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匠ニュース第23号をお届けします。
表紙の写真は、匠建設で施工した「太郎保育園」（福岡市西区）、「かめやま保育園」
（糟屋郡志免町）、「はかた愛育保育園」（福岡市博多区）の写真です。
「OHMIYA252 buil」の写真です。

Kameyama



対象住宅
新築･･･所有者が発注する住宅（借家は対象外）

リフォーム･･･全ての住宅（マンション等の管理組合が実施する場合も対象）

対象期間

2019 年4 月～2020年 3月までに工事請負契約・着手し、

2019 年 10 月以降に引渡しをうけたもの

※税率引上げ後の反動減を抑制する観点から、2018 年 12 月 21 日～2019 年 3 月

末までに工事請負契約を締結するものであっても、着手が 2019 年 10 月～2020 年

3 月となるものは対象となります

消費税率

注文住宅(持家）

リフォーム

注文住宅(持家)

リフォーム

次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家

事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換でき

るポイントを発行する制度です。

2019 年
10 月

2020 年
4 月

2019 年
4 月

引渡し

８％

1.開口部の断熱改修 2.外壁、屋根･天井又は
床の断熱改修

3.エコ住宅設備の設置 4.バリアフリー改修

5.耐震改修 6.家事負担軽減に
資する設備の設置

7.リフォーム瑕疵保険
の加入

8.インスペクションの
実施

9.若者・子育て世帯が既
存住宅を購入して行う一
定規模以上のリフォーム

10.既存住宅購入加算

2,000～28,000
ﾎﾟｲﾝﾄ×箇所数

ｶﾞﾗｽ交換･内窓設置
など

50,000-100,000 ﾎﾟｲﾝﾄ/戸

4,000-24,000 ﾎﾟｲﾝﾄ/戸
太陽熱利用ｼｽﾃﾑ

節水型ﾄｲﾚ
高断熱浴槽 など

5,000-150,000 ﾎﾟｲﾝﾄ/戸
手すりの設置

段差解消・廊下幅拡張
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの設置 など

150,000 ﾎﾟｲﾝﾄ/戸
9,000-18,000 ﾎﾟｲﾝﾄ/戸

ﾋﾞﾙﾄｲﾝ食器洗機
掃除しやすいﾄｲﾚ など

7,000 ﾎﾟｲﾝﾄ/契約 7,000 ﾎﾟｲﾝﾄ/戸

100,000 ﾎﾟｲﾝﾄ/戸

1～8 の各ﾘﾌｫｰﾑ工事等の
ﾎﾟｲﾝﾄを 2 倍

省エネ･環境配慮に優れた商品、防災関連商品
健康関連商品、家事負担軽減に資する商品

子育て関連商品、地域振興に資する商品 など

ポイントの交換対象商品 （発行申請2019年6月頃～)

こちらの情報は、国土交通省の情報を参考に内容を抜粋して掲載しています。
詳しくは、次世代住宅ポイント事務局のホームページをご覧ください。

https://www.jisedai-points.jp/

2018 年
12 月 21 日
（閣議決定）

請負工事

引渡し

着手 経過措置
により

税率８％

※注 1戸あたりの合計が 20,000 ﾎﾟｲﾝﾄ以上で発行申請可

１０％

請負工事･着手



ＥＣＯ

◆ かんたんマドリモ 内窓 プラマードＵ ◆ ＜ＹＫＫａｐ＞

いまある窓の内側に新しい窓を取付けて二重窓に。簡単施工で窓の断熱性・気密性が高まりま

す。一年中快適＆省エネ。住みやすさがぐんとアップします。

いや～な
結露を抑制！

冷暖房費の
節約にも

防音性も
すごい！

◆ ネオレスト ＡＨ・ＲＨ・ＤＨ ◆ ＜ＴＯＴＯ＞

「きれい除菌水」がトイレ全体の汚れを分解・除菌。

表面がなめらかで、汚れが付きにくく落としやすい、セフィオンテクト便器。

フチをなくした独自のデザインで、トイレ掃除がおどろくほどカンタン。

夏はすずしく
冬はあったか

汚れを防ぐ
お掃除
ラクラク 節水・節電

◆ サザナ ◆ ＜ＴＯＴＯ＞

「

（ＡＨタイプ）

使うたびに
除菌

あったか入浴

お見積は無料です！
ショールームもご案内できますので
お気軽にお問い合わせください！

営業担当 山内

断熱構造で4 時間

たってもあたたかい！

省エネで
光熱費削減

従来比約 35％節水しな

がらも適度な刺激感！

お掃除ラクラク

参考ＨＰ

YKK AP https://www.ykkap.co.jp/
TOTO https://jp.toto.com/



＊涌蓋山について＊

大分県玖珠郡九重町と熊本県阿蘇郡小国町との境にあり、九重連峰では最も西に位置する山。円錐
形のなだらかな山容は美しく、玖珠富士（くすふじ）、小国富士（おぐにふじ）の名でも親しまれて
いる。山頂からの展望は 360 度のさえぎるものが全くない、すばらしい展望を満喫できる。

