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地域型復興住宅の名称 対象となる地域 

遊学舎ドミノの家 県北･県中･県南・いわき 

 

グループの特徴とメッセージ 

人間と地球環境とのかかわりを再認識し、街づくりや住宅・公共の建物づくり
を通じ、持続可能な社会を創ることを目標として、1995 年に発足。 

全国の小学校で初めてパッシブソーラーを二本松市で導入したことを契機に、建築家・

工務店・製材業者・各専門業者・大学教授・研究者が集い、PLEA 国際会議(釧路)で

の発表、街づくりや伝統文化の継承運動、地元産(杉材･和紙･土)を使った特色ある建物づくり

や伐採見学ツアーなどの活動を続けてきました。 

東京都公営住宅建替えプロジェクトで実績と定評ある木造ドミノ研究会など他
グループとの交流から、復興住宅プロジェクト「遊学舎ドミノの家」を立ち上げ、被災され
た方々への支援を全力で行っています。 

 

 

連絡窓口 

担当者名 山田祥司（樽川技建㈱） メール LES04202@nifty.com 

電話番号 024-922-9701 ＦＡＸ 024-922-9565 

ホームページ http://www.geocities.jp/mori_yugakusha/   検索キーワード「 ふくしま 遊学舎 」 

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 ふくしま森の遊学舎 

所在地 
福島県郡山市台新 2-31-10 

樽川技建㈱内 

結成年月 1995 年 4 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 40 社 

原木供給 ：3 社 

製材 ：3 社 

建材流通 ：3 社 

プレカット ：4 社 

設計 ：7 社 

施工 ：14 社 

他 ：6 社 

代表者名 樽川美知男(樽川技研㈱) 

主な受賞歴・活

動内容 等 

(※ｸﾞﾙｰﾌﾟ内 

構 成 員 受 賞 歴

含む) 

2002 年 ふくしま森の遊学舎 

福島県ユニバーサルデザインフェア 優秀賞

2003 年 ふくしま森の遊学舎 

福島県ユニバーサルデザインフェア 優秀賞

フォレストモア木の国デザインコンペ 優秀賞

2007 年 木造ﾄﾞﾐﾉ研究会 

グッドデザイン賞受賞 

2008 年 木造ﾄﾞﾐﾉ研究会 

超長期住宅先導的モデル事業採択

2009 年 木造ﾄﾞﾐﾉ研究会 

長期優良先導的モデル事業採択 
 

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 1,200～1,950 万円 

価格の基準面積 80 ㎡ 

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、税金
＊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） 100 戸

うち地域材活用の住宅 80 戸

うち長期優良住宅 10 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
80 戸

自由記入欄 

（上記以外の実績等）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ内工務店は、

規模の大小問わず 

ﾘﾌｫｰﾑ工事対応 
※参画する施工業者の建設戸数の合計 

ふくしま森の遊学舎 
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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 木造軸組工法 床面積 １階：39.75 ㎡ ２階：36.44 ㎡ 

設 計 三坂恭一/Yu 工房 施 工 樽川技建 株式会社 

施工費 1,300 万円（前ﾍﾟｰｼﾞの別途費用あり） 備 考 会津地域は別途ご相談下さい 
 

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 

遊学舎が長きにわたり培ってきた丁寧な家づくり活動

に加え、復興住宅として「遊学舎ドミノの家」を立ち上

げました。ドミノとは、「ドム＝家」と「イノ＝新しい、

革新的な」を組み合わせたル･コルビジュエの造語です。

在来軸組みの工法ですが、耐力のある外周壁をバランスよ

く配置し、間仕切りは完全自由。床の剛性を高め、全く新し

い木の家です。 

基礎コンクリート上に直接建てた大黒柱が上からの荷

重を大地に逃がすなど、東日本大地震レベルの大地震にも

耐える強度に加えて、福島県の気候風土に適した高い断熱性

能を備えています。 

一方、内部はワンルームに近い生活空間とすることに

よって高い可変性を実現。空間構成の自在性はもちろん、

給排水や電気配線などの更新をも可能にし、躯体の頑強さ

だけではない、真に長寿命の家をお届けします。 

 

遊学舎ドミノの家 

ハイスペック・フレキシビリティ・ローコスト 

【ハイスペック】スケルトン(建物本体)･インフィル(し

つらえ)を分離し、構造･気密･断熱性能などの基本部

位をしっかり作る。 

【フレキシビリティ】可変性を重視した構造体･基礎･

広がり間取り･間仕切り･内装･設備を徹底。 

【ローコスト】合理化プランとスケルトンとインフィ

ル分離の二段階供給により工期短縮を実現。 

省エネルギーな家づくり 

福島県内で自然エネルギー利用として実績のある、

空気集熱式パッシブソーラー(ＯＭソーラー)の導入によ

り、快適な室内環境を省エネルギーと共に実現。 

自由なプランづくり 

玄関を｢妻入｣にすることで、敷地条件に左右され

ず、希望に添った自由なプランづくりが可能。 

外観･仕様は変更する場合があります。 
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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 

 

 

