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地域型復興住宅の名称 対象となる地域 

福家[FUKU-IE] 福島県全域 
 

グループの特徴とメッセージ 

当団体は平成17年に発足した木造軸組用パネル工法を採用する地場の工務店中

心の団体を母体としています。発足してから福島固有の気候風土に適した住宅を

供給するため、定期的な講習会や情報交換の場を設け、独自の技術体系を開発し

てきました。 

お客様からの相談窓口、情報発信のため、建材メーカーショールーム等を利用した

定期的なイベント(3 回程度/年)を開催しており、そのほか各社ホームページ、ブロ

グ等でも対応しています。 

私たちは『福島の職人が創る、福島の震災復興に貢献するために安心して住み継げ

る家づくり』を実現します。 
 

 

 

連絡窓口 

担当者名 吉成 新一 メール web@d-yoshinari.com 

電話番号 024-945-1234 ＦＡＸ 024-945-1777 

ホームページ http://www.d-yoshinari.com/ 
自由記入欄  

 

地域住宅生産者グループの基本情報

地域住宅生産者グループ 

グループの基本情報 

グループ名称 
住み継ぐ家づくりネットワ

ークふくしま 

所在地 
福島県郡山市安積町笹川字

高石坊 52-2 ㈲吉成建築内 

結成年月 2012 年 2 月 

グループ形態 任意団体 

主たる業態 施工 

グループ構成 

※各事業者名

は別紙 

合計４６社 

原木供給 ：３社 

製材 ：２社 

建材流通 ：５社 

プレカット ：５社 

設計 ：４社 

施工 ：１３社 

その他 ：１４社 

代表者名 
吉成 新一（有限会社吉成建

築 代表取締役社長） 

主な受賞歴・

活動内容 等 

(ｸﾞﾙｰﾌﾟ内構成

員受賞歴) 

・木のいえ整備促進事業(長

期優良住宅)採択（実績１

７棟） 

・お施主様向けセミナー開催

（年３回） 

 

地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

主な構造・工法 木造軸組パネル工法 

価格帯 1,000～1,500 万円 

価格の基準面積 100 ㎡ 

価格に含まない

項目 

屋外工事費、外構工事費、

設計料、諸手続費 
＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 

詳しくはお問い合わせください。 

グループ全体の施工実績（年間） 

建設戸数※（木造戸建） ４５戸

うち地域材活用の住宅 １５戸

うち長期優良住宅 ２３戸

グループとしての 

施工実績 
なし 

 

戸

グループとしての地域

型住宅の受注可能戸数
９０戸

自由記入欄 

（上記以外の実績等）

大～中規模ﾘﾌｫｰﾑ

工事を１３０戸程

度受注（年間） 
※参画する施工業者の建設戸数の合計 

住み継ぐ家づくりネットワークふくしま 
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地域型復興住宅のイメージと特徴 

 

 

代表的事例の概要 

構造 木造軸組パネル工法 床面積 １階：40.57 ㎡ ２階：40.57 ㎡

設計 DESIGNER’S FLAT 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ設

計室 

施 工 有限会社 吉成建築 

施工費 1,８５０万円（設計費用は除く） 備 考 価格に太陽光等オプション含む 
 

地域型復興住宅の空間・プラン等のイメージ

地域型復興住宅 

■高性能にこだわった“光熱費が極力か

からない”家づくり 

・採用する軸組パネル工法で耐震性と高気密・高断熱

性能を確保。これに加え独自の内外装、設備仕様を定

め、低ランニングコストで快適な室内環境をご提供し

ます。 

■家族の絆を深めるコンパクトな住ま

いづくり 

・ 少ないエネルギーでおトクに快適に暮らせます 

・ 省資源で環境にやさしく建築コストも抑えられま

す 

・ メンテナンスが楽なすっきりしたデザイン。 

・ 照明、冷暖房、給湯など ECO な設備を標準装備。 

福家[FUKU-IE] 



3 

 

設計方法や地域材活用に関する特徴 

 

性能・仕様および施工方法等に関する特徴 

 

 

