
 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市豊田町２－１０ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 28 社（原木供給／3 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／12社、その他／4社） 価格帯 850～1,680万円 

代表者名 嶋崎尊士（島和建設株式会社代表取締役社長） 価格の基準面積 25坪～35坪 

主な受賞歴等 平成 23年国土交通省住宅局長賞受賞（実績150戸）(仮設住宅) 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：中沢達浩（株式会社 A.C.Regalie） 
[メール] utukusima.yuinokai@gmail.com 
[電話]0120－573－556 [ＦＡＸ] 024-573-5548 ＊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。 
ホームページ http://utukusimayuinokai.web.fc2.com/ 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
あなたは、売りますか！それとも貸しますか！ 
どちらにしますか？ 
●資産価値の高い家は、住んでも快適です。 
１．後で高く売れる高資産価値な家？ 
２．住んでいる時も、住まなくなってからも、あなたが豊かになる家 
●私たちが考える住宅は、将来、仮に他の場所に越す事になっても、高い価
格で販売できる家、賃貸で貸すことの出来る家。 
●あなたにとって、とても価値の高い家づくりをご提案しています。 
 
無垢の自然素材と薪ストーブ 
●暖かく快適で居心地のよい、価値ある家を選びますか？ 
 
ローン支払いをサポート 
●そして、あなたがいなくなった後も資産を生み出す、快適な家を選びます
か？ 
 

001
うつくしま結の会 
県北・県中・県南・相双・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●家づくりにおいて、悩みを解決する事は、あなたの新しい未来を作ることにつながります。 
●僕たちは、すごく理想主義的な考え方で家づくりを行っています。 
最初から最高級のものを目指してきちんとつくる方が、後でやり直すよりも結局は安くつくことをよく知っている。 
●だからあなたにとって良い家をお渡しできると約束できるのです。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市町庭坂字長林23番地 （株）カンノ住研内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計２３社（原木供給／３社、製材／３社、建材流通／２社、プレカ
ット／３社、設計／４社、施工／７社、その他／１社） 価格帯 1,000～1,600万円 

代表者名 菅野良二（株式会社カンノ住研 代表取締役社長） 価格の基準面積 75～100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 23年度住宅・建築物省CO2先導事業（被災地版）採択 
（15棟予定） 
・高断熱住宅と健康セミナー開催（1回） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：佐藤克也 
[メール] kt.satou@fpcorp.co.jp 
[電話]022-711-2511 [ＦＡＸ] 022-711-2512 ＊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。 
ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
自分「らしく」暮らすための住空間 
●シンプルで機能的な間取り、 
高齢者になっても暮らしやすい平屋の住まいです。 

●住まう家族の趣味や暮らし方にあわせた多目的空間を用意。 
変化にも対応可能なプランです。 

●冬暖かく、夏涼しい、高性能でありながらコストダウンを図りました。
 
潤いに満ちた暮らしが、家族をやさしく「包む」家 
●家族の成長にあわせ間取りも自由に変更が可能です。 
●暮らしのライフスタイルにあわせて成長する家です。 
●断熱性や耐久性に優れたシンプルな設計で快適な暮らしを守ります。 

002
FPの家ふくしま 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●未曾有の爪あとを残した「東日本大震災」。今もなお、仮設住宅に住まわれている方が少なくありませんが、 
家族が永続的に健康で快適な生活が送れる場所ではありません。 

●そこで私たち地元工務店が、その方たちのために何ができるのかを真剣に考えました。 
●その答えのひとつが、震災復興企画住宅の「ら・し・く」と「包む」です。 
●高断熱・高気密の頑強構造で、大地震や火災などからご家族を守るとともに、 
毎月の光熱費もしっかり抑える、家計にやさしい住まいです。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

「ら・し・く」 「ら・し・く」

「包む」

「包む」
1階平面図 1 階平面図 

2 階平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市泉字清水内１ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 46社(原木供給／３社、製材／３社、建材流通／６社、プレカッ
ト／３社、設計／４社、施工／１１社、その他／１６社) 価格帯 1,500 万円 

代表者名 佐藤勝也（佐藤工業株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・ 「ふくしまの家」復興住宅供給システムプロポーザル 
：二次審査８団体選出 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：松本光正 
[メール] m-matumoto@sato-kogyo.co.jp 
[電話] 024-557-1166 [ＦＡＸ] 024-558-8967 

＊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。 

ホームページ http://www.sato-kogyo.co.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
自由な平面 
●ワンルーム空間の中央付近にコア（水回り＋収納＋廊下）を置くと、周囲
にフリースペースができます。 
●この入れ子状の平面は、周辺の環境や家族構成、ライフスタイルにあわせ
たフレキシブルな生活を可能にします。 
●家具、カーテン、建具、壁というように仕切り方でプライバシーの高い
空間もつくれ、将来にわたって多様な家族の変化に応えていきます。 

 
機能性 
●キッチン、浴室、便所などの水回りをまとめ、さらに収納と廊下をコンパ
クトに集約したコアが中心にあることで、廊下のない機能的で合理的な住
宅を実現。 
 
拡張性 
●高い天井はあらゆる場所がロフトとして増床可能。将来に備えたゆとりス
ペースとして、収納･書斎･寝床として利用できる拡張性を備えています。
 

003
「次世代につなぐ家づくり」ネットワーク 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●この家のテーマは『変化と自由』です。 
①命が生まれ、成長し老いていく、バラバラになった家族がいつか共に暮らせる、そんな家族の変化に対応できること。 
②生活者のさまざまな生活の仕方に自由に対応できること。 
●設計、工務店や地元の大工などの工事関係、木材の供給と製材、弁護士、司法書士、金融機関、保険関係など、 
住宅に関わる様々な業種による広範囲の連携によって、震災や原発事故によるさまざまな問題を抱えた方々が、 
『充実した生活を送ることができる家づくり』の手助けを行います。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

平面のイメージ

断面のイメージ



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市御山字中川原84-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 67 社（原木供給／2 社、製材／5 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／42社、その他／12社） 価格帯 1,090 万円より 

代表者名 篠木雄司（株式会社アポロガスほっとリビング 代表取締役社長） 価格の基準面積 77.61 ㎡ 

主な受賞歴等 
・フェニーチェふくしま設計建設共同企業体として応急仮設住宅を参
加業者分450戸の供給。 
・上記により住生活月間香料者国土交通省住宅局長表彰受賞 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：渡邉 創 
[メール] hajime@hot-living.com 
[電話] 024-525-0525 [ＦＡＸ] 024-525-1345 

＊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。 

ホームページ http://www.hot-living.com/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
高性能・高品質な家づくり 
●『小屋裏利用の家』と『２階建ての家』のベースプランを用意。 
●耐震等級3を確保し、ライフスタイルに合わせて可変性を備えたプランを
基本としています。 
●正方形や長方形（２階建ては総２階）と飽きのこないシンプルなデザイン
とすることで、同時に施工の合理化を図り、短工期を実現します。 
●長期優良住宅の認定基準を超える性能を確保し、高性能・高品質 
かつ低価格な復興住宅を供給します。 

 
自然景観に溶け込むデザイン 
●豊かな自然景観にも都会的な住宅街にも溶け込めるよう、 
落ち着いた色合いのシンプルなデザインとします。 

●外観は太陽光発電の設置に配慮し、シンプルな切妻屋根とし、 
夏季の日射を考慮し軒を深くしています。 

 
相談体制 
●一つの窓口でワンストップサービスが可能な団体を目指しています。 
●ＭＡＸふくしまの３階にある㈱アポロガスほっとリビングの 
ショールーム営業時間内はいつでもご相談を受け付けることが可能で、
団体の受付窓口も兼ねています。 

●特定分野の専門家のご紹介が必要であれば、当グループの連携を活かし、
改めてご紹介とお打ち合わせの設定を行います。 
 
 

004
すてきなふくしまの家を創る会 
県北・県中 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地元工務店42社、設計事務所3社、建材販売店・プレカット・林業・製材業者で9社、 
そのほか資材メーカー・問屋、行政書士、会計士、金融機関、住宅履歴情報登録機関等の事業者を加え、 
任意団体「すてきなふくしまの家を創る会」を結成し、活動します。 
●応急仮設住宅の供給を通じて構築された福島県内の住宅関連企業による連携体制をベースとし、 
復興住宅を必要とするお施主様の広範なニーズに応じることが可能な相談窓口機能を福島市と郡山市に設置することで、 
これらに対して迅速にお応えするとともに、地域の住宅関連産業の復興に貢献します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面図 

2 階平面図 

2 階建ての家イメージ 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市八木田字神明４９－２ 主な構造・工法 TH金物工法 

グループ構成 合計 28 社（原木供給／2 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／12社、その他／4社） 価格帯 1,200～1,700万円 

代表者名 木目沢善喜（株式会社セキホーム福島 代表取締役） 価格の基準面積 110㎡ 

主な受賞歴等 ・勉強会開催（年数回） 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：木目沢善喜 
[メール] Kime2592@yahoo.co.jp 
[電話] 024-546-0215 [ＦＡＸ] 024-546-0157 

＊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。 

ホームページ 復興住宅専用ページを作成アップ予定   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
エネルギーの有効利用にこだわった 
もっとエコな家づくり 
●陽の日差しと風を取り入れた設計で、 
夏も冬も快適な室内環境を実現します。 

●高窓を設け、吹き込んだ風が高窓から外に出ていき、 
温度差を利用した通風効果がある家です。 

 
ゆたかな暮らしを守り続けるために地震に強い家 
●柱や梁など、すべての接合部にテクスター金物を使用し、 
地震の力が集中する接合部の強度を高め、 
構造全体の品質を安定させます。 

●テクスター金物の耐用年数は110年以上と実証されています。 
 

005
seki 復興住宅生産グループ 
県北・県中 
[グループの特徴とメッセージ] 
●この度の東日本大震災・津波・原発事故により、故郷を追われ不自由な生活を強いられている方が大勢います。 
●「私達がこの危機的状況の中で今やらなければいけないことは何か？」その疑問に対し浮かんできた答えは、 
被災された方々が希望を取り戻せる住まいを提案・提供し、笑顔を取り戻すためのお手伝いをする！という答えでした。 

●この活動を通して企業もまた希望と活気を取り戻すことができ、福島県の復興に繋がることでしょう。 
●今こそ福島県が再興へ向け立ち上がるために、一役買えればと考えています。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

冬季 

夏季 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市新町 6番 33号 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３１社（原木供給／２社、製材／３社、建材流通／２社、プレカ
ット／２社、設計／３社、施工／１３社、その他／６社） 価格帯 980～1,300万円 

代表者名 菅野日出喜（菅野建設株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 80㎡ 

主な受賞歴等 ・福島県「ふくしまの家」復興住宅供給システム 広報対象団体 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：鈴木幸司 
[メール] Kanken99@ruby.ocn.ne.jp 
[電話] 024-535-1311 [ＦＡＸ] 024-533-1077 

＊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。 

ホームページ http://www.kannokensetsu.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
福島の気候、風土に合った家づくり 
●自然環境の豊かな福島県にふさわしい自然と共生する住宅。 
●太陽の熱や光、そして風が通る自然の力を利用した、 
省エネルギーで暮らせる家づくり。 

●寒冷地では雪に対する配慮もしていきます。 
 
コンパクトで高品質で性能の高い住まいづくり 
●合理的で無駄のない平面計画により、幅広い家族構成に対応しています。
●自然の恵みを取り入れ、建物の断熱化を図り、 
快適でランニングコストが少なくてすむ経済的な住宅となっています。
 

006
そら・住まいる・リターンズ 
県北・県中・県南・相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●東日本大震災で福島県民の非常事態に際して、建設にかかわる我々に何ができるかとの想いから、 
設計者・施工者・木材事業者の三者が中心に集まったグループです。 

●資材の調達、短い工期等、厳しい状況の中、 
仮設住宅建設での協力体制を通して出来上がった結束力を次の段階の復興住宅の実現に向けて生かしていきます。 
●復興住宅を通して住む人の笑顔を取り戻すべく、 
生活の再建・再生に向けて、私達のグループが全力をあげてお手伝いいたします。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

福島の豊かな自然と変化にとんだ四季と共に

1階平面図 2 階平面図 断面図 



 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯

所在地 福島市本内字南街道下１番地１ （株）ニーズ本社内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 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／2 社、設計／4社、施工／8 社、その他／11 社） 価格帯 1,300～1,700万円 

代表者名 三瓶浩徳（株式会社ニーズ 代表取締役社長） 価格の基準面積 110㎡ 

主な受賞歴等 ・第 23回住生活月間表彰(徳島) 
・平成 23年 4月福島県仮設住宅建設公募採用 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費、消費税 

連絡窓口 
担当：近藤亮 
[メール] kondo@needs1997.co.jp
[電話]024-552-5831 [ＦＡＸ] 024-552-5834 ＊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。

