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地域型復興住宅の名称 対象となる地域 

「ふくしまのいえ」 県北・いわき 

 

グループの特徴とメッセージ 

本団体ホップエフ 21 は、地域型復興住宅「ふくしまのいえ」を建設するにあたり、

県内建設関連企業のみならず、広範囲の企業と連携することで、地域材である構造

材や内装材、建設資材や建材などの流通経路の単純化と適切な安定供給を図ること

で、コストを削減しながら、良質な復興住宅を提供することを目指しています。       

さらに、建設関連以外にも、専門知識を持つ企業とも連携することで、住宅取得に

伴う各種手続きや申請の代行あるいは、相談にも迅速に対応出来る体制づくりをし

ています。 

弊社を中心にして、今まで 270 戸超の応急仮設住宅をてがけた実績があり、ホップ

エフ 21 は、その時の体制を中心に発足した団体です。 

 

 

連絡窓口 

担当者名 伏見 正和 メール fushimi@toyokensetsu-iwaki.com 

電話番号 0246-76-1233 ＦＡＸ 0246-76-0774 

ホームページ http://www.toyokensetsu-iwaki.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 ホップエフ 21 

所在地 
福島県いわき市小名浜金成

字砂田 6-1 

結成年月 2012 年 1 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 26 社 

原木供給 ：2 社 

製材 ：2 社 

建材流通 ：3 社 

プレカット ：2 社 

設計 ：3 社 

施工 ：4 社 

その他 ：10 社 

代表者名 
小野武志（東洋建設株式会社 

代表取締役社長） 

主な受賞歴・

活動内容 等 

(※グループ構

成員受賞歴) 

・平成 22 年長期優良住宅先

導事業採択（実績３棟） 

・平成 23 年木のまち整備促

進事業採択（実績７棟） 

・ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ申請（実績 10 棟） 
 

地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

主な構造・工法 木造軸組工法 

価格帯 1,200～1,700 万円 

価格の基準面積 115.00 ㎡ 

価格に含まない

項目 

屋外工事費、外構工事費, 

ｶｰﾃﾝ工事費、諸手続費他 
＊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） 85 戸 

 うち地域材活用の住宅 7 戸 

 うち長期優良住宅 ７戸 

グループとしての 

施工実績 
なし 

 

 

 

グループとしての地域

型住宅の受注可能戸数 
200 戸 

自由記入欄 

（上記以外の実績等） 

500万円前後の中規

模ﾘﾌｫｰﾑ工事を 10

戸程度受注（年間） 
※参画する施工業者の建設戸数の合計 

 

グループと

しての受賞

歴等を記述

してくださ

い 

グループとして消費者にアピールした

いことを自由に記述してください。 

グループの名称（自由）を記述してください。 

グループとして

の内容を記述し

てください 

グループで生産供給する住宅の名称（自由）を記述してください。 

ホップエフ 21                090 
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「ふくしまのいえ」 
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 木造軸組工法 床面積 １階：67.90 ㎡ ２階：43.89 ㎡ 

設計 (有)小坂建築設計工房 施 工 東洋ハウス工業株式会社 

施工費 1,500 万円（税込、諸費用は除く） 備 考 － 
 

地域型復興住宅の空間・プラン等のイメージ 

■健康にこだわった安心な家づくり 

１. 地場産材をふんだんに使用し、伝統工法を駆使

した在来工法を採用します。 

２. 暖炉を囲み、家族団らんのスペースを確保し、

アットホームな笑顔の絶えない住宅を造ります。 

３. 家族構成によりフレキシブルに対応できる空

間づくりを提案します。 

■地域環境にあったサステナブルな住

まいづくり 

１. 開口部の日射ルーバーや軒や庇による日差し

の調整、吹き抜けを利用した風の流れる健康的な

住宅を造ります。 

２. 高気密高断熱による住宅性能の確保及び断熱

性能向上による環境負荷の低減化を図り、長寿命

化住宅とライフサイクル CO2 の削減をします。 

３. 維持管理のしやすさ、防腐防蟻処理、ベタ基礎

及び LED 照明設置などの耐久性を追求します。 
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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 

 

 

■安心・安全・健康なすまいづくり 

・住宅性能としては、長期優良住宅（耐震、耐久、省ｴﾈ、可変対応、維持管理等）仕

様を基本ﾍﾞｰｽに、出来るだけ自然の力（太陽光の取入れ方、風の通道等）を利用し

た快適なすまいづくりを目指しています。 

・工法は、基本を在来軸組工法とし、基本的なｺｱﾌﾟﾗﾝをﾍﾞｰｽに、要望に合わせたｺｱ

の組合で、変化への対応も可能にしています（ｺｽﾄ削減にもなる）。又、同じｺｱの組

合せによって、増築等も容易に可能に出来るようにしています。 

・仕様は、ｵｰﾙ電化を基本にしながら、要望によっては、暖炉の設置、ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷによ

る外部空間の確保等、基本ﾌﾟﾗﾝ＋多種多彩なｵﾌﾟｼｮﾝを用意してあります。      

 又、無垢材や自然素材の使用による健康住宅への対応も可能にしてあります。 

■地域とともに生きる住宅  

・地域の自然環境を取り入れ、地域に根

ざしたサステナブルな住宅を目指しま

す。 

 

・長期優良住宅を主とした安心安全な住

空間を造ります。 

 

・地域材を十分利用し、地元企業との連

携を強化してアフターフォローも万全

に行い、長期にわたるクライアントと

の一体形成を図ります。 

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 福島県材 

樹種 杉、アカマツ 

産地 福島県全地域 

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良質

な福島県産材を 60％以上

活用した住宅を供給しま

す。 

 

 

  

写真や図を効果的に活用してビジュアル的

に分かりやすいものとしてください 
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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 

 

 

 

ポップエフ 21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 

 

写真や図を効果的に活用してビジュアル的

に分かりやすいものとしてください 

 

 

写真や図を効果的に活用してビジュアル的

に分かりやすいものとしてください 

■応急仮設住宅建設による団結力 

・270 戸超の応急仮設住宅の建設をてがけた生産供給体

制と地域材の流通・調達体制をさらに整備して供給の

さらなる安定化と品質向上を確立していきます。又、

施工体制においても、施工精度の向上、統一化の為、

研修会や各職種工の連絡網の充実などの強化を図って

います。 

 

建設グループ 

設計事務所 

工務店 

… 

支援グループ 

… 

司法書士 

保険会社 

森林管理・ 

原木供給 

製材 

集成材加工 

プレカット 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

消
費
者 

■迅速・丁寧 

・施主からの相談については、担当営業を中心にして、

設計事務所、司法書士、保険会社等、建築工事以外の

事に対しても迅速に対応出来るようにしてあります。 

・保証については、地盤保証、瑕疵担保保証はもとより、

保険申請等の代行等も併せて対応していきます。 

・維持管理体制は、工務担当を中心に定期点検の実施に

よる維持管理、家歴管理をしていきます。 

グループの名称（自由）を記述してください。 

地域住宅生産者グループ 

ホップエフ 21 

 


