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久喜市を中心に「技術の黒須」で注文住宅建築一筋４０年の実績
住宅建築会社のお客様への最高のサービスは会社の存続と発展
黒須 久雄 株式会社黒須建設代表取締役社長
格的な格調高い和風住宅をはじめ、団塊ジュ
ニア層をターゲットとしたリーズナブルな価
格の省エネ住宅やシルバー層向けの平屋住宅
などの商品もラインナップに加え、幅広いニ
ーズに合った注文建築住宅を提供する。
「お客様に対する最高のサービスは、会社
の存続と発展。移りゆく時代の中で人々のニ
ーズの変化に伴った最新技術の開発や、住宅
に関わる全てのサービスをワンストップで提
供できる企業グループを目指したい」と、黒
くろ す

ひさ お

黒須 久雄 氏

１９５７年

久喜市出身

８１年

株式会社医院企画プロジェクト入社

８７年

株式会社黒須建設勤務

８９年

代表取締役社長に就任

２０００年

ISO９００１認証取得

須社長は語る。

会社を設立し、住宅メーカーの下請けに
バブル期の職人確保が黒須建設の基礎に
地元では「技術の黒須」として十分な実
績をお持ちだと聞いていますが、どのような
経緯で注文住宅の建築を始められたのでしょ

久喜市商工会 副会長
社団法人 日本在来工法住宅協会 理事

うか。
実父の現会長新太郎は大学を卒業して商社
マンとして働いていましたが、１９５３年４月に
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株式会社黒須建設は、久喜市を中心に注文

黒須家の厳しい事情の中で独立し、個人で工

住宅建築一筋に歩み、２０１３年５月で会社設立

務店を始めました。そのころは大工全盛の時

４０周年を迎えた。

代で、技術を持たない人が建築の仕事をする

１９５３年、実父の現会長黒須新太郎氏が個人

ことに対して、業界の風当たりが非常に強か

経営の工務店を創業。１９７３年５月に株式会社

ったと思います。そこに会長はイノベーショ

を設立し大手住宅メーカーの指定建設業者と

ンを起こして工務店を始めました。

して多くの注文住宅の請負を行い、実績を積

１９７３年５月、その姿を見ていた会長の弟二

む。１９９６年には、大手住宅メーカーの下請け

人が経営に加わり、殖産住宅相互株式会社の

から、直接お客様から住宅建築を請負う元請

指定建設業者となるために株式会社を設立し

けに転じて第二創業期を迎える。耐震性・耐

ました。当時、殖産住宅は太平住宅、日本電

久性の高い「スーパーウッド工法」を開発し、

建と合わせて住宅御三家と呼ばれ、中でも殖

住宅展示場に出店して営業展開を行う。現在

産住宅は最も勢いのある住宅メーカーでした。

は、伝統を継承した職人の技を活かして、本

黒須三兄弟は役割分担をすることで多くの仕
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事を受注し、下請け業者として成長してきま