ホームページ http://www.needs1997.co.jp 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
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ニーズ｢うつくしま復興｣建設グループ
県北・県中・相双・いわき
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達のグループは、共に経験豊富な住宅営業と専門技術スタッフが連継を取り｢安心な住まい造り｣と、
｢確実な品質の住まい｣を提供することを目的とし結成しました。

●長期優良住宅の設計基準のもと、各スタッフが建主様と相談しながら「納得の住まい」を提供することをお約束します。
●設計士が考えぬいて企画化した数種の標準プラン・標準仕様等で進めてまいりますので、
営業・設計・施工それぞれのスピード化を図り工期短縮に努め建主様の要望（早期入居）とその需要に対応致します。

●引き渡し後も、建主様と一生のおつきあいをモットーに定期訪問・ファーミング活動を継続して行います。

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

「住まい・夢」は、笑顔が咲く家。
●ライフスタイルの変化に合わせて増床や増築を行い易く企画したプランです。
●避難している方々が福島に帰ってくる日を想定しています。
●太陽熱利用温水パネルを標準装備し、県産材を使用した「木の温もり」を実感していただける家です。 
●汎用性が高くシンプルなデザインで、幅広い年代層の方々に長く住んでいただけると共にローコストで
維持管理もし易くしました。

家族構成を考え、希望を満たす家。 将来性を見据えた、効率的な家。 

吹き抜け部を増床し易く
企画設計。 

敷地を工夫し、増築を前提に
企画設計。 

１Ｆ平面図
２Ｆ平面図２Ｆ平面図(増床前) 

２Ｆ平面図(増床後) 

(温水パネル)(標準設備)
(ソーラーパネル)

(オプション)

１Ｆ平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市宮代字大屋敷5-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 12 社（原木供給／1 社、製材／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／5社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 谷口正孝（谷口工務店 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：谷口正孝 
[メール] 
[電話] 024-553-8502 [ＦＡＸ] 024-553-8502 

＊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。 

ホームページ    

008
東日本復興住宅プロジェクト福島北 
県北 
[グループの特徴とメッセージ] 
●木が活きる家づくりをコンセプトとし、住まい手と共に、『経年美化』していく住宅を提供します。 
丈夫でかつ、ストレスフリー・バリアフリー・サーモフリーの安心できる住まい、 
そして生活できる家づくりをサポートしていくグループです。 

●地域に密着した、顔の見える家づくり、誰が作り・誰が建てるかが分かるから初めての家づくりでも、 
安心の施工・アフターフォロー体制です。良質良家かつ、適正価格を持って現在、生活に支障をきたしている方達の、 
復興のお手伝いが出来ればと、グループ一同心より願っております。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ぬくもりのある空間づくり 
●団欒の場を元に、家族の絆を深め、生活に明るさをもたらす空間づくり。
●生活習慣の見える空間づくり。 
 
四季を考慮した快適な家づくり 
●バリアフリー、ストレスフリー、サーモフリー。 
●生活していて、快適な家づくり。 
●シンプルに生活できるよう、収納スペースに工夫のある家づくり。 
 
設計コンセプト 
●統一仕様として、耐震性を考慮し屋根は、軽量材を使用し、耐力壁には構
造用面材を使用します。 
●省エネルギー+バリアフリーとして開口部は、断熱サッシを使用し壁、天
井、床には高機能な断熱材を配置します。 
●エコ給湯＋ＩＨクッキングヒーター＋高機能エアコン（可能で有れば太陽
光発電の設置）にて快適な空間を構成します。 
 

1階平面図 2階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市大笹生字中平地内7-3 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計９社（原木供給／1社、製材／1社、建材流通／1社、プレカッ
ト／1社、設計／2社、施工／3社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 菅野 孝（菅野晃匠 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：佐藤芙佐子 
[メール] inf@kannokosho.com 
[電話] 024-597-6624 [ＦＡＸ] 024-597-6634 

＊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。 

ホームページ http://kannokosho.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ぬくもりのある空間づくり 
●団欒の場を元に、家族の絆を深め、生活に明るさをもたらす空間づくり。
●生活習慣の見える空間づくり。 
 
四季を考慮した快適な家づくり 
●バリアフリー、ストレスフリー、サーモフリー。 
●生活していて、快適な家づくり。 
●シンプルに生活できるよう、収納スペースに工夫のある家づくり。 
 
設計コンセプト 
●統一仕様として、耐震性を考慮し屋根は、軽量材を使用し、耐力壁には構
造用面材を使用します。 
●省エネルギー+バリアフリーとして開口部は、断熱サッシを使用し壁、天
井、床には高機能な断熱材を配置します。 
●エコ給湯＋ＩＨクッキングヒーター＋高機能エアコン（可能で有れば太陽
光発電の設置）にて快適な空間を構成します。 
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東日本復興住宅プロジェクト福島中央 
県北 
[グループの特徴とメッセージ] 
●木が活きる家づくりをコンセプトとし、住まい手と共に、『経年美化』していく住宅を提供します。 
丈夫でかつ、ストレスフリー・バリアフリー・サーモフリーの安心できる住まい、 
そして生活できる家づくりをサポートしていくグループです。 

●地域に密着した、顔の見える家づくり、誰が作り・誰が建てるかが分かるから初めての家づくりでも、 
安心の施工・アフターフォロー体制です。良質良家かつ、適正価格を持って現在、生活に支障をきたしている方達の、 
復興のお手伝いが出来ればと、グループ一同心より願っております。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1階平面図 2階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市上鳥渡字山の下22-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 11 社（原木供給／1 社、製材／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／5社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 尾形幸一（尾形工匠店 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：尾形浩美 
[メール] h2hiro@rose.ocn.ne.jp 
[電話] 024-593-1911 [ＦＡＸ] 024-593-4776 

＊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。 

ホームページ   

010
東日本復興住宅プロジェクト福島西 
県北 
[グループの特徴とメッセージ] 
●木が活きる家づくりをコンセプトとし、住まい手と共に、『経年美化』していく住宅を提供します。 
丈夫でかつ、ストレスフリー・バリアフリー・サーモフリーの安心できる住まい、 
そして生活できる家づくりをサポートしていくグループです。 

●地域に密着した、顔の見える家づくり、誰が作り・誰が建てるかが分かるから初めての家づくりでも、 
安心の施工・アフターフォロー体制です。良質良家かつ、適正価格を持って現在、生活に支障をきたしている方達の、 
復興のお手伝いが出来ればと、グループ一同心より願っております。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ぬくもりのある空間づくり 
●団欒の場を元に、家族の絆を深め、生活に明るさをもたらす空間づくり。
●生活習慣の見える空間づくり。 
 
四季を考慮した快適な家づくり 
●バリアフリー、ストレスフリー、サーモフリー。 
●生活していて、快適な家づくり。 
●シンプルに生活できるよう、収納スペースに工夫のある家づくり。 
 
設計コンセプト 
●統一仕様として、耐震性を考慮し屋根は、軽量材を使用し、耐力壁には構
造用面材を使用します。 
●省エネルギー+バリアフリーとして開口部は、断熱サッシを使用し壁、天
井、床には高機能な断熱材を配置します。 
●エコ給湯＋ＩＨクッキングヒーター＋高機能エアコン（可能で有れば太陽
光発電の設置）にて快適な空間を構成します。 
 

1階平面図 2階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市山田字焼野207 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 34社（原木供給／２社、製材／３社、建材流通／３社、プレカ
ット／３社、設計／３社、施工／１８社、その他／２社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 高橋 博（（有）高建ハウジング） 価格の基準面積 75～100㎡ 

主な受賞歴等 ・定期研修会(性能、技術、各種申請)の開催 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：福士健治 
[メール] k-fukushi@yoshidasangyo.co.jp 
[電話] 024-594-2511 [ＦＡＸ] 024-594-2515 

＊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。 

ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
幸せを感じる住空間 
●飽きのこないシンプルで機能的な間取り、 
高齢者になっても暮らしやすい平屋の住まいです。 

●住まう家族の趣味や暮らし方にあわせた多目的空間を用意。 
変化にも対応可能なプランです。 

●冬暖かく、夏涼しい、住宅でありながら光熱費を抑えることができます。
 
潤いに満ちた暮らしが、家族をやさしく「幸せな」家 
●家族の成長にあわせ間取りも自由に変更が可能です。 
●暮らしのライフスタイルにあわせて成長する家です。 
●断熱性や耐久性に優れたシンプルな設計で快適な暮らしを守ります。 
 

011
ふくしま「あったか絆住宅」をつくる会 
県北・県中 
[グループの特徴とメッセージ] 
●未曾有の爪あとを残した「3.11 東日本大震災」。今もなお、仮設住宅・共同住宅等に住まわれ大変つらい思いをされています。
家族が永続的に健康で快適な生活が送れる場所ではありません。 
●そこで私たち地元工務店が、その方たちのために何ができるのかを真剣に考えました。 
その答えのひとつが、『震災復興応援企画住宅』で地元工務店それぞれの高断熱・高気密の頑強構造で、 
大地震や火災などからご家族を守るとともに、毎月の光熱費もしっかり抑える、地球環境にもやさしく、 
幸せを感じられる住まいです。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市宮代字一本松91 （有）菊地設計内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 23社（原木供給／１社、製材／２社、建材流通／１社、設計／
９社、施工／８社、その他／２社） 価格帯 1,400～2,000万円 

代表者名 川崎直竹（（有）川崎建築設計事務所 代表取締役） 価格の基準面積 96～110㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 21年ふくしまの家地域活性化支援事業採択 
・平成 22年顔の見える木材での家づくりグループ50選 
・木材関連セミナー（年1回）、木工教室（年1回）開催 
・住宅見学会（年2回） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：菊地 進 
[メール] kiks@dolphin.ocn.ne.jp 
[電話] 024-553-3065 [ＦＡＸ] 024-553-9609 

＊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。 

ホームページ http://www.f-iezukuri.net/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
一緒に造り育てるふるさと福島の家づくり 
●将来、「ふるさと福島で一緒に暮らしたい」をかなえる、可変性に富んだ
つくりとします。 
●小さく建てる。間仕切りを少なくし、収納等は必要に応じて造っていく。
●生活スタイルの変化に対応できるよう２階の吹き抜け部分に増築の余地
を残す。 
 
木の香るやさしい住まいづくり 
●県産材を随所に使い、室内外とも４～５寸柱を見せた真壁とし、杉板仕上
げとします。杉の香りにはリラックス効果があり、震災後の心のケアを助
けます。又、吸放湿性があり、湿度の調節をしてくれます。 
●福島の気候風土は夏は高温多湿で、冬は寒く北西風が特徴。断熱性能と通
風を確保し、化石燃料消費を抑えます。 
 

012
ふくしま家づくりネットワーク 
県北・相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは、地産・地消のシステムを構築し、家づくりの技術・技能を継承すると共に、 
「地域の木材を使った家づくり」の普及を目的とし、平成16年より福島県の県北地区の木材・製材業者、大工、工務店、 
設計事務所が力をあわせて『地域の木材を使った家づくり』の実践の他、様々な活動実績を積み重ねてきました。 

●＜基本方針＞は県産材・地域材の持続的な活用＝地域の木材を使った家づくりシステムの構築です。 
●＜新たな社会的課題等への対応＞として、講演会・勉強会の主催や参加、各種イベント等への参加により問題意識を持ち、 
技術力の向上に努め、それを設計・施工に反映してきました。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

断面図1階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市鎌田字半在家２－１ 「住まいの市場」内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計２６社（原木供給／３社、製材／３社、建材流通／３社、プレカ
ット／１社、設計／３社、施工／１２社、その他／１社） 価格帯 1,500 万円～ 

代表者名 諸橋 哲（株式会社コムテックス 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・第１回福島県優良木造住宅開発認定企業 
・NPO消費者住宅支援ネットセミナー開催 
・住まいと環境 東北フォーラム住宅セミナー開催 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：諸橋 哲 
[メール] morohashi@suma1.com 
[電話] 024-553-4155 [ＦＡＸ] 024-553-4171 

＊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。 

ホームページ http://www.suma1.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
高耐震・高耐久・高断熱と３拍子揃った 
 安心・安全・健康で省エネルギー性の高い 
  「福幸の家」は経済性に優れた賢い住宅です！ 
●構造躯体は木造最強のモノコック構造に基礎は高耐久ベタ基礎コンクリ
ート。断熱は発泡ウレタンを家丸ごと覆う「魔法瓶構造」で省エネルギー
性の高い住宅を実現。 
●将来の家族構成の変化にも対応可能な２Fはスケルトンインフィル仕様
も可能です。 
●水道設備は長期に渡って使用可能なヘッダー式給水・給湯配管システムを
標準採用。 
●オール電化が標準仕様。エコキュート・IHクッキングヒーターで光熱費
も低く抑えられます。太陽光発電システムを設置すればゼロエネルギー住
宅も可能！ 
●開口部には断熱ドア、断熱サッシが標準装備。結露対策も万全です。 
●オプションとして全館暖房ができる床下蓄熱式暖房システムをご用意し
ております。 

