
 

 

 

 

平成２６(2014)年度 
 

 

 

 

予 稿 集 
 

 

日 時 
８月１９日(火) ８月２１日(木) ８月２２日(金) 

13 時 30 分～16 時 40 分 13 時 30 分～16 時 40 分 13 時 30 分～16 時 40 分 

場 所 

東京塗料会館 名古屋国際センター エル･おおさか 

東京都渋谷区恵比寿 3-12-8 名古屋市中村区那古野1-47-1 大阪市中央区北浜東 3-14 

地下会議室 第 1会議室 南ホール 

テーマ 

① 日本と世界の塗料需要動向 

    (講師) 一般社団法人 日本塗料工業会 専務理事 橋本 光正 

② 塗料販売業の現状と今後の市場展開について 

    (講師) 日本塗料商業組合 専務理事 宮原 清 

③ 建築塗装の現状と塗替え塗装･コンクリート編 

    (講師) 一般社団法人 日本塗装工業会 専務理事 竹内 金吾 

 

 

《 塗料塗装普及委員会 》 

一般社団法人 日本塗料工業会 

主催  日 本 塗 料 商 業 組 合 

一般社団法人 日本塗装工業会 
 

 

 



今回の話題提供概要 

１．日本経済動向について 

２．世界経済動向について 

３．塗料需要動向について 

  (国内外、分野別動向) 

４．塗料産業の将来について 
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平成２６年度 

塗料塗装・最新動向セミナー 

日本と世界の 

    塗料需要動向 
平成２６年８月１９日  東京塗料会館 

       ２１日  名古屋国際センター 

       ２２日  エル･おおさか 

(一社)日本塗料工業会 

専務理事 橋本光正 

JAPAN PAINT MANUFACTURERS ASSOCIATION 
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主要国等の化学工業の出荷額（2012年） 

56 

塗料需要動向について 

１．塗料需要動向 

  (1)日本国内動向 

  (2)ＪＩＳ表示製品出荷数量推移 

  (3)構造物関連老朽化状況等 

  (4)日本メーカーの海外での生産状況 

  (5)海外需要動向 

２．日本塗料工業会の活動一部紹介 

  (1)高日射反射率塗料のタイ実証事業等 

  (2) VOC排出量(自主管理) 

  (3) 情報発信；出版物、セミナー等 
55 
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＜内容＞ 

 1. 塗料販売業の取扱分野 

 2. 過去1年間の売上額・利益額と 

     予想される今後の売上額・利益額の変化 

 3. 塗料業界の印象【全体】 

 4. 塗料販売業界の将来の方向性 

 5. 販売先とのトラブルは 

 6. 塗料販売店の取り組むべき事業 

 7. 塗料販売業の新たな市場展開 

 8.  塗料を身近なものにするには 

 9.  25年度 壁紙の上に塗装キャンペーン入賞作   

10.  ＤＩＹ住宅の広がり 

11. 温暖化対策と防災への取り組み 
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   塗料販売業の現状と 
   今後の市場展開ついて  

平成26年8月 

日本塗料商業組合 

専務理事 宮原 清 
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  ユーザーに満足を与える経営（顧客の創造） 

    （ユーザーに一番近い所にいる。） 

  ・ ユーザーの困っている問題、気付かないでいる問題を 

   解決させる活動 

  ・ ユーザーの経営改善に繋がる提案活動の継続 

  ・ ユーザーの事業計画を後押しする活動    

  ・ 新たに開発された商品情報の提供と新たな市場探し    

  ・ サービスの向上（対応のスピードアップ、色彩の提案） 

  ・ 仕入先の多様化により様々なニーズに応える 

  ・ 顧客情報の蓄積による的確な提案活動 

消費構造の大きな変化と市場展開について 

  

塗料卸売業の様々な取り組み状況 

 ７．塗料販売業の新たな市場展開 

 