涌蓋山

＊山の記録＊

◆メンバー：3名 ◆天気：快晴☀

◆登山ルート: 八丁原登山口－みそこぶし山－女岳－涌蓋山－ひぜん湯登山口（歩行距離 10.7km）

午前 9時 県道 40 号線沿いの八丁原登山口よりスタート。天気も良く絶好の登山日和です。しばら
く歩くと、ところどころで木々が色づいていました。まずは歩き始めてすぐ左手にある一目山に登
るつもりでしたが、分岐に気付かずに通り過ぎてしまいました(^^;

～わいたさん～

午前 10 時 20 分 一つ目のピーク△ みそこぶし山に到着。変わった名前の由来は、山の形が味噌
をこす竹カゴを伏せた形からきているといわれているそうです。登山道はなだらかなアップダウ
ンが続き、涌蓋越へ。ここから女岳、涌蓋山山頂を目指します。

午前 11 時 35 分二つ目のピーク△ 女岳に到着。涌蓋山山頂へと続く稜線が見えます。わたしたち
の視線の先には同じく山頂を目指す登山者の姿が。ススキに覆われた登山道を進んで行きます。



山日記 記録 ： 坂井 留美 （匠建設 総務部）

午後 12 時 三つ目のピーク△ 涌蓋山に到着。お昼時ということもあり、たくさんの登山者で賑わ
っていました。空を覆っていた雲はなくなり真っ青な空だけが広がっています。澄み切った空気と
目の前には雄大な九重連山の姿。眺めがとても素晴らしい山頂です。さて、登山開始から 3 時間。
お腹が空きました！お待ちかねのランチタイムですഋ

景色に癒されお腹も満たされ大満足！気付けば午後 2 時を過ぎ
ていました。午後 4 時、あらかじめ車を停めておいたひぜん湯
登山口に下山。登山口付近にある筋湯温泉で汗を流して、本日
の山行は終了です。お疲れ様でした。

できあがり！

山でのお楽しみのひとつがランチタイムഋ 毎回何を作るか考えるのも楽しいんです♪
今回は、サンマときのこの炊き込みご飯と、とれたての安納芋を使って豚汁を作りました。

八丁原登山口

ひぜん湯登山口

女岳

みそこぶし山

涌蓋山 登山ルートහ

九重連山を眺めながらの食事は格別に美味しい！食後はコーヒーを飲みながらまったりと･･･。



このような立派な感謝状をいただき、社員

一同身の引き締まる思いです。これからも

地域のみなさまに貢献できるよう、精一杯

がんばります！

地域のまち・絆づくり応援企業として
感謝状をいただきました（2018.10.23）

第 7回“共創”自治協議会サミットにて

(主催：福岡市自治協議会等 7区会長会、福岡市)

児童のみなさんより
感謝のお手紙をいた
だきました(^^)
(H31.2.12 講演にて)



鹿児島（鶴丸）城は、慶長 6 年（1601 年）頃に、のちに島津家第 18 代当主・初代

藩主となる家久が建設に着手した島津氏の居城。正面中央にあった御楼門は、明治 6

年（1873 年）の火災で焼失している。現在 2020 年 3 月の完成を目標に、御楼門の

建設に官民一体となって取り組んでおり、完成すると、高さ・幅とも約 20ｍある国

内最大の城門となり、鹿児島の新しいシンボルとなることが期待される。

鶴丸城御楼門の上棟式が
行われました（2019.7.29）
鶴丸城跡（鹿児島市城山町）で再建が進む御楼門。

匠建設のグループ会社である江藤建設工業をはじめとする、

江藤・丸久・宇都特定建設工事共同企業体が施工しています。

鶴丸城 御楼門完成イメージ図



【匠ＮＥＷＳ】に関するお問い合わせは・・・

匠 建 設 株 式 会 社

福岡市博多区西春町 2丁目 1番 2号

tel 092-591-0800 fax 092-572-0011

E-MAIL takumi@abelia.ocn.ne.jp

HP URL http://takumikensetsu.com