013
福島維新「福幸の家造り」匠集団 
県北・県中・相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループは、高気密・高断熱住宅を得意とし、特に「大工職の技」を売りにした施工グループです。 
●木を愛し木の特徴を活かした「適材適所」な家造りを提案、木組みを現し大空間を創る等の工夫や、 
随所に施主のこだわりをカスタマイズ、長く住めば住むほどに味わいや趣のでる住まい造りを提案しております。 
●デザインにもこだわりを持ち、女性の１級建築士やインテリアコーディネーターが主婦の立場からアドバイスします。 
●「デザインは柔・建物は剛」の考え方を基本とし、安全・安心・健康で１００年住める長期優良住宅を、 
当グループは「１棟入魂」でお引き受け致します 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1階平面図 2階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市大森字高畑4-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 29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／１０社、その他／4社) 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 長尾芳則（長尾建設有限会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 100～120㎡ 

主な受賞歴等 ・定期研修会（性能・技術・各種申請等）の開催 価格に含まれない
項目 外構工事費、設計料、地盤改良、諸手続費 

連絡窓口 
担当：福士昭彦 
[メール] aki-fukushi@yoshidasangyo.o.jp 
[電話] 024-594-2511 [ＦＡＸ] 024-594-2515 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
「安心」して暮らすための住空間 
●家族が集い、笑い声が絶えない工夫の間取り、高齢者になっても暮らしや
すい平屋の住まいです。 
●住まう家族の趣味や暮らし方にあわせた多目的空間を用意。 
変化にも対応可能なプランです。 

●冬暖かく、夏涼しい、 
高性能でありながら光熱費を抑える事で環境にも配慮しました。 

 
笑い声に満ちた暮らしが、家族をやさしく「楽しい」家
●家族の成長にあわせ間取りも自由に変更が可能です。 
●暮らしのライフスタイルにあわせて成長する家です。 
●地域の事情と気候風土を考慮し、 
断熱性や耐久性に優れた設計で快適な暮らしを守ります。 
 

014
ふくしま「元気の出る家」つくる会 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私どものグループは過去より高断熱高気密住宅（ＳＨＳ工法）を手掛けており、 
省エネルギーならびに快適な住まい環境を提供し続けております。 

●省エネルギー対策等級４は当たり前、室温のバリアフリー化を薦めご家族全員の健康生活を応援すべく活動をしております。
●また省エネ住宅は、快適な環境をつくるだけではなく家計にも地球にも、とても優しい住宅です。 
当グループは環境と共生していく理想の住まいを提案します。 
 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

2階平面図 1階平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市春日町13-47 斎藤アパート 101 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 17社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／３社、施工／６社、その他／２社） 価格帯 900～1,000万円 

代表者名 小林洋一（有限会社溝建舎Ｆ.Ｐ設計 取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：菅野稔子 
[メール] mail@fpsekkei.com 
[電話]024-531-8721 [ＦＡＸ] 024-531-8751 ＊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。 
ホームページ http://www.fpsekkei.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ともに生きる － [結い]にこだわった家づくり 
●ふくしまげん木はうすは、人びとのつながりを大切にします。 
●震災により深まった地域の連帯や近所付合いの大切さ・人への思いやり、
そしてふるさとへの深い思いを断ち切らない家づくりに繋げていきます。
●参加型の家づくりにより我家への愛着を深めることができます。 
 
積極的に情報を公開し、状況を共有化します。 
知恵を出し合い、何が支援できるかをみんなで考えます。
●建築技術・生産技術を供給することを通して社会（地域）に貢献します。
 
工期短縮・ローコスト化・高性能を実現します 

015
ふくしまげん木はうす 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●ふくしまげん木はうすは、被災者の方々と廻りの人々のつながりを大切にし、 
その結びつきを復活し“早く安く丈夫な”ふくしまの家復興住宅を建設して、 
皆さんの本当の笑顔を呼び戻すため調査・相談（設計）・実工（工事）する団体です。 

●本当に困っている方々のこれからの暮らしに希望と夢を！ 
●ふくしまのげん木な家で、「げんきをもらおう・げんきになろう・げんきに暮らそう」をコンセプトとするげんきな集団です。
 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

950万円（2階建て32.3 坪）住宅建築費＋カーテン＋電気＋設備機器含む低価格化を実現！



 

 

   

 

 

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市五老内町 2-10 アスカビル１Ｆ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 42 社（原木供給／３社、製材／２社、建材流通／４社、プレカ

ット／２社、設計／８社、施工／９社、その他／１４社） 
価格帯 1,600～1,800 万円 

代表者名 阿部良樹(西信建築設計事務所/福島県建築士会福島支部 支部長) 価格の基準面積 82.8 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 24 年 ふくしまの家復興住宅供給システムプロポーザル入選 
価格に含まれない 

項目 
屋外工事費、外構工事費、諸手続費 

連絡窓口 

担当：和田聡史 
[メール] satoshi_wada_@hotmail.com 
[電話]024-536-0354 [ＦＡＸ] 024-536-0358 

＊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。 

ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

“うつくしま”ふくしまの家” 
●「う」うみ育てのしやすい家：シンプルだが無駄がなく、同じコストでも最大限有効な広さがとれる、 

また家族構成の変化に伴い増築・改築可能なプランとします。 

●「つ」つながりのある家（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ）：居間・茶の間・濡れ縁や庭・家庭菜園などのセミパブリックなスペースを有効に配置し、

家族や地域の人と語り合うつながりのある家とします。 

●「く」くらしやすい家（地域の気候）：地域の気候風土に配慮し、深い庇のデザイン、 

積雪・凍結・季節風に配慮した家とします（南入りの玄関など）。 

●「し」しぜんを取り入れた家（環境対応）：光・風を十分取り込めるようなつくりとし、中間期には冷暖房が不要となるような 

家づくりをします。また太陽光発電を将来屋根に載せられるような屋根の形状としておきます。 

次世代省エネルギー性能表示等級４を想定しています。 

●「ま」まちづくりの核になる家（災害に強いまち）：集落がひとまとまりの景観となっていて、建物によって 

地域の連帯感がもてる、そしていざというときは住民同士が協力して防災に取り組めるようなまちづくりを目指します。 

 

016 
福島県建築士会福島支部 
福島県全域 

[グループの特徴とメッセージ] 
●(社)福島県建築士会福島支部は会員数 327名、協賛企業 20社で構成されています。 

●会員は全て建築士で、主に設計事務所、建設会社・工務店・大工、内装工事会社、設備工事会社、電気工事会社、 

建材販売会社等で構成されており、住宅建設に必要な企業は一通りそろっています。 

●今回はこれに林業・木材関係事業者、宅建業者、ファイナンシャルプランナー、司法書士、 

保険会社等を連携会社として復興住宅の供給にあたっていきますので、 

窓口ひとつでワンストップサービスが可能となる多様な専門家との連携体制が整っています。 

 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

Model plan A 

Model plan B 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市森合字西養山 15-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 31 社（原木供給／2 社、製材／5 社、建材流通／4 社、プレカッ

ト／2 社、設計／3 社、施工／10 社、その他／5 社） 
価格帯 A:1,485 万円、B:1,260 万円（2012年 2月 1日現在） 

代表者名 遠藤知世吉（遠藤知世吉･建築設計工房） 価格の基準面積 A:105.98 ㎡、B:89.42 ㎡ 

主な受賞歴等  
価格に含まれない 

項目 
屋外設備工事費、外構工事費、設計料、諸手続費など 

連絡窓口 

担当：遠藤知世吉、遠藤知絵 
[メール] eca21@ht-net21.ne.jp 
[電話] 024-536-4464 [ＦＡＸ] 024-536-4468 

＊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。 

ホームページ http://www12.plala.or.jp/fat/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

ふくしまの自然を味方につける、家づくりです 
●「真壁の家」は柱に、一般の柱サイズ約 4倍の 20cm角を使った、 

真壁造り･木構造の家です。柱を閉じ込めず「呼吸をする構造」です。 

長さ 4mの通し柱で、1階建てのボリュームで 2階建てを実現しました。 

●二案ご用意したマスタープランは「高齢者対応型」となっています。 

●内部の柱･梁も表しとし、木の風合いに包まれる室内となっています。 

吹抜けで 1階と繋がる 2階は、すぐには仕上を行わず、 

使い方に合わせて変えられるスペースとしました。 

●その他、収納工夫や、室内物干し、深い軒の出による採光調整、 

風通しを考えた開口計画など、自然に溶込む造りです。 

 

017 
ふくしま建築集団 
福島県全域 

[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちの住まい造りは、家族と土地の個性を活かし、周辺地域をも元気にするものです。 

●丁寧な、そしてより良い住まい造りのための契約方法として、設計と工事を別契約とする形をとっています。 

これは各責任を明確化し、一棟一棟丁寧に造ろうという思いからです。 

●各社のノウハウ（住宅設計一筋 30 年 2011 年度グッドデザイン賞受賞設計事務所、社員に大工を連ねる大正創業の工務店、木

造仮設住宅建設の工務店 等々）を最大限に活かし、迅速で高品質な住宅の供給を実現いたします 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

※イメージ (グループ内建築建物) ※イメージ (グループ内設計監理建物) 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市浜田町３番２８号 （株）安藤組内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 38 社（原木供給／3 社、製材／4 社、建材流通／5 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／4社、その他／19社） 価格帯 1,500～1,700万円 

代表者名 安藤正文（株式会社安藤組 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：紺野達也 
[メール] andogumi@trust.ocn.ne.jp 
[電話] 024-534-2325 [ＦＡＸ] 024-533-8303 

＊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。 

ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
家族のつながりを感じる家づくり 
●リビングを中心に和室・ダイニング・キッチンを配置し家族が必ずリビン
グを通るため、自然に会話の増える家づくり。 
●キッチンからリビング・和室・ダイニングを見渡せるため、 
炊事をしながらお子様の様子を伺い、家族との日常を楽しめる家づくり。

 
家族の期待に応える住まいづくり 
●和室とリビングを続きで設け、オープンにしたり、仕切ったり空間の可変
性を持たせた住まい。 
●水廻りを北側に揃えることで家事動線を短縮し、共働きや忙しい日常にも
ゆとりができる住まい。 
●各室にしっかり収納を設け、日常の片付けを楽しめる住まい。 
 

018
福島復興住宅協力会 
県北・県中・相双（相馬） 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当ｸﾞﾙｰﾌﾟは、福島県建設業協会加盟の（株）安藤組と会津建設（株）２社と、ﾑﾈｶﾀﾃｯｸ（株）の 3社を中心として 
復興住宅建設を目的として結成したｸﾞﾙｰﾌﾟです。 

●安藤組においては公共工事において県・市の優良工事表彰を多数取得しており又、 
会津建設においては、自社に製材工場も有し木造住宅件数において、協会で随一の年間工事実績を誇っています。 
●ﾑﾈｶﾀﾃｯｸ（株）も、木造住宅の専門工事業者として、多数の実績を有しています。各社とも各々の実績から製材所等を含めた 
協力会社を有し、3社が協力することにより多岐にわたる御要望にも、十二分に対応できる事を約束致します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面図 2 階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市腰浜町4番 30号 新広建設株式会社内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３社（原木供給／0社、製材／１社、建材流通／0社、プレカッ
ト／0社、設計／１社、施工／１社） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 渡辺経夫（新広建設株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 120㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計監理料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：渡辺仁 
[メール] info@shinkoukk.co.jp 
[電話] 024-533-2516 [ＦＡＸ] 024-533-2519 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
基礎にこだわった安心・安全な家づくり 
●今回の大地震にもほとんど被害もなく耐えた住宅の事例のノウハウを提供します。 
●敷地の地盤調査に基づき、その地盤に合った適切な地盤・基礎プランを提供します。 
●建物の構造・規模・形状に合った適切な基礎プランを提供します。 
●上記をもとに次世代に残せる耐震性および劣化対策等に配慮した長期優良住宅を提案します。 
 
地域特性や家族環境にあった快適な住まいづくり 
●雪や暑さ寒さといった福島の環境に適した、快適な住まいを提供します。 
●地域産材を多く使用することにより、気候・風土にあった快適な住まいを提供します。 
●家庭環境の変化にも対応できるプランやデザインを提供します。 
●上記をもとに次世代にも対応可能な長期優良住宅を提案します。 

019
ふるさと創建舎 
県北 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは、福島市に拠点を置く企業が集まって設立したグループで、経験・実績とも３０年以上というプロ集団です。 
ただし、プロと言っても驕ることなく、一生勉強の精神で日々研究・精進しております。 

●今までのあらゆる経験値に基づき「建物にとって一番大事なことは、基礎である」という結論に至りました。 
この上で初めて、快適な空間と安心を提供できると確信しました。私たちは、これからもまだまだがんばります。 
あなた方に頼んで良かったという喜びと笑顔と感動に出会えるために・・・。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

