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地域型復興住宅の名称 対象となる地域 

福興（ふっこう）の家 県北・県中・県南 

 

グループの特徴とメッセージ 

地域型住宅や地産地消住宅というキーワードは、最近頻繁に聞かれるようになりま

した。地域の業者が地域の材料を使って供給する住宅ということですが、実際には、

そこに大工を始めとする職人の卓越した技能が介在しなければ、決してお客様に納

得戴ける住宅を提供する事はできません。私たちの研究会は、約半世紀にわたり郡

山市を中心とする地域で住宅を供給する株式会社増子建築工業を中心として結成

されました。同社は、創業以来地産地消の家づくりや大工職人の育成に積極的に取

り組んでおります。地域の材料で地域の職人が造る木の家こそが、本当の意味での

地域型住宅ではないかと、私たちは考えています。 

 

 

 

連絡窓口 

担当者名 増子則満 メール masico@masico.co.jp 

電話番号 ０２４－９３３－０３０１ ＦＡＸ ０２４－９３９－３３５５ 

ホームページ http://www.masico.co.jp 

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 ましこ住宅研究会 

所在地 

福島県郡山市富久山町福原

字東内打５－１（株）増子建

築工業内 

結成年月 平成２４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５８社 

原木供給 ： ２社 

製材 ： ３社 

建材流通 ： ５社 

プレカット ： １社 

設計 ： ２社 

施工 ：１３社 

その他 ：３２社 

代表者名 
増子則雄（（株）増子建築工

業代表取締役） 

主な受賞歴・活

動内容 等 

(※ｸﾞﾙｰﾌﾟ内構

成員受賞歴) 

・平成 22 年長期優良住宅先

導事業採択（実績１５棟）

・平成 22 年木のいえ整備促

進事業採択（実績５棟） 

・平成 23 年木のいえ整備促

進事業採択（実績２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 1,000～1,500 万円 

価格の基準面積 100 ㎡ 

価格に含まない

項目 

設計・外構・諸手続き 

の各費用 
＊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） ３５戸

うち地域材活用の住宅 ３５戸

うち長期優良住宅 ２０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
３５戸

リﾌｫｰﾑに冠する項目 

500 万円以上の大～

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 

ましこ住宅研究会 
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地域型復興住宅 

福興(ふっこう)の家 

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：６８．４５㎡ 

２階：３２．３０㎡ 

設計 増子建築工業一級建築士事務所 施 工 株式会社増子建築工業 

施工費 １，５0０万円 (設計費別) 備 考 － 
 

地域型復興住宅の空間・プラン等のイメージ

■職人の手仕事が光る、本物の木の家 

・地域の材料を最大限に生かすためには、その材料

や、それらが育った気候風土を知り尽くした職人

の知恵と技が欠かせません。大工・建具・左官。

どこをとっても職人の手が入っていない箇所は

ありません。 

■家族と一緒に育つ家 

・私たちは、家族の成長とともに変化する間取りを

御提案します。されに、地域の材料である自然素

材を活用し、家族をやさしく包み込みます

また省エネルギーや耐震性にもこだわり、安全で

安心な家づくりをしています。 

■再生可能エネルギーの活用 

・お客様のご要望に応じて、家庭内で最大のエネル

ギー消費設備は給湯設備である。給湯設備を太陽

熱利用給湯設備（エコキュート複合利用設備）に

する事によって、給湯用エネルギーの約８割を再

生可能エネルギーで賄う事が可能となる。 
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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 

 

 

■暖かく、地震に強い家 

冬は暖かく、夏は涼しい。もちろん、暖房や

冷房の効率もよくなります。省エネルギー等

級４をクリアしています。 

未だに東日本大震災の余震が続いています。

この余震は今後数年続くとも数十年続くと

も言われます。その様な中、耐震等級２をク

リアし、地震に強く安全安心の住まいを提供

します。 

 

 

■家族が仲良く暮らせる家 

・昭和の流行歌に｢狭いながらも楽しい我

が家♪｣というフレーズがありました。

もちろん、狭くはないのですが、コンパ

クトで家族の息づかいが聞こえる。それ

が私たちの設計コンセプトです。 

■低価格で可変性のある構造 

・架構は２間以内、軸組は１間ピッチを

基本として部材の共通化を行い省労力

を実現させ、構造軸組をいじらずに変

更ができる長期利用可能な可変性のあ

るプランである。

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 福島県産ブランド材 

「とってお木」 

樹種 杉 

産地 福島県 

認証制度等 福島県産ブランド材 

主に取扱う材種 無垢材 

主に取扱う部材 柱材、梁材、羽柄材、内装

材 

自由記入欄 福島県産ブランド材「とっ

てお木｣認証工場である押

田製材所からの乾燥製材

品を積極的に活用する。 

 

 

外部仕様 

 屋根：ガルバリウム鋼板ヨコ葺 

 外壁：杉板押縁タテ貼 

 

内部仕様 

 天井：根太天井 

 内壁：左官系仕上 

 床 ：杉 無垢板貼 

 

断熱仕様 

 天井：住宅用ロックウールマット 

 壁 ：住宅用ロックウールマット 

 床下：フェノールフォーム保温板 
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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 

 

 

 

 

ましこ住宅研究会の体制 

 

 

写真・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

■ましこ住宅研究会による県産材流通体制 

・山主さんや原木供給会社との連携を取る事で木材生産

者の顔が見える体制を整え、福島県の良質な木材を安

定的に供給できる事により構造材から内部の隅々まで

県産材を踏んだんに使うことが出来る。 

 

 

工務店グループ

増子建築工業

中村建築 

… 

設計者グループ

 

桂設計 

増子建築工業

森林管理・ 

原木供給 

製材 

仕上材加工 

プレカット 

棟
梁
会
に
よ
る
材
料
検
査 

消
費
者 

■地元を生かして 

・お施主様とお打合せをする際に、設計者と施工者が同

席しヒアリングを行う。２社が立ち会うことで、お施

主様の思いを建物に生かしていく。 

 

地域住宅生産者グループ 

ましこ住宅研究会 

竣工までの流れ 

①資金計画   予算の検討         ⑩工事請負契約  工務店と契約 

②土地探し   予算・利便性を考慮     ⑪地鎮祭     建物の位置・土地の高さを確認 

③土地売買契約 土地の購入         ⑫工事着工    基礎工事開始 

④地盤調査   地盤の固さを調べる     ⑬上棟      建物構造材組み上げ 

⑤設計契約   基本の図面作成依頼     ⑭中間検査    役所による構造検査 

⑥基本設計   1/100 図面・仕上表     ⑮木工事完了   大工工事完了内部仕上げ工事開始 

⑦実施設計   詳細図面作成        ⑯完了検査    役所による完成状況検査 

⑧建築確認申請 設計審査により許可を得る  ⑰竣工検査    図面・打合せ通り出来ているか確認 

⑨見積り    工事の総額を明らかにする  ⑱引き渡し・入居 鍵・証明書の引き渡し 


