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地域型復興住宅の名称 対象となる地域 

木にこだわったオール真壁づくり

の復興住宅 

県中・県南 

 

グループの特徴とメッセージ 

本グループは構成員の全てが３０年以上（先代、先々代からですとその倍以上）

の事業実績と経験をもっております。更にその実績によって築いてきた信頼は、地

域にしっかりと根付いており、いわゆる一過性の住宅供給業者とは全く違った責任

と使命感をもって地域に貢献しております。 

 復興住宅は廉価で工期が短く、更に性能がよい住宅であることが強く要求されて

いるところです。この全てを可能にしたのが当グループの提案です。 

“木にこだわったオール真壁づくりの家”だからこそ味わうことができる体験をあ

なたにも実感していただきたいと思っています。 

 

 

連絡窓口 

担当者名 国島 賢 メール yunizon@crux.ocn.ne.jp 

電話番号 0248-44-4590 ＦＡＸ 0248-44-4045 

ホームページ http://www3.ocn.ne.jp/~yunizon 

自由記入欄 携帯番号：090-3369-2344（国島） 
 

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 
福島ふるさとのいい住宅づ

くり促進協議会 

所在地 
福島県西白河郡矢吹町東郷

477-5㈱ユニゾン内 

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 34 社 

原木供給 ：３社 

製材 ：３社 

建材流通 ：３社 

プレカット ：３社 

設計 ：３社 

施工 ：15 社 

その他 ：４社 

代表者名 
国島 賢（株式会社ユニゾン

代表取締役） 

主な受賞歴・活

動内容 等 

・今後定着化してくると思わ

れる長期優良住宅に特に力

を入れて事業の展開を図っ

ていきます。 

 

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 1,000～1,500 万円 

価格の基準面積 108.50 ㎡ 

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、仕様によって多少の違いがあ

ります。詳しくは直接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） 80 戸

うち地域材活用の住宅 60 戸

うち長期優良住宅 ２戸

グループとしての 

施工実績 
あり 

 

51 戸

グループとしての地域

型住宅の受注可能戸数
100 戸

自由記入欄 

（上記以外の実績等）

500 万円以上の大～

中規模ﾘﾌｫｰﾑ工事

を 20 戸程度受注

（年間） 
※参画する施工業者の建設戸数の合計です。 

福島ふるさとのいい住宅づくり促進協議会 
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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 16.94 坪・２階 15.88 坪（計 32.82 坪）

設計 グループ構成員設計事務所 施 工 グループ構成員工務店 

施工費 1,280 万円（ソーラーは別途） 備 考 内部写真は図面と若干異なります。 
 

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 

オール真壁の内部写真です。 

色を変えれば違った雰囲気に…。 

—基本プランの外観パース— 

※太陽光発電システムを導入した場合でも工事

費合計 1,500 万円以内が可能なプランです。 

—基本プランの平面図— 

※２階は基本的にフリースペースとし、セルフビル

ドが可能な未来対応型の間取りとします。 

■木にこだわった“オール真壁づくり”

の家が一番の特徴です。 

・ほんの半世紀前までの日本の家は、殆んどが、柱

と梁を表したつくりでした。 

・木はやっぱり人の心をなごませ、こころ豊にして

くれる不思議な力をもっています。 

・そんな生活空間を私たちは提供いたします。 

■中心階段と吹抜け空間がアットホー

ムを更に深めます。 

・基本的な間取りは階段を家の中心に配置します。

このような積極的な階段は、家族生活の一日を見

守ってくれる象徴的な存在となります。 

・更に吹抜け空間は、家族の絆を深める演出の場で

あり、大切にしたい空間であると考えています。
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性能等級＞ 

・構造関係→２ 

・火災対策→2～3

・劣化対策→２ 

・維持管理→３ 

・断熱性能→３ 

・空気環境→３ 

・光視環境→明示 

・音環境 →２ 

・高齢者等→３ 

 

■機能と工法がフィットした理想の家を実現させました！ 

・調湿性に優れた木の力を生かし、構造材をそのまま見せる「真壁工法」が最大の特

徴、もちろん床も無垢材が標準仕様となっています。 

・温もりのある木を多用しながらも、地震にも強い「ハイブリット構造」、外気温に左

右されにくい「外張り断熱工法」を採用し、快適な住まいを実現しました。 

・高品質の木造住宅はコストがかかり、和のイメージが強くなりがちですが、作業の

効率と工法の見直をして、大幅な工期の短縮を図ることが出来た結果、コストダウン

に繋げることができました。 

・外回りでしっかりと構造等級を確保した設計プランが、フリースペースの将来対応

の容易さを可能にしました。 

■木を 100％生かした設計思想 

・せっかくの木の良さを隠してしまう今

主流になっている在来工法の住宅では

なく、ちゃんと全部現してしかもその良

さを十分に生かすことが、設計の原点と

なっています。 

・無理なくバランスのとれた構造計画が

一番強い形と言えます。その上、木を全

て現しているにもかかわらず、使用して

いる金物が見えてこない工法も設計上

のこだわりを意味しています。 

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 郡山市産材、その他県内 

樹種 杉、桧、赤松 

産地 福島県内一円 

認証制度等 県産材証明機関発行 

主に取扱う材種 無垢材、集成材 

主に取扱う部材 柱材、土台材、梁材、羽柄

材、内装材 

自由記入欄 地域型復興住宅では、原則

として含水率 20％以下の

県産材を使用した住宅を

供給します。 

「住んで楽しい、こころ豊

かな木のすまい」 
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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 

 

 

 

福島ふるさとのいい住宅づくり促進協議会の連携体制 

 

 

・図 

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

—カタログより— 

—広告用チラシから— 

■地場企業集団による信頼の供給体制 

・比較的モノの供給（流通）は容易でありますが、いわ

ゆる「人手」については、これからは益々厳しくなる

と予想されます。しかし、当グループにおいては地場

工務店の集団であるということが強みで、人に繋がる

ルートをしっかり持っていますので、十分に応えられ

る体制を常にとっております。 

— 関 係 線 — 

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 
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■いわゆる「ゆりかごから墓場まで…」 

・ワンストップで土地→資金計画→設計→工事→登記→

保険→引越しと家づくりに関する全ての相談が可能な

体制となっています。 

・家のカルテとも言われている「福島ふるさとのいい住

宅の工事履歴書」によって、着工から完成までの全記

録とその工事体制を分かり易く表示し、完成引渡し後

の定期点検等フォローアップも万全に行います。 

・更に本グループ事業生産供給住宅を中心とした「住ま

いのサロン」を開設し、すまいの情報ばかりではなく、

お施主さん同士の社交の場としても楽しく利用してい

ただける環境を実現します。 

・家はつくった時がピークで後は下るばかりであると間

違ったことが言われていますが、けっしてそうではあ

りません。むしろ完成した先にこそ本物の生きた家の

力が、住まれる方々と共に大きくなっていくものです。

私たちはそうした家づくりを目指しています。 

地域住宅生産者グループ 

福島ふるさとのいい住宅づくり促進協議会 