外観写真 内観写真



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 福島市野田町五丁目8-58 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 26社（原木供給／２社、製材／３社、建材流通／３社、プレカ
ット／２社、設計／２社、施工／12社、その他／２社） 価格帯 1,500 万円 

代表者名 亀谷典良（亀谷建設株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 96㎡ 

主な受賞歴等 ・福島県内における長期優良住宅建設(実績 2棟) 
・ISO9001取得 認定番号DAS-Q-032(平成 16年 5月 27日取得)

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：三浦由明 
[メール] miura@kameken.net 
[電話] 024-535-3241 [ＦＡＸ] 024-535-3653 

＊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。 

ホームページ http://www.hope-ful-house.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域材にこだわった木の香り漂う骨太・丈夫な家づくり
●地場に育った丈夫で骨太な地域木材を用いた大架構による開放的な大広
間を基本とし末永く快適に使用できる高耐久・長寿命住宅を構築します。
●骨太の骨組みばかりではなく室内に地場木材の杉等を用い、木の香り漂う
柔らかなインテリアとします。 
 
家屋の成長に適応する可変空間をもつ末永く快適な住ま
いづくり 
●1階、２階の居室は、壁の新設・撤去が簡単にできる可変空間とし、 
ご家族の建設時の様々な要求や居住後家族の成長と共に変化する住要求
の変化に短時間かつ廉価に対応することができます。 

●また庇ユニットやサンル－ムユニット、濡れ縁等をオプションとして予め
用意し、多様な容易な機能付加と豊富なバリエ－ションを持たせます。
 

020
ホ－プフルハウス プロジェクト 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●亀谷建設を中心とし県内各地の中核工務店によるきめの細かいサ－ビスの提供や充実した施工体制で 
信頼される住まいのホ－ムドクタ－となります。 

●建設時の様々な要望やお住まい後の家族の変化（例えば子供部屋の新設等）に柔軟に対応できる可変空間を用意し、 
住まい手の暮らしに適応します。 
●地場に育った木材等を多用し、家族と共に育つ、歴史を創る、末永く安心できる安全な生活の器（住まい）をつくります。 
●会津や阿武隈山地の豊富な森林資源を地域毎の製材工場が共通資材として加工し、安定した品質と価格の低減を図ります。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

大きな広間や和･洋室の組合せ等
自由なプランが可能 

子供の成長に合わせ自由に仕切れる
フリープラン 老後は趣味の大部屋 

２階平面図   床面積４７㎡ 1 階平面図   床面積６７㎡ 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 二本松市針道字西ノ内１３９番地１ 主な構造・工法 木造在来工法 

グループ構成 合計 28 社（原木供給／1 社、製材／1 社、建材流通／6 社、プレカ
ット／0社、設計／6社、施工／13社、その他／1社） 価格帯 1,600～2,000万円 

代表者名 齋藤守司（有限会社斉藤工匠店 代表取締役） 価格の基準面積 133.31 ㎡(40.32 坪) 

主な受賞歴等 
・「ふくしまの家長期優良住宅の手引き」に参画（2名） 
・「ふくしまの棟梁コンクール」棟梁賞受賞者2名 
・例会「匠の集い」を開催（月1回） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：斉藤守平 
[メール] takuminowaza@saitocoshoten.co.jp 
[電話] 0243-46-2323 [ＦＡＸ] 0243-46-3325 

＊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。 

ホームページ http://www.saitocoshoten.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
安心・安全な住まい 
●基本性能は原則として長期優良住宅の性能を確保します。 
 
人と自然に優しい住まい 
●地球温暖化を防止するため、良質な断熱性能をもった住宅を提案すると共
に、再生可能エネルギーの活用を図ります。 
 
健康で快適な住まい 
●上川崎の和紙や、二本松の家具など地域の伝統ある材料・技術を生かし、
漆喰や珪藻土等、自然素材を積極的に活用した健康的な住まいづくりを行
います。 
 
地域密着型の住まい 
●地域に伝わる住まいの文化と匠の技を後世に継承すべく、木造在来工法の
技術を生かし、町並み景観に配慮した設計・施工を行います。 

021
安達太良匠の会 
県北・県中・県南・相双・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●我々は、社団法人福島県建築大工業協会安達支部の工務店・大工を主体に県北地区の設計事務所・製材所・森林組合等、 
地域の住宅関係者が連携した住宅生産体制を構築し、低廉で良質な木造戸建住宅を提案していきます。 

●また、その住まいづくりは福島の美しい自然・家族が安心して暮らせる“ふるさと”を取り戻すべく、 
更には震災以前より、絆で結ばれた素晴らしい地域を作っていけるよう、 
住宅建築からふくしまの復興を支えていくものであります。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

その歴史は一千年を超え「まゆみがみ」とも称される
上川崎和紙障子や壁紙への活用を図ります。

外観イメージ

1F 2F



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 本宮市本宮字戸崎7-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 13社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／２社、プレカ
ット／２社、設計／２社、施工／３社） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 吉田正子（光建設（株）） 価格の基準面積 110.5 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 22年度長期優良住宅先導事業（実績３棟） 
・平成２3年 1月 10日国土交通省住宅局長賞 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：吉田光徳 
[メール] info@hikari47.co.jp 
[電話] 0243-33-2370 [ＦＡＸ] 0243-33-2380 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
光熱費の掛からない快適で安全な住宅を手に届く価格で
●断熱・耐震性に優れた「長期優良住宅」に対応。 
●家族の成長に合わせ、変化するライフスタイルに対応する、「スケルトン
＆インフィル」。 
●住んだ後、光熱費の負担を軽減する太陽光発電を標準装備「快適なエコラ
イフ」提案。 
 
福島県の気候風土な住まいづくり 
●福島県の地域の気候風土に合わせ、断熱性能を通常より高く設定。 
●夏場の高温多湿の時期を考え、室内の居室ドアに日本文化である「欄間」、
風の通り道を考えて設計。 
●地域の資材を活かす術をもつ職人さんとともに家作りに反映、 
人々が生活にとり入れ地元と住まい手を繋げるサイクルを創造する。 

 

022
ジャーブネットビルダー連合 福島 
県北・県中・相双・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「ジャーブネットビルダー連合 福島」では福島県の業者を中心に組織されており、 
福島県にかけて広く対応可能なグループです。 

●東日本大震災による被災により損傷した住まいの復旧・復興には、今後数十年安心出来る長期優良住宅が最適と考えます。 
●当グループの参加各社は、長期優良住宅の普及に積極的に活動している団体からの協力を頂き、 
長期優良住宅を軸とした地域復興への取り組みしっかりとした設計・施工・アフターの仕組みを構築しております。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

家族の「成長」や「変化」に対応、間取りが自由に変えられる家
●「スケルトン＆インフィル工法＊注」の採用により、家族の成長により変化するライフスタイルの変化に対応。 
注：建物のスケルトン（柱・梁・床などの構造躯体）とインフィル（住戸の内装・設備等）とを分離した工法。スケルトン部分は長期内の耐久性

を重視し、インフィル部分は住まい手の多様なニーズに応えて、自由に変えられる可能性を重視している。 

建物の強さと空間の可変性を融合。ライフスタイルの変化にも応じた住まいを実現。



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 伊達市保原町上保原字万所26 （株）カノウヤ内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 24 社（原木供給／2 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／10社、その他／3社） 価格帯 1,380～1,880万円 

代表者名 樋口静克（株式会社カノウヤ 代表取締役社長） 価格の基準面積 132㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 22年木のいえ整備促進事業採択（実績14棟） 
・平成 23年木のいえ整備促進事業採択（実績19棟） 
・資金セミナー開催（年3回） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：樋口静克 
[メール] info@1kanouya.com 
[電話] 024-575-2308 [ＦＡＸ] 024-576-2204 

＊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。 

ホームページ http://www.kanouya3.com/   

 
住む方が快適に生活できる事を第一に考えた「災害に強い家」 
●災害時ライフラインが遮断された時でも電気と水を自給出来る家になっています。 
太陽光発電で電気を創り蓄電池に蓄電し非常用電源として使用出来ます。 

●雨水をタンクに貯めトイレの排水に使います。節電や節水にもつながり災害に強い家は環境にもやさしい家と言えます。 
●ペレットストーブを標準装備にし、暖房も外部エネルギーに頼りません。 
●耐震性能は最高等級の耐震等級３を取得することで、安心して生活していただけるようになっています。 
また福島の冬を暖かく快適に暮らすために発泡ウレタン吹き付け工法を標準仕様とした高気密・高断熱住宅になっています。 
●長期優良住宅の認定取得、住宅情報履歴の整備、瑕疵保険へ加入をしています。 

023
福島環境防災住宅研究会 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●福島環境防災研究会のコンセプトは、災害に強い家づくりです。 
●地震に強い事は当然として、電気・ガス・水道等のライフラインが遮断された時でも普段と変わらない生活が出来る事です。
●太陽光発電と蓄電システムで停電時・日中から夜間でも電気が使えます。 
●断水して一番困る事はトイレでした。 
その問題を解決するために雨水を貯めトイレの排水に使用できるようになっています。 

●太陽光で電気を創り、雨水を貯めて排水に使う。災害に強い家は環境にもやさしい家と言えます。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
住む人の健康を意識した家 
●生活の場である家で健康を維持できる事が大切です。 
国立がんセンターや東大医科付属病院の内装工事で使用されている、 
FFC免疫処理を全棟採用しています。 

●また有害物質を吸着分解するために酸化チタンと白金を使って窓ガラスを処理しています。 
花粉症・アレルギーの方でも症状改善効果が報告されています。 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 伊達市梁川町五十沢字五輪堂1-6 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 1７社（原木供給／1 社、製材／2 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／0社、設計／1社、施工／12社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 佐藤祐一（有限会社地域設計 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：佐藤祐一 
[メール] Chiiki03@kca.biglobe.ne.jp 
[電話] 024-577-3526 [ＦＡＸ] 024-577-3502 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
広がりにこだわった堅固な家づくり 
●狭い敷地でもプライバシーが守られ、LDKに十分な採光がとれる 
広がりのある空間の保持。 

●総 2階づくりでコンパクトなまどりで構成される空間つくり。   
●コスト抑えた住まいつくり。 
 
避難者の経済性を考慮した住まいづくり 
●経済性を考慮しながら安全なすまいつくり。 
●小人数の家庭むけた間取り。 
●収納スペースが十分にとれている空間。 

024
復興住宅プロジェクトチーム・伊達 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●やすらぎの家づくり震災で避難を余儀なくされた人々にたいして、心のよりどころとなる、暖かく安心できる家づくりを、 
丁寧で安価な住宅を提供し続ける思いで、会員一同心と技を結集したいと、お役に立ちたいとの、一心です。 
●一刻も早く安住の地をもとめ、定住を計り、安定した生活をもとめてください。 
その時皆様のお役に立てるチャンスに巡り会えるでしょう。 
●優れた技の集団、団結力、チームワークのとれた集団、優れたアフターフォロー、一度はご相談ください。 
皆様の希望にきっと添えるでしょう。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1F 2F 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 安達郡大玉村玉井字北ノ内 65-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計２５５社（原木供給／６社、製材／１１社、建材流通／１社、プ

レカット／３社、設計／４５社、施工／１８０社、その他／９社） 
価格帯 1,250～1,550 万円 

代表者名 遠藤安男（（有）遠藤工務店 代表取締役社長） 価格の基準面積 87.77～110.97 ㎡ 

主な受賞歴等 
・ふくしまの家復興住宅供給システムプロポーザル広報団体に選定 
・経営セミナーの開催 
・技術セミナーの開催 

価格に含まれない 

項目 
屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 

担当：長山貴光 
[メール] kenren@kensetufukushima.gr.jp 
[電話] 0243-68-2121 [ＦＡＸ] 0243-68-2122 

＊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。 

ホームページ http://www.kensetufukushima.gr.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

「ゆうゆう住宅」シリーズ 
●地盤調査、かし保険、住宅履歴などを整備し、長期優良住宅にも対応出来

る木造軸組住宅です。被災者の皆さまに、高耐久な住宅を提供します。 

●耐震等級 2、省エネ等級 4を標準とし、長期優良住宅にも対応を可能しま

す。地盤調査、かし保険、長期維持管理計画書、住宅履歴を義務化します。

これにより、完成・引き渡し後も計画的に住宅点検を行い長期にわたる 

メンテナンスが可能となります。 

●地域の建設業者が施工し、引渡後もメンテナンスを行う事により、 

将来にわたり居住者のニーズに対応します。 

●憩（IKOI） 1,250万円(税込 8％)から 

シニアのプランで、リビングを中心として、 

広がりとくつろぎのある高性能木造住宅。 

●望（NOZOMI）1,550万円（税込 8％）から 

若年層向けのプランで、ライフスタイルに合わせた設計が可能な 

シンプルな高性能木造住宅。 

 

 

 

