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日本の住宅建設～リフォーム・リニューアル工事推移（国交省） 
 

【平成25年度上期実績】 
 ◆リフォーム・リニューアル工事金額：2兆2,452億円（対前年同期比149.9％） 
 
【年度推移】 
 リフォーム市場はリーマンショック後の落ち込みも少なく、安定している。 
 平成25年度上期だけを見れば、対前年同期比で５割増しと好調であった。 
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【平成25年度実績】 
 ◆新設住宅着工戸数：98.7万戸（対前年度比110.6％） 
 
【年度推移】 
 住宅着工戸数はリーマンショック以降、徐々に回復傾向にある。 
 特に平成25年度は消費増税前の駆け込み需要もあり、対前年度比で二桁の伸びをみせた。 
 一方、平成26年度見通し（一財・建設経済研究所）は、駆け込み需要の反動などもあり10％減との見方もある。 

日本の住宅建設～新設住宅着工推移（国交省） 
 平成26,27年度は見通し；（一財）建設経済研究所資料（平成26年10月）による 

リーマンショック 
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❶建築塗料のトピックス 
 

１）建築塗料の最新動向 

❶建築塗料のトピックス  
 １）建築塗料の最新動向 
 ２）JIS A 6909 建築用仕上塗材 
    JIS A 6916 建築用下地調整塗材 改正の概要 
 ３）窯業系サイディングボードの塗り替え工法について 
 

      平成２７年２月 ３日（火） 東 京 

      平成２７年２月 ５日（木） 名古屋 

      平成２７年２月 ６日（金） 大 阪 

      平成２７年２月２０日（金） 福 岡 

（一社）日本塗料工業会 

技術委員会 建築塗料部会 

平成26年度 建築塗料・塗装セミナー 
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１ケ月で８０％、完全に固まるまで 
約３年を要する 

完全硬化した場合を１００とすると 

セメントが固まるまでの時間 

コンクリートやモルタル外壁は工期が長く、施工後に安定化するまでも長い。 

戸建住宅で工期の短い『窯業系サイディング』が普及 
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１）セメント系外装材について 
     ～ 建物の素材（無機系） 

石膏系 

セメント系 モルタル・コンクリート 

ＡＬＣパネル 

押出成形セメント板 

窯業系サイディング 

内部 

外部 

石膏ボード 

一般名 適用部位 素材名称 

右記４種はすべてセメントを 
主原料（つなぎ）として使用。 
その他使用原料（骨材）の種類や 
加工方法で名称が異なる。 

施工 

乾式 
施工後に塗装（湿式） 

乾式 

乾式 

乾式 

湿式 

塗装済み 

工期が短く、豊富なテクスチャーを持ち、現在の戸建外装建材の主力製品となっている。 
窯業系サイディングは・・・ 

⇒ 今後の戸建外装塗り替え市場は窯業系サイディングがメイン！ 23 

１）セメント系外装材について 
２）窯業系サイディングについて 
  ・概要 
  ・製造方法 
  ・塗り替え方法 

窯業系サイディングについて 
～素材の特徴と塗装上の注意点～ 
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❶建築塗料のトピックス 
 

３）窯業系サイディングボードの塗り替え工法について 

21 
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初版（1954年）の塗料用標準色 

建築塗料・塗装セミナー「建築色彩と塗料用標準色について」 

塗料用標準色の歴史と概要 

塗料用標準色は、日本の一般的塗料色の標準とすることを目的に作成。 

初版は156色を収録し、27,700部を発行しており、以降、収録色の追加や 

削除を繰り返し、1973年版の収録色では、224色まで増加しています。 
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初版（1954年）の塗料用標準色 H版（2015年）の塗料用標準色 

建築塗料・塗装セミナー「建築色彩と塗料用標準色について」 

塗料用標準色の歴史と概要 

1954年（昭和29年）に初版を発行以来、最新の2015年H版で第32版目になり、 

現在では、日塗工の色番号は塗料関係者の共通語として伝わるため、 

色彩設計や塗料の受発注には欠かせないツールとして定着しています。 
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本日のレジメ 

 

 