○少子高齢化社会                   
 4人に一人が65歳以上となり、少子高齢化の   

 進展が進む（２01３年１０月現在） 

○景気回復基調 
 物価も上昇気配、人手不足、２０２０年オリン    
 ピック向けて加速か？ 

○経年劣化に対応した基盤整備 
 社会インフラ整備への予算の重点配分 

  自然災害への対策強化 

     

（１）店舗展開の強化（一販消費者への展開、他関連資材の販売、店構えの工夫、ワークショップ）  

（２）ネット販売への取り組み（独自展開。ヤフー、楽天への加盟。共同運営店舗）  

（３）プロショップでの運営（キャッシュ＆キャリー）     

（４）他業態の取り込み（ 工事受注、建材販売、リフォーム事業） 

（５）機能強化（取引先の組織化、営業支援、サービス強化     

（６）ITを活用した営業活動、経営効率化、スピードアップ 
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仕入れ先を増やし、商材を増やす 
特定メーカとの関係を強化し、メーカ方針に則る 

得意市場に注力し、シェア拡大を図る 
テリトリーを広げ、販路を開拓する 

一般消費者への小売りに力を入れる 
海外へ進出し、販路を広げる 

社員教育を充実させ、レベルアップを図る 

新しい機能性塗料を売る 
遮熱塗料を積極的に売る 

道路・橋・構造物などインフラ用塗料に取組 
内装市場に取組み、壁紙市場に切り込む 

海外の塗料を輸入し、販売する 
塗料周辺商品の取り扱いを増やす 

塗装工事を取り込む 
防水ライニング工事を取り込む 

工業塗装の事業を行う 
リフォーム工事全般を請け負う 

店頭調色に取組む 
産業廃棄物の収集運搬を行う 
塗料関連以外の事業に取組む 

ネット販売に取組む 
店構えを改善する 

チラシ配布など広告を行う 
上記以外のもの 

取組中 取組予定 

基本的方針 

取扱分野では 

その他 

６．取り組むべき事業 

9 平成25年塗料販売店の経営活動調査報告
（全国） 
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アジェンダ 

•建設業界の動向 
•建築塗装の現状 
•塗替え塗装（コンクリート編） 
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   建築塗装の現状と 
  塗替え塗装・コンクリート編 

平成26年8月19・21・22日 
一般社団法人日本塗装工業会 

竹内金吾 
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日塗装を取り巻く環境 平成元年からの建設投資
傾向を見ると、建設投資の
大幅な減少から、許可業者
数や就労者数についても減
少傾向になっている事が判
る。 それに反し塗装工事
許可業者数は24年に２倍
を超え、大幅な供給過剰と
なっている。 周辺の異業種
参入や建設業許可申請が
傘下下請企業にも義務付
けられた事、維持管理に重
点が置かれる政府、民間の
設備投資の方向性、少な
い資本で起業できる業種で
ある事などを考えても建設
産業の中では、他の仕上げ
業種と共に可能性を秘めた
ものと捉えられていることが明
らかであり、過当競争のひと
つの原因となっている。 
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1. 建設投資 平成4年が官民併せて84兆であったのに対し23年には42兆と減少。その中で公共投資はピーク平成7 8年の35兆
から24年19兆と約半分に減少している。25年は東日本震災復興や政府の経済政策で22兆と増加傾向に転じている。 

2. 建設業の就労者数 ピーク時平成9年685万人が23年では473万人(69%)と約3割減となったが復興需要で24年は503万
人(73%)とやや持ち直すが25年 499万人と減少し人手不足は依然として解消されていない。 

3. 建設業許可業者数 ピーク時平成12年の60万社から25年は47万社と22%の減少。 
4. 塗装工事業許可業者数 統計を取り始めた平成4年の2万4千4百社から25年には5万3百社と倍以上に増加。 
5. 日塗装の会員数 平成元年比で66% ピーク時平成8年比で60% 

日塗装を取り巻く環境 
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