
ふるさと福島復興プロジェクトチーム

１２．グループ構成員

事業者名 代表者名

 Ⅰ- 1 田村森林組合 早川　英二

 Ⅰ- 2 ふくしま中央森林組合 渡辺　一夫

 Ⅱ- 1 田村森林組合 早川　英二

 Ⅱ- 2 ふくしま中央森林組合 渡辺　一夫

 Ⅲ- 1 田村森林組合 早川　英二

 Ⅲ- 2 ふくしま中央森林組合 渡辺　一夫

 Ⅳ- 1 中井住宅木販(株) 中井　政助

 Ⅳ- 2 岡田電気産業(株) 岡田　大輔

 Ⅳ- 3 ハイビック市売北日本(株) 杉山　　晃
 Ⅳ- 4 郡山チップ工業㈱ 大内　正年

 Ⅴ- 1 武志一級建築士事務所 武藤　  武

 Ⅴ- 2 Drawing notes 平井　  充

 Ⅴ- 3 アトリエ・みなみせこ 南迫  哲也

 Ⅴ- 4 遠藤求建設計 遠藤　  求

 Ⅴ- 5 Ｙ'S 設計室 柳沼　広美

 Ⅴ- 6 (有)アート設計 増子　健二

 Ⅴ- 7 (有)坪倉土質調査設計 坪倉　新治

 Ⅴ- 8 ﾋﾄｷﾎｰﾑ一級建築士事務所 小沼　輝雄

 Ⅴ- 9 (有)石井測量設計事務所 石井　茂一

 Ⅴ- 10 NPOおらが街ふるさと創り研究会 蒲生　康博

 Ⅴ- 11 アビーワークス一級建築士事務所 吉田　陽子

 Ⅴ- 12 小松田建築設計事務所 小松田正昭

 Ⅴ- 13 矢吹測量設計事務所 矢吹　政克

 Ⅵ- 1 ㈱武藤工務店 武藤　  武 福島県田村市船引町今泉字田中71

 Ⅵ- 2 (有)松本木材店 松本　光明 福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字下ノ内91

 Ⅵ- 3 桂建設(株) 渡邉　正義 いわき市四倉町字西四丁目2-4（富岡町）

 Ⅵ- 4 平河内工務店 平河内一博 福島県田村市滝根町神俣字関場63-3

 Ⅵ- 5 (株)宇佐見建設 宇佐美鐡雄 福島県いわき市川前町上桶売字大平20-39

 Ⅵ- 6 (有)信和創建 三瓶　　信 福島県田村郡三春町字中町37番地1

 Ⅵ- 7 蒲生工業(株) 会田　　清 福島県田村市大越町上大越字白石2番地1

 Ⅵ- 8 大和建設工業(株) 長谷川恒雄 福島県大沼郡金山町大字西谷字下夕川原542-1

 Ⅵ- 9 (有)鶴生建設 佐藤　サヨ 福島県田村郡三春町大字下舞木字正神平132-58

 Ⅵ- 10 (株)石覚組 石井　幹也 福島県田村郡小野町大字小野新町字品ノ木126-2

 Ⅵ- 11 (株)人輝 小沼　輝雄 福島県郡山市笹川3丁目112番地3

 Ⅵ- 12 (有)松本石材建設 松本　信子 福島県双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内39

 Ⅵ- 13 (株)フクイシ 佐藤　利男 福島県田村市船引町堀越字堰下195

 Ⅵ- 14 (株)磐梯園 佐久間　洋 福島県郡山市喜久田町堀之内字下前田49-1

 Ⅵ- 15 (株)花喜 府中　孝義 福島県郡山市田村町上行合字南川田47-12

 Ⅵ- 16 (株)人輝ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 小沼　輝雄 福島県須賀川市あおば町555