025 
全建総連福島（福島県建設労働組合連合会） 
福島県全域 

[グループの特徴とメッセージ] 
●当団体は、各地区に代表設計事務所、代表工務店を配置し、県内全域に協力工務店 2,500社（一人親方含む）、 

173社の設計事務所、18社の木工・製材工を有しており、土木、板金、左官、塗装など住宅建設の関連職種も含め、 

4,588社（7,200名）が加盟し、地域性に配慮した住宅建築に実績があります。 

●また宅建業者、税理士、弁護士、金融機関などの連携で、 

土地の取得から住宅の建設、登記までワンストップサービスを実現します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

ゆうゆう住宅「望（NOZOMI）」（木造２階建３LDK（110.97㎡）） 

 
ゆうゆう住宅「憩（IKOI）」 

（木造平屋３LDK（87.77㎡）） 

 

 

 

 

ゆうゆう住宅「望（NOZOMI）」 

ゆうゆう住宅「憩（IKOI）」 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市御前南5丁目 53-1 株式会社マルイホーム内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計９社（原木供給／ 0 社、製材／１社、建材流通／３社、プレカ
ット／１社、設計／１社、施工／１社、その他／２社）  1,500～2,000万円 

代表者名 丸山昌弘（株式会社マルイホーム 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目  

連絡窓口 
担当：丸山昌弘（株式会社マルイホーム 代表取締役社長）
[メール] m-maruyama@maruihome.com 
[電話] 024-983-7321 [ＦＡＸ] 024-983-7322 

＊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。 

ホームページ http://www.maruihome.com/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
スカイバルコニーのある住まい 
●外で何かをするということが制限されてしまっている今、屋上スペースを
有効活用したスカイバルコニーを提案しています。 
●使い方は様々で、お子様の三輪車の遊ぶスペースとして利用されている
方、そして、ラジコンスペースとして利用されている方、さらには、花火
大会を見ながらのバーベキュー等、みなさんのアイディア次第で使い方は
無限大です。 
 
収納力に優れた住まい 
●長年住んでいくと、知らず知らずのうちに荷物が増えていきます。これら
の荷物を収納するのがメモリアルルーム。荷物の一つ一つには思い出が詰
まっているものです。思い出をいつまでも収納できるようなメモリアルル
ームを提案します。 
 

026
笑顔の家作り応援隊 
県中 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは家族全員が安心して住むことのできる住宅を考え、家を作っています。 
●その中で特にこだわっている部分が、家族全員が笑顔で住むことのできる家作りです。 
●多くの方が住宅ローンを組み、住宅を建てられると思いますが、住宅を建てたは良いが、 
住宅ローンの支払いが大変だと笑顔が無くなってしまっては、本末転倒です。 

●本来、住宅を建てるということはとても楽しいことで、家族全員が笑顔になることができるのです。 
その楽しさを一緒にプラン作りから始め、実際に住んでからも笑顔を絶やすことのない遊び心溢れる住まいを提案し、 
提供させて頂きます。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市字古川52番地の１ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計４７社（原木供給／３社、製材／３社、建材流通／４社、プレカ
ット／２社、設計／１３社、施工／１１社、その他／１１社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 三瓶久仁雄（株式会社東日本マネジメント 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績20棟） 
・マンション大規模改修工事ＣＭ業務多数 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：三瓶久仁雄 
[メール] cm.sanpei@nifty.com 
[電話] 024-953-4471 [ＦＡＸ] 024-953-4470 

＊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。 

ホームページ http://www.f-cm.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
資産価値のある家づくり 
●耐震等級３の設計により、地震や台風など、長期にわたり安心して生活す
ることができます。 
●次世代省エネ基準をクリアする設計により、エアコンやストーブが一台で
も生活できるようにしています。ランニングコストが少なくてすみ、住む
人にも環境にも優しい家づくりをしています。 
●時間の経過と共におこる様々な問題に対応できるように維持管理のしや
すい家づくりをします。 
●ＳＩ工法での可変性の高い家づくりは将来の増改築などに柔軟に対応で
きる家になります。 
●長期優良住宅仕様による家は資産価値の高い家であり、社会にとって価値
があるものです。 

027
ＦＣＭ（有限責任事業組合 エフシーエム建築計画総合研究所）
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地域のコミュニティと住宅の復興を目指すため、 
コンストラクション・マネージメント方式による復興住宅建設を提案いたします。 
●豊富な経験と知識で対応できるＣＭｒ組織が、事前相談から工事発注、建物完成まで、 
さらに、引き渡し後のアフターサービスや税務・財務、その他困りごと相談まで、 
住宅建設に関わるあらゆる問題に対し、被災者各々の状況や要望にきめ細かく応えられる 
自由な選択肢をワンストップサービスで実現します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

将来の事も考えたきめ細かな設計と地元大工による丁寧な造作で
間取りや収納など使いやすいように工夫しています 

吹抜けのあるリビングにタタミスペースを設け、 
家族みんなが一緒に過ごせる広々とした一室空間にしています

地域材を活用したリビング 

シンプルで維持管理が楽な外観 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市備前舘１丁目125-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計１４社（原木供給／4社、製材／4社、建材流通／1社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／1社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 大堀哲也（株式会社おおほり建設 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：久保木豊 
[メール] info@ohori.biz 
[電話] 024-973-5614 [ＦＡＸ] 024-973-5624 

＊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。 

ホームページ http://www.ohori.biz   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
お客様の住まい方にこだわった強固な家づくり 
●お客様の生活スタイルにあわせたプランの提案。 
●品質を下げずに建築費用を抑えた家づくり。 
●大きな収納スペース。 
●地震に負けない強固な設計、仕様。 
 
お客様の予算に合わせた適正価格の住まいづくり 
●予算に合わせた住まいつくり。 
●基本的な仕様を統一してのコストダウン。 
 
性能・仕様・施工特徴 
●省エネルギー住宅として床・壁・天井には高性能グラスウールの充填、 
樹脂+アルミサッシ及び Low-E ガラスを使用し住宅性能を向上させます。 
●会社の社員が大工親方となっての現場管理。 

028
おおほり建設復興住宅プロジェクト 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●今回の震災で福島の復興・発展に少しでも貢献できればと思い地域住宅生産者グループに参加させて頂きました。 
現在福島県はいつまたくるか分からない地震におびえながら、また放射能問題と戦いながら生活をしております。 
ですがいつまでも避難生活をするわけにはいきません。安定した生活をする為まずは何でもご相談ください。 
お客様の力になりたいです。 

●社員全員が福島県出身者です。社員一同福島の復興の為、またお客様と共に歩んでいけるよう頑張ります。 
よりよいお客様のお手伝いが出来ればと思います。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市富田町字諏訪西５０ （株）ツボイ内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 57 社（原木供給／3 社、製材／3 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／45社、その他／2社） 価格帯 800～1,500万円 

代表者名 柳沼利保（有限会社柳沼工匠 代表取締役社長） 価格の基準面積 80.73～113.37 ㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 23年長期優良住宅先導事業採択（実績4棟） 
・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績4棟） 
・福島県棟梁賞･郡山技能功労賞 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：坪井道子 
[メール] kabutuboi9320301@nifty.com 
[電話] 024-966-0301 [ＦＡＸ] 024-952-2944 

＊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。 

ホームページ http://www.kabu-tsuboi.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ふくらむ未来の家  コンセプト：「福幸の家」として、建築費を安くした住まい。 
●コンパクトでスタイリッシュな住宅を手軽な価格で建築ができるから、ゆとりある日々の暮らしを実現、 
余裕がもてる返済計画で手に入れることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
にぎやかな家  コンセプト：玄関土間を広く、気心の知れた仲間達が気軽に集まれる賑やかな家族の家。 

そして、２階には趣味の部屋がある。 
●ご近所さんとのコミュニケーションを取りやすい、寒い日以外何時も玄関の扉を開けて訪問者を迎えられる、 
ご夫婦の趣味の友達が集う住まい。 
 

029
「きつつき会」 
県北･県中･県南･相双･いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地元の腕の良い大工さんの集合体「きつつき会」（2007年 10月発足）が、福島の幸せを願い『福幸の家』を作った。 
●お客様からの直接受注体制となり、余計な経費がかからず、更に、資材供給の集中によるボリュームメリットも出し、 
高品質で安価な住宅が可能となる。 

●また、設計士・インテリアコーディネーターとの連携も図り、お客様の要望に沿った、デザイン性の高い住宅を実現した。 
●地元工務店の強みとして、新築はもちろんの事、増改築から、ちょっとした手直しまで、 
責任を持って腕の良い大工がこまめに対応できるのが最大の特徴である。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面図 2 階平面図 

1 階平面図 2 階平面図 



 

 

    

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市喜久田町卸1-78-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３７社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／１社、プレカ
ット／３社、設計／４社、施工／２３社、その他／２社） 価格帯 1,200～1,600万円 

代表者名 遠藤良美（株式会社ウッディホーム 代表取締役社長） 価格の基準面積 110㎡ 

主な受賞歴等 ・工務店セミナー開催（年２回） 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：吉田勝幸 
[メール] yoshida@tomoku.net 
[電話] 024-959－6143 [ＦＡＸ] 024-959－6437 

＊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。 

ホームページ http://www.office-web.jp/tomoku/pc/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
震災の経験を活かした、安全・安心な家づくり 
●地域材の使用による頑丈な構造、 
それを支える丈夫な基礎による耐震性に優れた家づくり。 

●夏涼しく・冬暖かい省エネ性能に配慮した健康・快適な家づくり。 
 
長期優良ローコスト住宅 
（ライフスタイルにあわせて成長する住まい） 
●住宅の基本性能は長期優良住宅を標準採用としますが、 
工期の短縮（早く自分の家に住みたい）とコストを抑える観点から、 
はじめからすべてを完成させずに、ライフスタイルにあわせて成長する住
まいを提案します。 
 

030
元気なふくしま県「希望の家づくりの会」 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「住まい」は「安全安心の住みごこち」が第一です。 
●「元気なふくしま県希望の家」は、県内各地域で良質な住まいづくりを実践している工務店、 
設計事務所、建材・木材などを供給している企業が、思いを一つに集まり研鑽・共有し、 
被災地から未来へ希望を持って歩みだすお施主様と共に創りあげる家の名称です。 
●もともと住宅建設は、地産地消の地場産業であり、私達は地域密着の共存共生が、 
完成後の「家守り」を含めて地域貢献が成立つと考えて頑張る造り手のグループです。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。
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グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市安積町笹川字高石坊52-2 （株）吉成建築内 主な構造・工法 木造軸組パネル工法 

グループ構成 合計４６社（原木供給／３社、製材／２社、建材流通／５社、プレカ
ット／５社、設計／４社、施工／１３社、その他／１４社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 吉成新一（株式会社吉成建築 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・木のいえ整備促進事業(長期優良住宅)採択（実績１７棟） 
・お施主様向けセミナー開催（年３回） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：吉成新一 
[メール] web@d-yoshinari.com 
[電話] 024-945-1234 [ＦＡＸ] 024-945-1777 

＊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。 

ホームページ http://www.d-yoshinari.com/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
高性能にこだわった“光熱費が極力かからない”家づくり
●採用する軸組パネル工法で耐震性と高気密・高断熱性能を確保。これに加
え独自の内外装、設備仕様を定め、 
低ランニングコストで快適な室内環境をご提供します。 

 
家族の絆を深めるコンパクトな住まいづくり 
●少ないエネルギーでおトクに快適に暮らせます。 
●省資源で環境にやさしく建築コストも抑えられます。 
●メンテナンスが楽なすっきりしたデザイン。 
●照明、冷暖房、給湯などECOな設備を標準装備。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

031
住み継ぐ家づくりネットワークふくしま 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当団体は福島固有の気候風土に適した住宅を供給するため、定期的な講習会や情報交換の場を設け、 
独自の技術体系を開発してきました。 
●お客様からの相談窓口、情報発信のため、建材メーカーショールーム等を利用した定期的なイベントを開催しており、 
そのほか各社ホームページ、ブログ等でも対応しています。 
●『福島の職人が創る、福島の震災復興に貢献するために安心して住み継げる家づくり』を実現します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。
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基本設計プラン 
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グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市並木五丁目５番地３８ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計１０社（原木供給／１社、製材／１社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／２社、施工／３社、その他／１社） 価格帯 1,700 万円（税込） 

代表者名 石川直哉（王子建設株式会社  代表取締役） 価格の基準面積 138㎡（41.81 坪） 

主な受賞歴等 ・平成 19・21年度郡山市優良建設工事受賞 
・平成 19～現在地域ボランティア活動 

価格に含まれない
項目 屋外付帯設備費、外構工事費、設計費、諸手続費 

連絡窓口 
担当：石川直哉 
[メール] nao@oji-k.co.jp 
[電話] 024-933-4153 [ＦＡＸ] 024-938-9853 

＊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。 

ホームページ http://www.oji-k.co.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
忙しい毎日をサポートする住まい 
●「家事ラク動線」 
センターキッチンから洗面室、屋内物干、屋外物干の洗濯動線をスムーズ
にし、毎日の家事の負担を和らげます。 