ことなく無我夢中で働き、
「建築の仕事って、

した。多いときには、１０人の現場監督で年間

すごい」というのが感想でした。当時、工務

１８０〜２００棟を建築しました。

の仕事で一番重要だったのが職人の確保でし

社長様が会社に入られたときは、バブル
期に当たりますね。
私の小さいころの夢は、県庁職員だった祖

た。仕事はいくらでもあるけれども職人がい
なければ仕事を受けることができません、職
人確保が経営に直結していました。

父と同じように公務員になることでした。し

職人探しに東北地方によく出かけました。

かし、大学進学を考えるころになるとやはり

１月の寒い時期、山形県の鳥海山に行ったと

跡継ぎとして建築関係だろうと。学校を卒業

きのことですが、地元の大工から「ここで待

後、関西のゼネコンでの１年弱の飯場暮らし

っていてくれ、職人を連れてくるから」と言

で建築現場を経験。その後１９８１年から６年間

われて待っていたのですが、いつになっても

大宮の会社に勤務し、８７年黒須建設に後継者

やってきません。結局、大工が職人を連れて

として入りました。

戻ってきたのは翌朝だったこともありました。

それを機に、叔父たちが独立。長男の父が

そうして見つけた職人ですからたった一度だ

黒須建設会長に、次男の黒須新治郎が「株式

けお願いして、
「もう来なくてもいいよ」と

会社東日本ニューハウス」
（現 株式会社桧家

いうわけにはいきません。寮を用意して何度

ホールディングス）
、三男の黒須登が「株式

も来てもらい職人との付き合いを深めました。

会社クライムホーム」を設立しました。

職人が見つかったら、次は職人の教育です。

会社に入って最初の仕事は、建築の進捗を

住宅メーカーが下請けに要求するのは、ばら

管理する工務の仕事でした。仕事は途切れる

つきのない均一な仕事です。職人の数がそろ
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当社が開発した地震・台風に強い構造の
「スーパーウッド工法」
（左）と実際の施工例

っていても仕事の仕上がりにばらつきがあっ

いう形を取っていました。１棟３，
０００万円の

ては信用を得ることはできません。風土の違

住宅でも、当社の仕事は材木の組み立て工事

う土地で親方の仕事を見ながら覚えた技術を

だけですから１棟につき７００万円ぐらいで、

住宅メーカーのマニュアル化した技術に合わ

売上高が１０億円に達することはありませんで

せる必要がありました。そこで、住宅メーカ

した。

ーの担当者を会社に招き入れて４年間、職人

バブルがはじけて住宅全体の着工数は少な

の教育を徹底的に行って技術力を高めました。

くなりましたが、実績のある当社には優先的

資金繰りなど経営的なことは会長や叔父た

に仕事が来ましたし、殖産住宅以外の住宅メ

ちのおかげで安定していましたが、工務面で

ーカーからも仕事をいただくことができ、売

は相当な苦労をしました。しかし、この時期

上げ自体を大きく減らすことはありませんで

に出会った職人と培った技術力は、現在の黒

した。逆に言えば、バブル期は忙しいだけで

須建設の大きな礎となっています。職人の中

利益がそれほど上がらなかったという薄利多

には、家族を連れて久喜市やその周辺に移り

売というのでしょうか、数で売上げを確保し

住んだ人もいますし、二代にわたって当社の

ていたのです。

仕事をしている職人もいます。

下請けから元請けに転換をしたのは１９９６
年ですね。

下請けから元請けに転換、第二創業期に
中・高級路線の営業展開で挫折を経験
バブル崩壊後、経営が厳しい時期もあっ
たのではないでしょうか。
バブル最盛期はとにかく忙しかったですが、
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９割を超えていた住宅メーカーの下請けの
仕事を１９９４年から徐々に減らし、自社で直接
受注する住宅建築に切り換えていきました。
１９９６年には完全に下請けの仕事が無くなり、
年間の建築棟数は１８０棟から５０棟以下に激減
し、バブルがはじけたとき以上の厳しさでし

売上高はその割りには増えてはいなかったの

た。１０人いた現場監督は８人が辞めました。

です。住宅メーカーは１棟を仕上げるのにい

ここからが第二創業期で、私にとって本当に

くつかの業者に仕事を振り分ける分離発注と

苦しい時期でした。下請け時代には営業はい
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ませんから弟を営業担当にしました。それで

