費
税 8％上げと、2019 年に更に 10％上げの実施が続き…ちまたでは省エネ住宅への取り組
みはすっかり意識から消えてしまった状態となっていました。
しかし 2015 年地球温暖化協議会 COP21 がパリで開催され、その会場で日本の CO2 削減
に対する姿勢の悪さが指摘されました。時の小泉環境大臣が発表した 2030 年までに 2013
年比 CO2△26％削減はこっぴどくたたかれグ～の音も出ず退散！その後第 99 代総理大臣
となった菅首相の所信表明で 2025 年省エネ基準の義務化と、2030 年 CO2△46％削減及
び、ZEH+太陽光普及の発表へと続き…2050 年「カーボンニュートラル・脱炭素社会の実
現」へと日本の姿勢を鮮明にした。
こうして 2025 年の省エネ義務化の流れを振り返ってみると、今から 23 年も前の平成 11
年（1999 年）の施策を持ち出した上に直ぐにやらず、その上更に 2 年遅れの 2025 年に実
行するとは？はなはだ疑問ではあるが…何もせず何もやらずの今までの業界体質を改善し
ていくにはやむなしかとも思いますが…？
結論…いずれにしても平成 11 年（1999 年）に努力目標で設定をして更に 2020 年に義務
化予定で業界に 5 年も前から準備をやらせてきた訳ですから、業界の大半の方は、明日から
でも今回の省エネ義務化に切り替えられるだけの態勢に有るという事を念頭に置き、少なく
ともジョイ・コスメンバーは前倒しもあるとささやかれる、2030 年基準の ZEH を一足早
く推進することを推奨します。
また、今回の 2025 年義務化基準には相当隙間面積の条件が除かれていますが、早い機会に
基準の中にＣ値が取りざたされると考えて今から営業においてＣ値の説明・提示が当たり前
という姿勢で臨んで欲しいと思います。
いよいよ、延び延びだった省エネ住宅の義務化という法律が施行されることで、今後国の動
きとしては、省エネ性能値のレベル UP、気密数値の設定など矢継ぎ早にステージを上げて
くることが予測されます。
ジョイ・コスグループのメンバーには、待ちに待ったハイレベルの土俵での高性能住宅の戦
いを挑むことができます。2022 はジョイ・コスメンバーにとって、追い風が吹き始める年
です、皆様の活躍を期待しています。

□□□サポートセンター佐々木のワンポイントアドバイス⑤□□□
遅ればせながら本年もよろしくお願いいたします。
さて、昨年４月から新築住宅の省エネ性能説明義務化がスタートしたわけですが、今年も省エネ関
連の法制度にいろいろな動きがありますので、今回は 2022 年改正予定の各基準について触れたい
と思います。
１.UA 値の計算方法がマイナーチェンジ（2022.4～）
外皮平均熱貫流率 UA 値の計算方法に関して、本年 4 月から一部見直されます。
具体的な内容は割愛しますが、基礎断熱部の面積の拾い方や熱貫流率の考え方が変わり、これまで
の UA 計算結果よりも少しだけ悪くなるようです。
２.断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級に新たな等級が登場（2022.4～）
品確法における住宅性能表示制度がスタートして 20 年余り。断熱性能に関する等級は、いわゆる
次世代省エネ基準相当が最高ランクの等級 4 として位置づけられてきましたが、本年 4 月より、あ
らたにその上位等級である断熱等性能等級５が登場します。さらに 2050 年カーボンニュートラル
に向けて等級 6 や 7 といったさらに上位の等級も今後追加になる見込みです。
また、一次エネルギー消費量等級に関しても、これまでは等級 5 が最高ランクでしたが ZEH 基準
と同等の等級 6 があらたに加わります。
断熱等性能等級における UA 基準値
地域の区分
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等級 4
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0.87

－

等級 5

0.40

0.40

0.50

0.60

0.60
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0.46

0.46

0.46
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0.20

0.20

0.20

0.23

0.26

0.26

0.26

－

３.認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の認定基準が改正（2022.10～）
長期優良住宅や低炭素住宅の認定基準も本年 10 月から下表の通り、基準が見直されます。
長期優良住宅・低炭素住宅の認定基準の改正内容
項

目

断熱性能
一次エネルギー消費性能

現行基準
断熱等級 4
長期：基準なし
低炭素：一次エネ等級 5

新基準（2022/10/1 以降）
断熱等級 5
一次エネ等級 6

認定低炭素住宅については、さらに太陽光発電等の再生可能エネルギー利用設備の設置が要件に
加わり、これまでとは全く異なる仕様が要求されることになります。
そして 2025 年には、いよいよすべての建築物に省エネ基準適合が義務化され、その義務化レベル
も段階的に強化されていく予定です。

百聞は一見にしかず

ジョイ・コス工場見学 情報！

昨年 12 月 24 日、山形県、有限会社渡辺工建建設さんが工場見学に訪れました。
渡辺工建建設さんは令和 3 年 4 月認定工務店登録。8 月には最初のジョイ・コス住宅シス
テムを建築されました。やってみて大工さんや社員と共にジョイ・コス住宅システムの気密
断熱、換気について学ばなければならないことを痛感！社内研修として企画したそうです。
工場見学の後は断熱パネルのメリット、なぜ気密を高めなくてはいけないのかなどジョイ・
コスの基本を佐藤社長より説明させていただきました。

工場見学はこのような社内研修としても利用できます検討してみてはいかがでしょうか。
★昨年 10 月から 12 月までの工場見学利用状況です★
山形県 横山建築さん 青森県 ㈱ヤマノアーキデザインさん
岩手県 ㈱べすとほうむ EP さん 栃木 ㈱アルシスさん 岩手県 田口建築㈱さん
秋田県 ㈲佐藤建築さん
編集後記：ジョイ・コス通信本来は 2 ヶ月毎の発行ですがズルズルと発行時期が延びてきた
いかんいかん、次回は 3 月に発行するぞ！3 月と言えば春、年度末、卒業式、そして私の誕
生月！！ん～また年とるな～。 HS