 Ⅵ- 17 星野工務店 星野　利弘 福島県須賀川市堀込浦通北38番地

 Ⅵ- 18 (有)ムカイ電設 迎　　昌良 福島県石川郡浅川町字蓑輪山敷田52-21

 Ⅵ- 19 (株)アオキ 青木　勝直 福島県須賀川市舘ケ岡字本郷53番地

 Ⅵ- 20 (株)アクアス 小窪　重久 福島県須賀川市愛宕山114番地

 Ⅵ- 21 (株)エムズファクトリー 牧田　勝弘 福島県須賀川市郡山市安積町日出山四丁目116

 Ⅵ- 22 (有)熊田塗工店 熊田　正保 福島県須賀川市大袋町115番地

 Ⅵ- 23 (株)三州プランニング 円谷　國夫 福島県西白河郡中島村大字滑津字平名塚8番地の7

 Ⅵ- 24 (有)新藤工務店 新藤　吉夫 福島県郡山市昭和二丁目13番26号

 Ⅵ- 25 (有)コーワ建設工業 塩澤　　孝 福島県郡山市大槻町字上ノ山5番地

福島県東白川郡鮫川村大字赤坂西野字寅卯平32-1

所在地

Ⅰ．原木供給

福島県田村市常葉町西向字堂ケ入62-7

福島県田村郡小野町大字小野新町字知宗59-2

Ⅱ．製材

福島県田村市常葉町西向字堂ケ入62-7

福島県田村郡小野町大字小野新町字知宗59-2

Ⅲ．建材流通

福島県田村市常葉町西向字堂ケ入62-7

福島県田村郡小野町大字小野新町字知宗59-2

Ⅳ．プレカット

福島県須賀川市あおば町555

福島県いわき市平谷川瀬字明治町27

福島県郡山市日和田町高倉字大口原1-167
福島県本宮市稲沢字入高野63-5

Ⅴ．設計

福島県田村市船引町今泉字田中71番地

東京都目黒区2-11-12 ジョイパレス7-101号室

東京都中野区新井2-35-1

福島県田村市大越町下大越字中川165

福島県郡山市鳴神3-152

福島県郡山市安積町笹川三丁目56番地

福島県田村市都路町古道字戸草140番地

福島県田村市大越町上大越字下内143

福島県郡山市田村町徳定字中河原1番地1

福島県須賀川市和田字蝦夷穴30番地

福島県須賀川市和田字立石43番地の15

福島県須賀川市並木町223-18

Ⅵ．施工



１２．グループ構成員

事業者名 代表者名 所在地

 Ⅵ- 26 中屋設備(株) 佐藤　正章 福島県郡山市安積町笹川字南向60-4

 Ⅵ- 27 芳賀板金工業 芳賀　邦男 福島県石川郡平田村大字北方字後川78番地の16

 Ⅵ- 28 福菱冷熱(株) 矢部　浩樹 福島県郡山市備前舘一丁目58番地

 Ⅵ- 29 (有)松川建設工業 矢吹　政克 福島県須賀川市並木町223-18

 Ⅵ- 30 (株)ヤマト創業 阿宇　辰男 福島県須賀川市森宿ウツロ田4-28

 Ⅵ- 31 織田工業(株) 前林　和美 福島県郡山市富田町字稲川原49番地

 Ⅵ- 32 (株)鳳伸 鈴木　重男 福島県郡山市大槻町字御前105番地

 Ⅵ- 33 (株)キムラ 木村　勇介 福島県喜久田町卸一丁目115-1

 Ⅵ- 34 広栄産業(株) 塩谷　恒子 福島県郡山市久留米四丁目108-1

 Ⅵ- 35 (株)ダイキアクシス 大亀　　裕 愛媛県松山市美沢一丁目9番1号

 Ⅵ- 36 (株)榎本組 榎本　和夫 福島県田村郡三春町大字南成田字山崎399-3

 Ⅵ- 37 マル武建設工業(株) 武田　幸子 福島県田村市船引町船引字舘柄13番地
 Ⅵ- 38 笠原工業㈱ 笠原　賢二

 Ⅶ- 1 (有)歩 白岩　良子 福島県田村郡三春町大字熊耳字宇道45

 Ⅶ- 2 (有)三輪電設 三輪　善治 福島県田村市船引町永谷字下田138

 Ⅶ- 3 本間建築 本間　健司 福島県田村市船引町船引字源次郎120-3 仮設住宅A1棟ｰ6

 Ⅶ- 4 車田建築 車田　広和 福島県岩瀬郡天栄村大字白子字谷地畑47番地

 Ⅶ- 5 塩沢工業 塩沢　真澄 福島県須賀川市小作田字竹ノ花21番地の6

 Ⅶ- 6 和田装備(株) 和田　太郎 福島県須賀川市森宿ヒジリ田55-1

 Ⅶ- 7 鈴木瓦店 鈴木　一也 福島県郡山市八山田五丁目296

 Ⅶ- 8 杉田畳店 杉田　義雄 福島県須賀川市弘法坦116番地

 Ⅶ- 9 力丸木工所 力丸　康一 福島県郡山市田村町谷田川字荒小路3-2

 Ⅷ- 1 アップポイント 佐久間幸彦

 Ⅷ- 2 大安エステート 三瓶　文博

 Ⅷ- 3 (株)瑞穂不動産 大木　和彦

 Ⅷ- 4 (株)都路林産開発 吉田　吉一

 Ⅸ-1 たむら農業協同組合 富塚　　正

 Ⅸ-2 (株)大東銀行 鈴木　孝雄

 Ⅸ-3 須賀川信用金庫 長谷部一雄

 Ⅸ-4 朝日火災海上保険(株)郡山支店 中山　琢也

 Ⅸ-5 (有)遠藤総合保険 遠藤徳喜代

 Ⅸ-6 (株)あさかの損保事務所 渡辺　善彦

 Ⅹ-1 浅井嗣夫法律事務所 浅井　嗣夫

 Ⅹ-2 (株)日本ﾊﾟｰﾄﾅｰ会計事務所 宗形　清治

 Ⅹ-3 行政書士佐藤千恵子事務所 佐藤千恵子

 Ⅺ-1 郡山生コンクリート(株) 綾　　哲志

 Ⅺ-2 郡山生コン日和田(株) 綾　　哲志

 Ⅺ-3 平田生コンクリート(株) 綾　　哲志

 Ⅻ-1 (有)佐々木商店 佐々木俊雄

 Ⅻ-2 (株)久保屋 佐久間喜久

 Ⅻ-3 (株)宇佐美興産 宇佐美博幸

福島県須賀川市塚田18番地の2

福島県須賀川市市上人坦1番地
Ⅶ．専門工事業者

Ⅷ．宅建業

福島県田村市船引町船引字扇田231-1

福島県田村郡三春町字中町1番地

福島県郡山市富田町字稲川原73番地の1

福島県田村市都路町古道字芹ケ沢63-7

Ⅸ．金融・保険

福島県田村市船引町船引字南町通160番地

福島県郡山市中町19番1号

福島県須賀川市宮先町31番地

福島県郡山市駅前2-5-12 郡山野村證券ビル8F

福島県田村市大越町下大越字中原122

福島県郡山市安積町長久保3-3-10

Ⅹ．弁護士・税理士・行政書士

福島県郡山市芳賀二丁目5-20

福島県郡山市名郷田二丁目36番地

福島県田村郡三春町字中町11-1

福島県いわき市川前町上桶売字大平20-39

Ⅺ．生コン

福島県郡山市安積1丁目24-2

福島県郡山市日和田町字五庵55-1

福島県石川郡平田村大字逢木田字通目木7番地

Ⅻ．燃料・農業

福島県田村市船引町新館字軽井沢797