        ・塗料用標準色について 

        ・建築系 色 出現頻度調査について  

        ・景観色彩について 

        ・ペイントカラー検索システムについて       

建築塗料・塗装セミナー「建築色彩と塗料用標準色について」 

建築塗料塗装セミナー 
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平成2 7年2月  

一般社団法人 日本塗料工業会 

色彩部課長 小林輝雄 

塗料塗装普及委員会 建築塗料・塗装セミナー 

建築色彩と塗料用標準色について 

1 



－
3
4
－

建築塗料・塗装セミナー「建築色彩と塗料用標準色について」 

景観と色彩 

（資料提供：大日本塗料株式会社） 東京都の景観計画 

●景観計画の区域と届け出基準　　　　　　　　　　             　    ※建築物のみ抜粋

制度 対象 届け出が必要な高さと規格

２３区 高さ60ｍ以上　又は　延べ面積30.000㎡以上

その他の区域 高さ45ｍ以上　又は　延べ面積15.000㎡以上

隅田川景観基本軸

神田川景観基本軸

臨海景観基本軸 高さ15ｍ以上　又は　延べ面積3.000㎡以上

丘陵地景観基本軸

玉川上景観基本軸

国分寺崖線景観基本軸 高さ10ｍ以上　又は　延べ面積1.000㎡以上

文化財庭園周辺から約1kｍの範囲

水辺（水辺景観形成特別区域と同じ）

その他の区域（上記3区域以外）

一般区域

高さ15ｍ以上　又は　延べ面積1.000㎡以上

高さ10ｍ以上

景観基本軸

開発諸制度の許認可対象物件(特定街区や再開
発等の都市計画事業、及び２３区内では10.000㎡
を超え都の認可が必要な物件）

大規模建築
物等の事前
協議

文化庭園等景観形成特別区域（各庭園
の外周から約300ｍ）

高さ20ｍ以上

水辺景観形成特別区域
高さ15ｍ以上（隅田川景観基本軸地域は1.000㎡
以上、臨界は3.000㎡以上を含む）

景観形成
特別区域

眺望3建築周辺（約4kmの範囲）
開発諸制度の許認可対象物件のうち、対象建築
物の頭上に現出する高さ

都全域が景観対象区域となる。 

建築物の新設・改修・外観の変更や塗り替えも、届け出対象となる。 
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建築塗料・塗装セミナー「建築色彩と塗料用標準色について」 

景観色彩ガイドライン 

    ・都道府県・政令指定都市・中核市は必然的に「景観行政団体」となる。 
 
    ・都道府県との協議・同意を得た、その他の市町村。 
     （景観行政の意欲を持ち、都道府県の合意が得れば、「景観行政団体」になれる。） 
 
    ・「景観行政団体」になれば、景観条例を施行でき、強制力（罰則）を付加できる。  
      対象建築物の届出を怠ったり、虚偽の届出の行為は３０万円以下の罰金。 
         更に、届出に対する改善命令を無視した場合は、５０万以下の罰金もしくは１年以下の懲役となる。 

【景観行政団体について】 

景観計画の策定等、景観法に基づく景観行政を担う団体（20１4年3月31日時点、613地方公共団体） 

景観行政を一元化し、市町村がその担い手となるよう措置。 

    国土交通省【運用指針】 ※抜粋・要約 
 

    ・良好な景観の形成は、基礎的自治体である市町村が中心的な役割を担うことが望ましい。 

    ・市町村が景観行政を担当する意欲を持ち、都道府県との協議を求めた場合には、 

     原則的に都道府県は 同意することが望ましい。 
       （景観条例を策定している等、既に景観行政を積極的に推進している市町村について、 
      原則的に都道府県は同意すべき。） 

（国土交通省 都市･地域整備局 都市計画課 資料より抜粋） 
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建築塗料・塗装セミナー「建築色彩と塗料用標準色について」 

景観法の現状 

①景観法施行規則の一部を改正する省令による景観法運用指針の改正を行う。 

 <改正のポイント> 

  ・景観重要建造物への指定の基準の追加(V法の運用のあり方、3 景観重要建造物) 

  ・.新たに指定することができることとなる景観重要建造物に対する管理方法の 

   基準における考え方の追加。(V法の運用のあり方、3 景観重要建造物、④管理) 

 

②津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月14日法律第123号)による 

  景観法改正等に伴う改正を行う。 

 <改正のポイント> 

  ・景観計画において景観重要公共施設へ位置付けができる公共施設 

   (津波防護施設) の追加。(V法の運用のあり方、4 景観重要公共施設) 

（資料：国土交通省 景観ポータルサイトより転記） 

景観法運用指針の改正の概要について（平成26年7月25日一部改正） 
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建築塗料・塗装セミナー「建築色彩と塗料用標準色について」 

ポケット版は、「比色マスク」 付き！ 
 

● 「比色マスク」は、目で色の違いを検査する時に用います。 

● 周囲の色に惑わされずに、正確・迅速に比色作業をできます。 

表面  裏面 

【比色マスクの使い方】 

①色票に近い明度面（表か裏）を選択。 

②開口（窓）に色票をあて、左右が 

  同じ面積になるように隣接させる。 

③観察は、色相・明度・彩度で 

  違いが目立つ属性から進めます。 

塗料用標準色の最新版「 2 0 1 5年 H版」  
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取り壊された住宅の平均築後年数 
(国際比較) 
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住宅のリノベーション 
•リノベーション 
–くらし全体に対処した 
  包含的な改修 
•くらしの中で塗装仕上げ 
 を考える  

–屋根・外壁全体を省エネ塗料 
–内装仕上げを工夫する 
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住宅のリノベーション 
• リフォーム 

–現状回復のための修繕 
–不具合箇所への部分的な対処 
 
 

• 長寿命化へのリフォーム 
–住宅をきちんと手入れして、長く住み続ける 
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住宅のリノベーションと 
      塗装仕上げ 

平成２７年２月3・5・6・20日 
 （一社）日本塗装工業会 

竹内 金吾 
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建物診断 
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企画～事業適否判断 
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建物診断 
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内装のリノベーション 
• クロス面から珪藻土仕上げ 
• 木部に存在感 
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