ると、徐々にお客様から当社の信頼を得られ

も営業人員が足らず、私と会長と職人も含め

注文が付き始めました。

て全社員一丸となって営業活動をしました。

１９９８年には、大手住宅メーカーが集まる久

土曜・日曜には職人にも出勤してもらい現場

喜市の総合展示場にモデルハウスをオープン。

見学会を開催し、お客様には建築中の住宅を

一般的には一区画に１棟のところを、モデル

見ていただき、私と一緒になって案内をしま

ハウスは大きすぎて参考にならないというこ

した。

とから、一区画に近代和風２階建てモデルハ

しかし、多くの住宅メーカーや建築業者が

ウスと洋風３階建てモデルハウスの２棟をオ

いる中でお客様をつかむのは容易なことでは

ープンしました。最近は、一区画２棟建ての

ありません。そこで、それまで手掛けてきた

モデルハウスも見かけますが、そのスタイル

大手住宅メーカーの工法のいいとこ取りをし

を最初に取り入れたのは当社です。

た単独の住宅展示場を本社前に建設しました。
大きな特長は、梁や柱の間隔を狭めたり、構
造用面材（ダイライト）を使用して通常の軸

住宅展示場にある全国展開の大手住宅メ
ーカーと御社との違いはどこですか。
２０年前の住宅御三家や今ある社名にホーム、

組工法の倍の木材を使用した「スーパーウッ

ハウスとつく住宅メーカーは住宅を販売する

ド工法」で、当時東京大学の松村秀一助教授

だけで、建築はかつての当社のような下請け

にもその耐震性、耐久性を認めていただきま

業者に出しています。それに対して、当社は

した。このモデルを案内しながら営業をかけ

直接、販売から施工までを一貫して行う事業

展示場における快適装備の施工例
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当社の特徴である「直接責任施工」と「お客様といっしょに家づくり」を掲げる「会社方針」
（左）と
団塊ジュニア層などのボリュームゾーンを対象としている「レクティエール ECO」の施工例

モデルなのです。これは社内に技術者がいる

棟、大宮で３０棟という結果に。それでもビジ

からできることで、大手住宅メーカーと比べ

ョンを掲げて久喜市から出たわけですから、

て人気のあるところです。

さらにもう１棟と浦和地区の展示場に出まし

元請けに転換したとき、ホームやハウスの

た。結果は散々で棟数が伸びないうえに、拠

つく社名に変えずに黒須建設のままにしたの

点展開で経費が嵩んでしまったのです。それ

は、あくまでも建築や工法が主体の会社だか

から、
「スーパーウッド工法」の中・高級路

らです。元請けに変わるときに唯一変えたの

線を目指したことも市場を見誤っていました。

は電話番号です。
「１１２２」で「いい夫婦」

住宅取得意欲の高い団塊ジュニア層とニーズ

のようにお客様と信頼関係を築いていきたい

が合っていなかったのです。元請けになると

という思いを電話番号に込めました。

きが一回目の挫折だとしたら、営業展開の失

技術の均一化という課題に対しては、２０００

敗で第二の挫折となりました。

年に ISO９００１（品質マネジメントシステム）
を取得しています。木造建築設計及び施工会
社では埼玉県で２番目の早さで取りました。
これにより、住宅メーカーのマニュアルより
もさらに一歩進んだ品質の均一化が図られる
と同時に社内に品質管理システムが構築され、
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１００棟復活を目指して新商品を開発、会社は
社会のもの、次期社長は社員の中からでも
今後の商品開発について、どのような取
り組みをされていますか。

「技術の黒須」が確立されました。２００５年に

現在は、大宮北ハウジングステージと久喜

は、営業８人で久喜市に年間１００棟を超える

住宅公園、春日部住宅展示場、そして本社前

快挙を成し遂げ、最高益を記録。
利益率も１０％

の４カ所にモデルハウスを展開。中・高級路

を超えました。

線に加えてボリュームゾーンのニーズに合わ

それに自信を深め、１５０棟、２００棟を目指し

せて、剛床構造を保持しながらリーズナブル

て、大宮地区にある住宅展示場にも出店しま

な価格で次世代省エネ基準４等級に適合した

したが、営業力が分散したために久喜市で６０

住宅「レクティール ECO」を開発しました。
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高い施工技術はそのままに高気
密・高断熱を実現するアクアフォ
ーム（泡状の吹付施工する断熱
材）や 遮 熱、高 断 熱 や UV カ ッ
ト効果の高い Low-E ガラスなど
の省エネ仕様をプラスしても総体
で２０％程 度 価 格 を 下 げ て１棟
１，
９００万円台にしています。
また、シルバー層向けの住宅の
開発にも取り組んでいます。リフ
ォームして５００万〜６００万円かかる
のであれば、もう少しお金を出し
て家を建て替えてもらおうと１棟
８００万〜９００万円台の平屋住宅の開
発にも取り組んでいます。こうし
た商品の開発でお客様のニーズに
幅を広く応えて、１００棟復活を目
指しています。