●「シューズクローク」 
 ゴルフバックやベビーカーなど、かさばるモノもスッキリ収納。 
●「室内物干＋ユーティリティー」 
 洗濯する→干す→取り入れる→たたむ→収納するが一部屋でできる 
便利な家事スペース。雨の日でも安心して部屋干しできます。 

●「パントリー」 
 週末に買いだめした食品をたっぷり保管できます。 
●「Ｌ型バルコニー」 
 家族全員の洗濯物をたっぷりと干せます。 
 

032
チーム「人・住まいに思いやり」 
県中 
[グループの特徴とメッセージ] 
●チーム「人・住まいに思いやり」代表の王子建設は、昭和46年(1971年)の創業以来のモットーである、「技術と信用が基本。」
を社是とし、地域の工務店として、一期一会の出逢いに感謝し、目配り・気配り・思いやりの心で、 
皆様の貴重な財産づくりに意欲的に取り組んでおります。 

●郡山市を中心に活動しているグループとして一日も早い被災地の復興を目指すと共に、 
より安心して暮らしていただける地震に強い耐震住宅を開発・建設していくことをグループ一同お誓い申し上げます。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

  

 
② 

④ 

③ 

 

室外物干し 

スペース 

7 つの外観デザインからわが家らしいスタイルを

5つのインテリアスタイル

1階床面積：66.00 ㎡（20坪） 
家事・育児に忙しいママをサポートする、センターキッチン。
全体が見渡せます。 

2 階床面積：60.00 ㎡（18.18 坪） 
主寝室にはデスクスペースを用意。 
子供室はフリーウォール（可変壁） 



[地域型復興住宅のイメージと特徴]
土に還る自然素材にこだわった環境負荷の少ない家 
●主材となる柱や梁に杉の無垢材を使うことはもちろんのこと、身体に直接
触れる床・壁・天井にもふんだんに杉の無垢板を使い、柔らかく温かな
居住空間を作ります。 

●断熱材も木から生まれたセルローズファイバーを使い、人体にも地球環境
にも負荷をかけない住まいです。 
 
低炭素社会をつくるサスティナブルな住まい 
●木材を主材料にした住まいは、ＣＯ２を構造体内に固着し、低炭素社会の
実現に貢献します。 
●地産地消の住まいは建材の長距離運搬によるＣＯ２の拡散を抑制します。
●次世代ソーラーシステム「そよ風」で冬暖かく、夏涼しい 
自然エネルギーを活かした住まいです。 
 

 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市開成 4-28-17（建築工房内） 主な構造・工法 板倉工法・車田組工法 

グループ構成 合計４０社（原木供給／２社、製材／４社、建材流通／４社、プレカ
ット／１社、設計／９社、施工／１８社、その他／２社） 価格帯 2,000 万円～ 

代表者名 嶋影健一（一級建築士・（有）建築工房代表） 価格の基準面積 90㎡～ 

主な受賞歴等 
・平成 21年長期優良住宅先導事業採択（実績１棟）
・応急仮設住宅 
・木の家講座「森の木が家になるまで」開催（年７回） 

価格に含まれない
項目 地盤補強工事費、給排水工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：羽生拓希 
[メール] earth-family@k2.dion.ne.jp 
[電話] 024-923-5400 [ＦＡＸ] 024-923-4829 

＊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。 

ホームページ http://www.earth-family.co.jp  

033
地球と家族を考える会 
県北・県中・県南・会津・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地球と家族を考える会は、家族、地域、地球環境全てに良い住まいを提供したいとの想いから、 
住まい造りに関わる職人たちが集まって作りました。 

●福島の杉を中心に自然素材と自然エネルギーにこだわった「ふくしまの家ＫＵＭＩＫＯ」は、 
シックハウスの原因となる新建材を極力使わない、アトピーの家族にも安心な住まいです。 
●無垢の木と木を組み合わせる板倉構法はこの度の地震にも全く問題なく、耐震性に富んでいることが実証されました。 
●ＫＵＭＩＫＯ木の家講座「森の木が家になるまで」で、樹木の魅力・木が材木になる過程を学ぶ講座を開催しています。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

母屋 1階平面図(65㎡≒19.7 坪) 
母屋合計面積＝93㎡(≒28坪) 

母屋 2階平面図(28㎡≒8.5 坪) 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 野田町 4丁目 11番 20号 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 36 社（原木供給／2 社、製材／4 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／4社、施工／21社、その他／3社） 価格帯 1,100～1,350万円 

代表者名 須藤繁行（有限会社学び舎須藤 代表取締役社長） 価格の基準面積 75㎡ 

主な受賞歴等 
・長期優良住宅実績9社 
・年 4回の定例勉強会の実施 
・一般社団法人住宅産業地域活性化協議会正会員 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、地盤改良費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：坂井博高 
[メール] sakai@kowakenzai.co.jp 
[電話] 024-958-2470 [ＦＡＸ] 024-958-2462 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ふくしまらしさにこだわった機能的な家づくり 
●海、森、川、湖といった自然豊かなふくしまの風景にマッチする、『和』
を大切にした外観の住まいをご提案させていただきます。 
●豊富な収納スペースを確保することにより、すっきりした生活環境『楽』
を感じる住まいづくりをご提案させていただきます。 
●気軽に集まりを開くことができる開放的な空間により『絆』を大切にでき
る住まいづくりをご提案させていただきます。 
 
ふくしまの気候にあった快適な住まいづくり 
●断熱を強化した、夏涼しく、冬暖かい家づくりをご提案いたします。 
●家庭内のヒートショック事故を防ぐため、 
家の中の温度差がない家づくりをご提案いたします。 

●ダクト式24時間計画計量換気システムを採用することにより、住宅の寿
命を左右するといわれる結露を軽減した家づくりをご提案いたします。
 

034
ふくしま家づくり研究会 
県北･県中･県南･会津･相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●ふくしま家づくり研究会は、福島県内の原木供給事業者、製材業者、設計事務所、工務店で構成された、 
『ふくしまの匠を活かし、木のぬくもりを感じる家づくり』を理念に活動している団体です。 
●ふくしまの美しい自然環境に調和した落ち着いた外観を重視した家づくりを心掛けております。 
●また、限りある資源を大切にした省エネルギー性に優れた家づくりを研究し、 
長く良好な状態で住み続けることが可能な住まいづくりをご提案させていただきます。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

平面図 立面図 

外観イメージ

内観イメージ



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市大町１－２－２３ KIK’B ビル W22（西２階） 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計３７社（原木供給／３社、製材／３社、建材流通／１社、プレカ

ット／１社、設計／９社、施工／11 社、その他／９社） 
価格帯 1,300～1,600 万円 

代表者名 佐藤彰宏（合資会社共立社 代表社員） 価格の基準面積 100 ㎡（30.25 坪） 

主な受賞歴等 
・（社）日本建築士事務所協会連合会からの一般市民への支援センタ
ー設立の要請に対し、住宅相談及びセミナー等の開催を行っていま
す 

価格に含まれない 

項目 
屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 

担当：高橋孝行 
[メール] fkjk-k@intio.or.jp 
[電話] 024-926-0175 [ＦＡＸ] 024-926-0175 

＊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。 

ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

住人本位の暮らしやすい家づくり 

●地域の住宅の実態や震災被害の状況を踏まえた上で、 

地元で長く設計事務所を営んできたノウハウを生かし、 

住人のご要望を可能なかぎり実現した、 

住人本位の暮らしやすい家づくりをお手伝いします。 

 

地域の風土や気候に即した家づくり 

●福島県はその各地域のそれぞれに気候風土や文化に違いがあり、 

これらを踏まえ、地域に調和した住宅を考えます。 

●夏は暑く冬は寒い厳しい気候を踏まえ、 

高断熱仕様とし、風通しを良くすることで、 

夏は涼しく冬は暖かい住宅と致します。 

 

035 
社団法人福島県建設業協会郡山支部 
県北・県中・県南・いわき 

[グループの特徴とメッセージ] 
●本グループは主に（社）福島県建設業協会郡山支部及び（社）建築士事務所協会県中支部のメンバーを中心に構成され、 

いずれも地元郡山地域に営業基盤を構える一流の技術を持った企業であります。 

●被災者の方々は現在に至るまで不自由な生活を強いられていますが、 

今後はスピード感を持って復興住宅を建設することが求められています。 

●私たちは住宅を必要としている被災者の方々に、安心して暮らしていただける住宅を確実に継続的に安定して、 

生産・供給できるシステムを構築することが最も大切であると考え、それらを担える組織としてグループを設立いたしました。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

ふくしまの家『芽ばえ』基本性能 

長期優良住宅性能 

構造・・・耐震等級 2以上 

劣化軽減・・・劣化対策等級 3以上 

維持管理・・・維持管理対策等級 3以上 

恩熱環境・・・エネルギー対策等級 4以上 

・地域の気候風土への配慮 

・暮らし方や個性に合わせた計画 

・住む方のご要望への提案 

再生可能エネルギー利用の提案 

・太陽光発電 

・木質ペレットストーブ 

 

＋ 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市方八町二丁目13-9 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３８社（原木供給／３社、製材／３社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／１１社、施工／１０社、その他／９社） 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 堀井勝典（（有）サンミックス・システム堀井勝典研究所 代表取締役） 価格の基準面積 104.33 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23年東日本大震災による応急危険度判定（3,219棟） 
・平成 23年台風 15号による水害家屋調査（1,000棟） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：名木敬一 
[メール] nagi@koken-kk.co.jp 
[電話] 024-942-2816 [ＦＡＸ] 024-942-2816 

＊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。 

ホームページ http://www.fukushima-aba.or.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
“皆で造ろうふくしまの家” 
●平面、立面的にコンパクトな計画を行う。 
●復興住宅の価格をおさえることに主眼をおくと共に 
出来るだけシンプルで将来のライフスタイルの変化にも 
十二分に対応できるプランを提供。 

●在来工法を採用し、基本モジュールの設定、木材の規格化、壁等の工場生
産化を目指し、希望に添う供給体制を確立する。 
●福島の気候風土も考慮し、地域の景観に調和した建物の提案。 
●地元で生産される材料を大いに活用していくことで、地産地消に貢献。
●耐震性を十分考慮した安全な住宅を上部構造だけではなく、 
基礎についても、より安全な工法を採用。 

●建物の劣化対策、将来の維持が、容易に出来る住宅にも心掛ける。 

036
福島県建築士会 郡山支部 
県北・県中・県南・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地域に根ざした設計事務所、工務店、製材業者、資材メーカー等、建築専門の業者に加え、 
弁護士、税理士、司法書士、測量士、宅建業、金融機関等、多方面からもバックアップ出来る連携システムとします。 
●住宅の設計は、建築士会郡山支部青年委員会を中心に行い、ベテラン建築士のアドバイスを頂きながら進め、 
『安全・性能』に対してダブル・トリプルのチェックが行える仕組みとします。 
●新しい生活を想像（創造）し、快適でやすらぎのある住まいを提供します。 
 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

イメージ模型

 1階平面図 2階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市石渕町1番 9号 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 27 社（原木供給／2 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／15社、その他／2社） 価格帯 1,300～1,680万円 

代表者名 隂山正弘（隂山建設（株） 代表取締役） 価格の基準面積 84.47 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 13年 ISO9001取得 
・「愛の献血運動実施」（28年間） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：菊地 人 
[メール] info@kageken.jp 
[電話] 0120-44-1325 [ＦＡＸ] 024-944-0496 

＊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。 

ホームページ http://www.kageken.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
耐震性にこだわった安全・安心な家づくり 
●想定外の大地震にも安心・安全な高い耐震性（通常の1.25 倍）を有する
住まいを造るため、全ての柱を４寸角とし、骨太の梁等の横架材を用い、
建物を凹凸が少ないシンプルでバランスの良い構造体としています。 
●また、住む人と地球に優しい住環境（劣化軽減・省エネルギーシステム・
バリアフリー化・自然採光や通風）を確保し、優しい住まいを創ります。

●福島県内の各地域の風土・季節感に適合する設備・多様な仕様を用意。
●骨太の構造体と丈夫な外壁面で、内部を大空間にできるので、自由に壁を
設置・撤去可能な可変空間は住む人のあらゆる要望やお好みの空間を自由
に演出します。 
 

037
福島県住環境復興事業ネットワーク 
県中・県北・会津 
[グループの特徴とメッセージ] 
●本グループは県内（県中・県北・会津）３地域を中心として、各地域毎に相談窓口を設け、 
住宅建築に関する様々な相談にお応えします。 
●住宅の設計・構造材の供給・建材の調達・施工・登記・資金計画・アフターの維持管理まで、 
グループのネットワークを通じて一元化することにより、木材・建材・資材等の共同購入等低廉で安定した供給を行います。

●私たちは、活力ある福島の再生をめざし、安全・安心な家、 
そして住む人たちが快適でやすらぎを得られる住環境を創造します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