■永く住み継ぐために”全棟長期優良住宅“の認定を取得。 
気候差の大きい福島県における次世代省エネ基準(Ⅱ～Ⅳ地域)に対応（Q 値 1.72W/㎡・K）

し、  

“安心・安全・快適・健康なすまい”を提供します。 

■自然エネルギーを最大限に活用 
断熱性、気密性を高めてエネルギーのロスを防ぐとともに、採風、採光を考え、設備に頼ら

ない設計を心がけています。

■ プランを考えるにあたって採光・採風・

ランニングコスト等のシミュレーション

を行い、建築地にあった最適な提案をし

ます。 

■ 増改築に臨機応変に対処できる構造や、

維持管理がしやすい設備配管を採用する

ほか、徹底した材料や施工管理を行い、

ローコスト化を図ります。 

 

地域型復興住宅の設計、性能・仕様等の特徴

主に活用している地域材について 

地域材の名称 ○○○○材 

樹種 杉、アカマツ 

産地 ○○県○○地域 

認証制度等 － 

主に取扱う材種 無垢材、集成材 

主に取扱う部材 柱材、梁材、羽柄材、内装

材 

自由記入欄 地域型復興住宅では○○

な○○○○材を○％以上

活用した住宅を供給しま

す。 

 

主に活用している地域材について 

地域材の名称 福島県産材 

樹種 杉、アカマツ 

産地 福島県塙町・田村地域等 

認証制度等 ＪＡＳ認定 

主に取扱う材種 無垢材、集成材 

主に取扱う部材 柱材、梁材、羽柄材、内装

材 

自由記入欄 国産材製材に於いて、全国

トップの協和木材株式会

社をベースに構造材・羽柄

材等、大量に必要な地域材

の 供 給 能 力 を 確 保 。

そして、地元の製材所にて

造作材の様な物件対応が

必要な材料は一つ一つ製

材、供給していきます。 
 

福家[FUKU-IE] 様邸の基準値および性能値

基準値 性能値

2.636 1 .715

（ 単位 ：  Ｗ / ㎡･K  ）

0 .070 0 .073

2 .0以下 1.0～2.0

（  単位 ：  c㎡/ ㎡ ）

注） Ｑ値の基準値は、小規模な住宅について適用される熱損失係数の基準値を採用しています。

ラフプランに基づいた概算予測数値です。
プランが確定しましたら、確定プランに基づく計算
上の数値を再度算出致します。Ｑ値

Ｃ値

μ値

ラフプランに基づいた概算予測数値です。
プランが確定しましたら、確定プランに基づく計算
上の数値を再度算出致します。

ＳＷ工法の『省エネルギー性能に関する評定』の
中で気密性能は「相当隙間面積2.0（c㎡/㎡）以
下」とされています。 実物件の数値は、気密測定
によって確認致します。
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地域型復興住宅の生産供給や流通資材の調達に関する体制 

                                             

施主からの相談体制および維持管理（アフターサービス）の体制・取組み 

 

web@d-yoshinari. web@d-yoshinari.comcom 

 

住み継ぐ家づくりネットワークふくしまの資材調達体制 

地域住宅生産者グループの生産供給・流通、維持管理等に関する体制

安心サポートパックの概要

長期優良住宅に求められる

30 年間のメンテナンスを

お手伝いします 

■県内地元業者による安定供給を実現 

・ 福島県内に同じ施工方法を採用している工務店が 

99 社有り、そのネットワークを利用して県内全域に

施工が可能です 

・ 日本最大規模の生産能力を持つ、福島県内の製材業

者の工場にて乾燥、製材。 通常時一日 3000 本の管

柱、平角類の生産をしており充分な供給能力を確保

しています。 

工務店グループ

工務店Ａ 

工務店Ｂ 

設計者グループ

設計事務所Ａ

設計事務所Ｂ

森林管理 

・ 

原木供給 

製材 

集成材加工 

プレカット 

消
費
者 

■ 永く住み継ぐことができる家のために、

安心サポートパックをご用意しました。

・ 住宅履歴会社が、資料をデータ化して 30 年間保管するこ

とで維持管理しやすくなります。 

・ 定期点検時期には、通知がお施主様と施工会社へ届く仕

組みがあり、安心です。 

・  お施主様がメンテナンス費用を貯めることができる修繕

積立制度をご用意しています。 

地域住宅生産者グループ 

住み継ぐ家づくりネットワークふくしま 

ト加工 写真

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 