お客様が安心する当社の保証システム「W の保証」

経営に関してはいかがですか。
社員を育てるには、目標・努力・成果・分

将来的な事業構想は、土地探しなどの不動

配・満足が回転していかなければなりません。

産業から保険業までの住宅建築に関わる全て

しかし、いくら頑張って成果を挙げたところ

のサービスを黒須建設のグループ企業で提供

で社長の地位が得られないのでは次の満足は

できるワンストップソリューション企業にな

ありません。社員が帰属意識を高めてモチベ

ることです。すでに弟が独立して不動産を扱

ーションを上げるには、有能な社員から社長

う会社を始めています。また、そうした事業

に登用し、役員から黒須という名字を外すと

展開に備えて「グローバルホームズ」という

いうことも考えています。社員が会社に満足

会社も設立してあります。

していなければ、お客様に満足を与えること
はできませんから。

事業を継続させるために守っていること
はありますか。

お客様とのお付き合いは、家を建築中の数

地元に根差して事業を継続させていくため

カ月だけではなく、その後３０〜５０年になりま

に、取引協力業者と継続的なお付き合いをす

す。お客様に対する最高のサービスは、黒須

る、主要取引銀行を変えない、手形を切らな

建設が存続・発展することです。会社存続の

い、下請けの仕事をしない、という４つのこ

ためには、最適な人材が社長になることが望

とを守っています。これを決めておかないと、

ましい姿と思います。１００年企業や２００年企業

苦しくなったときについ手形を切ったり、安

のほとんどは直系ではないことからも明らか

価な業者にスポットで頼んだりしてしまいま

です。

す。これでは本当に助けてほしいときに助け
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るときもあります。最終
的な経営目標である事業
の存続と発展を考えると
きに使うのはやはり双眼
鏡だろうと。そこに執行
部や社員のベクトルを合
わせるのが私の仕事です。
４年後には還暦を迎えま
す。当面はそこに照準を
合わせて双眼鏡をのぞき
ながら、みんなで語り合
いビジョナリーカンパニ
ー（先見性を持った未来
当社が伝統の一つとする技の天井三段仕様はリビングの解放感と
豪華な雰囲気を醸し出している

志向型企業）を目指した
いと思います。

てもらえなくなります。４つのことを守るこ

注文住宅建築一筋に４０年。時代が変化す

とで会社は存続し、すべてはお客様に還元さ

る中で、しっかりとした技術とポリシーがあ

れるのです。

ったからこそ会社の存続が可能であったと感
じました。これからも地元のお客様のために

意志を持ち行動することを社員に期待
ベクトルを合わせるには双眼鏡を使って

質の高い住宅供給に力を注ぎ、事業が発展さ
れることを願っています。
本日はありがとうございました。

最後の質問ですが、座右の銘と尊敬する
人物についてお聞きします。
上杉鷹山公の「なせば成る
ぬ何事も

為さねば成ら

成らぬは人の為さぬなりけり」が

株式会社黒須建設

好きです。営業社員にもよくこれを引き合い
に出して話をします。意志を持って行動すれ

創

業 １９５３年

ば何事も達成に向かう。結果が得られないの

設

立 １９７３年

は成し遂げる意志を持って行動しないからだ

資

本

金 ２，
０００万円

ということです。

売

上

高 １４億円（２０１２年３月期）

また、人間は３つの鏡を持っています。は

従

業

員 １９名

るかかなたの夢を見るのが望遠鏡。中長期的

本

社

なところを見る双眼鏡、そして今だけを見つ
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〒３４６‐０００６
埼玉県久喜市上町２７‐３７

める顕微鏡。売上げが好調だったとき、望遠

電

鏡ではるかかなたの夢を見たときもありまし

ホームページ http : //www.kuros.co.jp/

た。数字が落ちると顕微鏡でしか見えなくな

取
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