可変部分 間仕切り壁の変更が容易 
→｢空間の自由性｣の確保 

1 階平面図 

2 階平面図 
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グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市芳賀二丁目21-2 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 12 社（原木供給／0 社、製材／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／1社、その他／5社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 神山英紀（有限会社神山工務店 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：神山英紀 
[メール] kamiyama-k@ray.ocn.ne.jp 
[電話] 024-944-2033 [ＦＡＸ] 024-944-8333 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地場産材にこだわった家づくり 
●「木」のぬくもりを大切に、家族の笑顔がいつもそこにある…。 
●極力環境負荷を抑え、自然と共生する家づくり。 
●リビングを一番に考え、暮らしの価値観の見直しを図る。 
●可能な限り地場産、地域材を活用して風土に合った住まいを考える。 
●維持管理の重要性を理解して頂き、メンテナンス班の充実を図る。 

038
福島県地域リフォーム連絡会 
県中 
[グループの特徴とメッセージ] 
●家族の絆、地域の絆、関わり合い方は個々に違いますが、大切な絆によって私たちは生かされています。 
●絆を大切にした人生が楽しいものであるために、福島県地域リフォーム連絡会は、 
住宅設計・工事を通して皆様の良き人生のお手伝いが出来ればと考えております。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

平面 1階プラン 平面2階プラン 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市田村町上行合字西川原35 主な構造・工法 木造在来軸組工法 

グループ構成 合計３３社（原木供給／２社、製材／５社、建材流通／４社、プレカ
ット／１社、設計／４社、施工／１１社、その他／６社） 価格帯 1,350～1,500万円 

代表者名 松岡泰仁（福島県木造技術開発協同組合 代表理事） 価格の基準面積 100～110㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 21年ふくしまの家地域活性化促進事業採択（実績５棟） 
・すまいの勉強会(年３回程度） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、杭工事、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：鈴木 進 
[メール] info@fukumoku.jp 
[電話] 024-956-6610 [ＦＡＸ] 024-943-3878 

＊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。 

ホームページ http://www.fukumoku.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
長期優良住宅仕様を基本性能とした地産地消の家づくり
●「住宅を建てる」行為は、自然環境に負荷を与えるのではなく、環境を守
り、整え、創る働きを持たせる事ができます。これは「地産地消の家づく
り」からしか出来ないものであります。 
●地域型復興住宅は長期優良住宅仕様を基本性能とし、使用する木材や建
材・断熱材等使用する住宅部材の過半は福島県産材使用を目指します。
 
土地に根差した長く豊かに生活できる住まいづくり 
●人の命を守る構造体には、県産材・地域材を使用します。その土地の気候
風土で育った木材が最も適した構造材となるからで、長期耐力を期待する
からです。 
●生活者の要望に応じて「変化」「成長」できる住宅を提供します。 
 

039
福島県木造技術開発協同組合 
県中・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●平成４年６月に福島県産間伐材を利用した製品の開発を目的に設立し、今まで木材に関する様々な開発を行ってまいりました。
●平成４年：小径木を主材料とする大断面構造材の開発。  
平成２１年：ふくしまの家地域活性化支援事業採択。「ふくもくの家」展示場設置。 
平成２３年：福島県応急仮設住宅の部材供給 312戸 集合施設の部材供給 10棟。 
●これまでの様々な木材利用・加工技術の開発や活動経験に加えて、賛助・協力くださる企業団体の方々と連携し、 
地域型復興住宅の安定供給を目指します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

外観写真

1階平面図 2 階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市富田町字権現林3-4 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 20社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／２社、プレカ
ット／２社、設計／２社、施工／１０社） 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 大場俊之（株式会社オオバ工務店 代表取締役社長） 価格の基準面積 91.08 ㎡ 

主な受賞歴等 ・情報交換協議会開催 
・建築家による住宅展開催 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：吉田真二 
[メール] house@oba21.com 
[電話] 024-961-6500 [ＦＡＸ] 024-961-6503 

＊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。 

ホームページ http://www. oba21.com/house/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ゆとりと安心な暮らしを実現する標準仕様 
●スーパーストロング構造体を採用することにより、一般的な長期優良住宅
の仕様の上をいく耐震等級３の住宅ですので地震に強い家です。 
●効率の変換効率を持った太陽光発電設備(2.5kw)で CO2を出さずに、わが
家で電気をつくり、余った電気は売ることができます。 
●大気の熱と夜間電力で賢く、たっぷり省エネ給湯のエコキュート(370L)。
●エネルギーモニターで創った電気と使った電気がひと目でわかります。省
エネ効果が期待できるので節約が楽しく続けられます。 
●電気自動車を自宅で充電ができる外部コンセントを採用しています。 
 
 

040
福島スマートハウス推進協会 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●福島スマートハウス推進協会は長年の実績、経験のある工務店を中心とした任意団体です。 
●当協会は県内各地に所属事業者がおり、またその地域の風土や特徴を理解している地元の工務店もいますので、 
よりよい住環境を提案することが可能です。 
●次世代のエコ住宅であるスマートハウスの推進を通して、地球と家庭に優しい住宅を建設することを目的としています。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

① ②

④ ⑤③

１階平面図 ２階平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市安積町日出山2-21-2 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 130社（原木供給／4社、製材／5社、建材流通／19社、プレ
カット／2社、設計／12社、施工／35社、その他／53社） 価格帯 1,200～1400万円 

代表者名 大原定雄（株式会社大原工務店 代表取締役） 価格の基準面積 81.98～98.53 ㎡ 

主な受賞歴等 
・県産材の積極使用により「森を木づかうふくしま住まいる事業」 
施工実績 
・仮設住宅 501世帯以上の施工により復興に尽力 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、諸手続費 

連絡窓口 
担当：大原 昇 
[メール] fukushima-nozominoie@true.ocn.ne.jp 
[電話] 024-944-9214 [ＦＡＸ] 024-944-9688 

＊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。 

ホームページ http://www.e-house.co.jp/oohara-komuten/  

［地域型復興住宅のイメージと特徴］ 
地産地家にこだわった福島の家作り 
●太陽光発電システムによる省エネルギー化、古新聞を使った断熱材（セル
ロースファイバー）の使用などで再生資源の活用で地域活性化を図る。
●森林組合と連携して県産材の杉を最大限採用し地産地消に貢献する。 
 
福島県にあった快適な住まいづくり 
●省エネルギー、再生可能エネルギーの活用と長期優良住宅仕様の採用によ
り、メンテナンスの安易化と、展示場による放射能対策等の仕様の紹介及
び説明を行う。 
●住宅コーディネーターによる住宅資金計画から土地紹介、登記にいたるま
でのワンストップサービスを図るとともに安心できるアフターケアのシ
ステムを構築する。 
 
長期優良住宅仕様で省エネルギー性能はⅡ地域対応 
●耐震等級3、省エネルギー対策等級4、劣化対策等級3、維持管理対策等級3。
●福島県産材を使ったプレカット工法と金物工法で工期の短縮と耐震性をアップ。
●バリアフリー対応で車椅子対応のフローリングの採用、間仕切りの将来の
可変への対応のためスケルトンの間取りになっています。 
●断熱材に古新聞から作ったセルロースファイバーを使用します。 
●太陽光ソーラー発電を標準で設置。4kwで使う電気料のほとんどをまか
なえる上に数千円余ります。建物の維持管理やローンの助けになります。
●住宅履歴サービスを利用し戸別の情報をストックし保守メンテナンスに
役立てます。 

041
ふくしま中央建設共同企業体 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループは、地域貢献と被災された方々の一日も早い住宅の復興を実現させる為に集まった住宅のプロ集団です。 
●住宅のことはもちろん、住宅ローンの相談や登記・測量・各種手続きまであらゆる相談に対応できる体制を整えています。 
●長期優良対応性能表示取得住宅。汎用性の高いシンプルな１０プランを用意。生活スタイルに合わせて増改築可能。 
●次世代省エネルギー基準Ⅱ地域対応で、太陽光ソーラーを４kw搭載。高断熱仕様。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

外観イメージ

1階平面図 

2 階平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市土瓜２-２-1２ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３３社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／３社、プレカ
ット／１社、設計／７社、施工／10社、その他／８社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 村井 淳（（有）村井淳建築設計事務所 代表） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・三春町営住宅コンペ優勝、実施設計 
・三春建築賞受賞 
・通産省、省エネ住宅コンクール入選 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：村井 淳 
[メール] murai-archi@chime.ocn.ne.jp 
[電話] 024-952-6204 [ＦＡＸ] 024-952-6274 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
そぎ落としにこだわった家づくり 
●最初に持つ家として余計なものを一切排除した極シンプルなプラン。 
●建物の設計よりも人生設計の立てやすい住宅（空間）を提供する。 
 
でも我慢はしない住まいづくり 
●エネルギーコントロールのためのスマート化は外せない！！ 
●建設時に将来必要なスペースはしっかり確保！ 
 
特殊な工法ではなく全ての大工さんが持っている技術で
作る 
●優良住宅の建て方は特殊な技術を求めるものではない。 
●長期優良住宅つくりのノウハウ、品質はタイミングの良いきちっとした設
計事務所の現場のチェックの回数の多さにより担保する。 
 

042
“ふくしま転生”チーム 
県北（福島市）・県中（郡山市） 
[グループの特徴とメッセージ] 
●福島においては、いつ果てるかわからない難問を抱え、しかも若い世代のふるさと放棄の流れは止まらない。 
●ふくしまが生き抜くのは簡単ではない。ふくしまを一から作り直す覚悟をもとめられている。 
その意味で“転生”する意志をコンセプトとした。 
●私たちは形のプロトタイプを求めない。あくまで“転生”するという意志を共通認識とし、作業をする。 
形は様々だが生き抜こうという思いは共有するという作り方を目指す。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

スケルトンを透かす 

本当にほしいものだけプラン

極力、県内産の木材により
定尺物による構成で材寸を
決めている。 

室内間仕切り等は出来るだ
け家具化し、自由に配置換
え出来るものとし、対応す
る家具を提案する。そのた
め床は全てフラットにす
る。 

基礎は信頼性のあるべた基礎とし設
備配管等は全て床下内に露出させメ
ンテナンスのしやすさを目指す。 外壁外周で耐震性を十分確保する。 

形体上、壁と屋根の断熱
を途切れなく施行でき 
ヒートロスを抑え、省エ
ネを目指す。 

2 階は斜め梁と 
中央部の大筋交いで耐力を確保する。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市並木 1-1-11 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 33 社（原木供給／３社、製材／３社、建材流通／３社、プレカ

ット／２社、設計／４社、施工／１５社、その他／３社） 
価格帯 1,800～2,000 万円(税別) 

代表者名 宗像 剛（八光建設株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 100 ㎡ 

主な受賞歴等  
価格に含まれない 

項目 
屋外工事費、外構工事費、地盤改良費、設計料、カーテン、諸手続費 

連絡窓口 

担当：澤﨑幸史 
[メール] sawazaki@hk-const.co.jp 
[電話] 024-922-8553 [ＦＡＸ] 024-939-1052 

＊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。 

ホームページ http://www.labotto.com/hakkoh/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

時に磨かれる、住まい。 

●SIMOKU（しもく）は八光建設の住宅ブランドです。 

●お客様のご要望や条件を的確に受け取り、 

アーキテクトがプランを練り上げ、職人の技で丁寧に仕上げます。 

●個性的でありながらシンプルで街並みに優しいデザイン。 

●風や光といった自然の恵みを有効に使うプランニングを心掛けます。 

●極力自然素材を用い、永年住まうことで魅力を増していく家づくりを 

 目指します。 

043 
ふくしまの住まいを創造するネットワーク
「SIMOKU（しもく）」 
県中・県南 

[グループの特徴とメッセージ] 
●建物は、造るだけではなく、それをより楽しく使い込むことで初めて建物に生命が吹き込まれると考えています。 

●インテリアやガーデニング等家を楽しむ要素は多種多様で、そこに住まわれる方々の生活やコミュニティの広がりを考えます。 

●「SIMOKU（しもく）」では、郡山で活動している一級建築士 10人（内 3名は女性建築士）が、 

みなさんのより豊かな生活を送るためのライフスタイルをご提案いたします。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

1階平面図 

2階平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市台新 2-31-10 樽川技建（株）内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
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） 
価格帯 1,300 万円～ 

代表者名 樽川美知男（樽川技建（株）） 価格の基準面積 80 ㎡ 

主な受賞歴等 
・2002 年福島県ユニバーサルデザインフェア最優秀賞 
・2003 年福島県ユニバーサルデザインフェア最優秀賞 

フォレストモア木の国デザインコンペ最優秀賞 

価格に含まれない 

項目 
屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費、税金 

連絡窓口 

担当：山田祥司（樽川技建（株）） 
[メール] LES04202@nifty.com 
[電話] 024-922-9701 [ＦＡＸ] 024-922-9565 

＊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。 

ホームページ http://www.geocities.jp/mori_yugakusha/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