「遊学舎ドミノの家」は、通し柱を使用 

しないで管柱のみのシステム。合理的なプ 

ランと構造材の種類を絞り込むことで特注 

寸法を排除し、一般流通している杉材で、構 

造を成り立たせています。 

福島県は森に恵まれ、良質の杉材の誇れ 

る産地です。原発事故の影響から放射線線 

量を検査しながらの対応となりますが、 

わざわざ遠くから運ぶのではなく、その土地の風土で

育った木を使うことで、建てた後も長年、風雪に耐える

力を発揮し、その材の特徴を知り抜いた地元の大工により

作り上げていくのが、ドミノの家です。

地域型復興住宅の設計、性能・仕様等の特徴

大工がつくる在来軸組みの工法でありながら、革新的な木の家がドミノ。木造ドミノ

住宅が平成 17 年東京都公営住宅建替プロジェクトに選定された理由も、その汎用性と革新性

を併せ持っていたからです。2007 年度にグッドデザイン賞・地域住宅計画賞・エコビルド大賞の

３つの賞を受賞した他、2008 年の超長期住宅先導的モデル事業、2009 年第 1 回長期優良先

導的モデル事業に採択されました。「遊学舎ドミノの家」は、もちろん長期優良住宅です。

・基礎立ち上りは外周のみ、大黒柱下のみ独立した立ち上りを設ける。 

・追加撤去等変更が容易に行える内部造作（間仕切り壁･家具工事前に床仕上げ先行、内部建具は吊戸）。 

・給水･給湯配管はヘッダー方式とし、外部からの取込みは 1 ヶ所とする。 

・排水配管は 1 階床下空間にメイン管を設け、外部との接続みは 1 ヶ所とする。 

・配線は外周壁上部に環状 EPS(配線長押)を設け、構造体や断熱層に隠さない。 

柱や梁といった構造体｢スケルトン｣と、間仕切りや内装、

設備など｢インフィル｣とを分離し、耐久性と耐用性を両立。

家を支える柱や壁を外周に集中させ丈夫で安全な構

造を基本とする一方、その躯体の特徴から、間仕切り

は内壁に頼らず自由に配置できるようになり、家族構

成や世代交代への自在な対応を可能にしました。やがて

老朽化していく設備などの交換やメンテナンスも非

常に容易です。 

家全体をやんわりと温める間接暖房のＯＭソーラー

は、部屋間の温度差が少なく、のびやかな空間づくりに役立

ちます。 

強さと心地よさがいつまでも続く「木の家」にはシンプル

だけど、設計の工夫がてんこ盛りです。 

地域材について 
地域材の名称 福島県産材外 

樹  種 杉･松 

産  地 福島県･宮城県･栃木県･茨城県 

認証制度 合法証明 

主に取り扱う材種 無垢材 

主に取り扱う部材 柱、梁、羽柄、床 
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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 

 

 

 

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

施工精度を守り、性能を永く維持するためには、

乾燥材の安定調達が重要です。 

通し柱を使用せず管柱のみを使用し、プランを合

理化した「遊学舎ドミノの家」は、使用する材種が

一般住宅と比べて少なく、その全てが一般流通材と

して入手でき、木材生産者・加工製材業者間で納期

の連絡調整を緊密に行っています。近年は、福島県

産材と合わせて隣県の合法木材供給事業者からも安定

供給体制を整え、県内・隣県での多面的に復興需要

への対応を可能としました。産地の山や伐採現場へ

の見学ツアーも定期的に開催し、顔の見える関係で

の家づくりに取り組んでいます。 

 

1995 年誕生の遊学舎は、建築家・工務店・製材所が個々

の住まいに対して、気候風土に合わせた設計と、丁寧な

家づくりを実践し、メンテナンスを続けてきました。 

「遊学舎ドミノ」プロジェクトでは、復興支援として、計

画段階からメンテナンスまでグループ構成員が連携して、ワ

ンストップサービスに努めています。 

地域住宅生産者グループ 

ふくしま森の遊学舎 

 

木造ドミノの 大の特徴は、維持管理しやすい構造・設備・

間仕切りという点です。万が一不具合が生じた場合でも、

スケルトンとインフィルが分離し、メンテナンスし易く

設計・施工していることで、その作業は簡単に済みます。

また、家族構成や世代交代によるリフォームも一般住宅

と比べて容易にできます。 

真に長寿命な家を 

提供する責務として、 

完成後のメンテナン 

スも定期的に行って 

います。 5.設計・施工・メンテナンス 

建築家・工務店 

1.初期相談 

ヒアリングシートに基づき、 

要望を細かく把握対応 

3.土地探し 

不動産業者 

2.資金計画や住宅ローン相談 

銀行ローンセンター・ 
フラット 35 代理店・ 

火災保険代理店・ 
ファイナンシャルプランナー 

4..減税・登記手続 

司法書士事務所 

【構造材等の県産材と栃木県

北材･茨城県北材】 

山林所有者、東白川森林組合、

協和木材(杉材原木消費量 12

万 m3)等を通じた供給体制 

【構造材等の県産材と宮城県南材】 

福島原木センターや山大(杉材原木消費

量 2.4 万 m3)等を通じた 

供給体制 

【羽柄材･野物材等の県産材の一部】 

いわき周辺から調達 