●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。 

●在来軸組工法ですが、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。 

●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。 

 

044 
ふくしま森の遊学舎 
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。 

●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。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

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。 

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。 

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。 

『復興住宅外観パース』 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市並木 2-14-7 （株）三貴商事内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計１０社（原木供給／１社、製材／１社、建材流通／２社、プレカ
ット／１社、設計／２社、施工／１社、その他／２社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 椎根義人（株式会社三貴商事 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・第一回田村市建築賞受賞 
・セミナー開催（年1回） 
・除染奉仕作業 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：椎根聡人(あきひと) 
[メール] a-shiine@decohouse.co.jp 
[電話] 024-932-1641 [ＦＡＸ] 024-933-0090 

＊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。 

ホームページ http://www.decohouse.co.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
構造体にこだわった堅牢な家づくり 
●オール4寸の構造材を使用し、耐震等級3の建物。 
●土台にヒノキ材を使用し、べた基礎、基礎パッキン工法、外壁通気工法に
より劣化等級3の建物。 
●Hi ダイナミック制振工法の採用による地震に強い家づくり。 
●火災時の安心、省令準耐火構造の建物。 
 
ふくしまの地にあった快適な住まいづくり 
●次世代省エネルギ―基準に適合した、冬暖かく、夏涼しい快適な住まい。
●家族人数や、家族構成に合わせることに配慮した住まい。 
●防災瓦・塗膜10年保証の外壁材を使用し、引き渡し後のランニングコス
トを考えた住まい。 

045
ふくしまルネッサンス 
県中 
[グループの特徴とメッセージ] 
●東日本大震災を受け、我々の生活は一変してしまいました。決して華美に走ることなく、 
基礎・構造体に重点的に重きを置き、堅牢で将来を見据えた住まいを提供いたします。 
●屋根・壁などの外装材には、メンテナンスフリーの建材を利用し、ランニングコストの低減にも努め、 
長期優良住宅の規格にあった商品を提供してまいります。 
●現在まで、当グループが手掛けてきた、数多くの現場での豊富な経験と実績を活かし、匠の技と知恵を結集し、 
品質にこだわりぬいた住宅の御提供をする事が我々の使命であると考えます。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階 平面図 2 階 平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市安積町南長久保2-27-1 ㈱エアコーポレーション内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 23 社（原木供給／0 社、製材／2 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／7社、その他／6社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 佐久間宏一（株式会社エアコーポレーション 代表取締役社長） 価格の基準面積 75～100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：佐久間宏一 
[メール] postmaster@airco.jp 
[電話] 024-937-0041 [ＦＡＸ] 024-946-4101 ＊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。 
ホームページ http://www.airco.jp 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
久留米の家 
●家の中に居ながら四季折々の自然を感じてくつろげる、 
大きな空が見上げられるリビング・ダイニング。 
●無垢材のフローリングからは、木の温かみを感じます。 
●キッチンにはさまざまな工夫を施し、 
快適な空間となっています。 

 
桜木の家 
●光と遊ぶ・自分らしい時間がテーマ。 
●約 25坪の狭小地でありながら、 
広く快適に暮せるように、 
巧みに外部空間を取入れるなど、 
工夫された間取り。 
●コンパクトで使いやすいのが、丁度良い。 
●マンションでは味わえない、一戸建ての良さ、 
土地が小さいからこその、楽しさ・贅沢さがあります。 
 

046
復興家づくりの会 ＲＴＮ 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●故郷を避難している方々が、戻る迄の中長期の生活を楽しみ、 
新しい時代への希望を持たせるプランと家づくりを行うことが、私達の基本コンセプト。 
●メンバーは、福島県建築士会に所属する住宅の設計施工を行う建築士が中心となり、 
各マネージメントも行うので無駄なコスト削減につながり、アフターフォローまで安心です。 
●避難している方々が、故郷に希望を持って戻れる手助けを行いたいと思っています。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市逢瀬町河内字鳥越64 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計９社（原木供給／0社、製材／１社、建材流通／１社、プレカッ
ト／１社、設計／１社、施工／１社、その他／４社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 栁田正幸（柳田建設株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：栁田正幸 
[メール] seisan@kyj.biglobe.ne.jp 
[電話] 024-951-4518 [ＦＡＸ] 024-951-4701 

＊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。 

ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
 
生活空間にこだわった住みやすい家づくり 
●生活スペースにこだわった住みやすい住宅を目指します。 
●敷地を有効に使える総２階（３階）造り。 
●価格を抑えたローコスト住宅。 
 
地域にあった暖かく堅固な住まいづくり 
●性能の高い断熱材使用し暖かい住宅造り。 
●べた基礎プラスオリジナル耐震パネルで地震に強い住宅。 
 

047
復興住宅生産 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●福島県県中地域において復興住宅生産は代表者である柳田建設(株)を中心に、 
50年以上の実績を持つ集団であり優れた技術と団結力を有します。 
●復興住宅生産は避難者の皆様に地震に強く、暖かく、 
そしてより安価な住宅を御提供させていただくため、グループ一丸となり努力していく所存です。 
●どうぞ一度はご相談ください、皆様のお役にたてれば幸いです。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1F 2F 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市桑野 2-37-21 （有）吉田敏一建築研究所内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 12 社（原木供給／1 社、製材／2 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／5社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 吉田敏一（有限会社吉田敏一建築研究所 取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：吉田敏一 
[メール] yoshida@yoshida-ad.jp 
[電話] 024-939-0645 [ＦＡＸ] 024-939-0755 

＊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。 

ホームページ http://www.yoshida-ad.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
小さな大屋根の家 
（家族のつながりを考慮した住い） 
●大屋根の下、家族が集まる LDKに全ての個室がつながる事で、 
プライバシーを考慮しながらも家族のつながりをそれとなく 
感じさせ、思いやりが自然に芽生えるよう考慮した住宅です。 

●小さくとも豊かさが感じられる広々のびのびの大空間が、 
ストレスを開放してくれます。 

 
小さな青空いっぱいの家 
●小さくとも豊かな家をコンセプトに無駄のない、 
それでいて必要十分な住い事例です。 

●南側の大開口からは自然の美しさ厳しさが感じられ、 
2間続きの子供室にあるロフトから屋上も利用できます。 

●サブスペースの車庫は後に和室に改築、あるいは事務所にと、 
多目的なゆとりのスペースが将来の変化に対応できます。 

048
福幸住宅を創る会 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●信頼できる業者との連携が設計の質も含め高品質な住宅を創る一番の条件であり、 
次に依頼主に向ける暖かい思いやりなしには生きた建物にはなりません。 
●その中で特に大切にしているのは、いかに自然を取り入れ感性をはぐくみ豊かさを実感できる事で生きる喜び、 
その事が幸せなのだという事を感じられる住まいや空間をいつも考えています。 
●金額の多寡ではなく豊かさが感じられる創意工夫がグループの最大の特徴です。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1階平面図 2階平面図 南立面図 東立面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市富久山町福原字東内打５－１ （株）増子建築工業内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
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） 
価格帯 1,500～2,000 万円 

代表者名 増子則雄（（株）増子建築工業 代表取締役） 価格の基準面積 100 ㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 23 年木のいえ整備促進事業採択（実績２棟） 
・平成 24 年地域型住宅ブランド化事業採択（実績９棟） 
・平成 25 年地域型住宅ブランド化事業採択（実績１０棟） 

価格に含まれない 

項目 
設計・外構・諸手続きの各費用 

連絡窓口 

担当：塩沢光浩 
[メール] masico@masico.co.jp 
[電話] 024-933-0301 [ＦＡＸ] 024-939-3355 

＊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。 

ホームページ http://www.masico.co.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

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。 

●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。 

●省エネルギーや耐震性にもこだわり、安全・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 

●家庭内で最大のエネルギー消費設備は給湯設備である。お客様のご要望に

応じて、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。 
 

049 
ましこ住宅研究会 
県北・県中・県南 

[グループの特徴とメッセージ] 
●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。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 須賀川市越久字舘 47 番地 荒牧建設（株）内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 6 社（原木供給／0 社、製材／１社、建材流通／１社、プレカッ

ト／１社、設計／２社、施工／１社） 
価格帯 1,300～1,500 万円 

代表者名 荒牧幸雄（荒牧建設株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 100 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 22 年度木のいえ整備促進事業（実績 1 棟） 
価格に含まれない 

項目 
諸手続費、外構工事費 

連絡窓口 

担当：荒牧建設株式会社 
[メール] info@aramakikensetsu.com 
[電話] 0248-76-2832 [ＦＡＸ] 0248-76-2870 

＊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。 

ホームページ http://www.aramakikensetsu.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

「一緒にいること」にこだわったＬＤＫ中心の家づくり 
●家族が一緒に時間を過ごすゆったりリビングに重点を置いた間取りづく

りをします。 

 

家族構成にあった住まいづくり 
●コンパクトな個室と、たっぷりの収納。必要機能は盛り込みますが無駄は

少なく。 

●縁側があったら、吹抜けがあったら。 

住まいを楽しむためのプラスアルファの空間もご要望に応じてご提案い

たします。 
 

050 
住宅ネットワーク 
福島県全域 

[グループの特徴とメッセージ] 
●そのヒトに合ったモノ、その土地にあったモノをご提案しながらお客様と一緒に建物をつくりあげることが、 

私たちの仕事です。 

●長年に渡り地域の建設会社として培ってきた経験をもとに、より良質な建物の提供を目指しています。 

その思いは震災前も現在も、全く変わっておりません。このたびの震災で本県は多くの被害をうけましたが、 

まずは早く安定した生活基盤である「家」を築くことをご提案致します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

スキップフロアの趣味スペース 

明るい LDK 

ひろびろ LDK 

1階プラン例 2階プラン例 

http://www.aramakikensetsu.com/


 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 田村市船引町堀越字田島池140 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 21社（原木供給／１社、製材／１社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／３社、施工／５社、その他／９社） 価格帯 1,500～1,700万円 

代表者名 吉田正之（株式会社丸ウ吉田工務店 代表取締役社長） 価格の基準面積 82.60 ㎡ 

主な受賞歴等 ・親子シラス壁体験教室開催（年12回） 
・木工体験教室（年4） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：吉田正之 
[メール] info@green-build.co.jp  
[電話] 0247-85-3106 [ＦＡＸ] 050-3737-2624 

＊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。 

ホームページ http://www.green-build.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
パッシブ･デザイン 
●まちに開かれた家(風景・景観の造形）。 
●モノコック構造と可変設計。 
●手触りと身の丈の住まい。 
●快適な気候をつくる［パッシブ手法の駆使］。 
●建築による、冬･夏のモード転換。 
●ソフト／気象データ、日影図の利用、室温推移プログラム。 
●ハード／深い軒の出、庇、大きな木窓、緑のカーテン、外付けブラインド。
●庭屋一如設計／緑化、一坪里山、木のデッキ、雨水利用、火のある生活。
●近くの山の木を用いる。 
●家具［居場所づくり］＆照明［昼光照明の重視］を含めた計画。 
 
高品質･手ごろな価格、世代を超えて 
●構造(スケルトン)はそのままで、間仕切りや設備(インフィル)をそっくり
取り替えることができ、世代の変化に対応できる環境循環型住まいです。
 

051
ふくしま･地域と自然連環の家プロジェクト 
県北・県中 
[グループの特徴とメッセージ] 
●震災では広範囲な地域でライフラインを絶たれました。現代文明社会の脆弱さと怖さをわれわれは思い知らされました。 
●太陽の光や熱、風といった自然エネルギーを活かす省エネとパッシブデザイン。 
●福島の家びおプロダクトは、原発に頼らない「自然室温」で暮らせる家がテーマです。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯

所在地 双葉郡富岡町大字小浜字反町24番地4 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 24 社（原木供給／2 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／6社、施工／8社） 価格帯 1,700～2,300万円 

代表者名 遠藤寛和（（株）倉伸 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・受賞歴はありませんが、ふるさとの復興に向け、県産材を使い、低
価格で長期利用できる高性能住宅を、提供して行きたいと思いま
す。 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：大部富士夫 
[メール] f-obu@so-sin.co.jp
[電話] 0240-22-8055 [ＦＡＸ] 0240-22-8050 

＊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。

ホームページ 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
福島の気候風土に適した安心・安全な住まい
●夏暑く、冬寒いという福島の厳しい気象条件の中でも安心して住める
高性能で頑丈な住まいです。

●家族数・住まい方により、数多くの厳選された企画プランの中から
お選びいただきますと価格的にも節約になります。

●暮らし方にこだわった方には、完全注文住宅もあります。
●免震基礎工法（オプションですが免震装置を使わないので安価です）の
採用により、将来にわたって安心に暮らせる家を造ります。

●太陽光発電設備（オプション）を利用してエネルギーを無駄なく活かし、
家計にもやさしい家を提案しています。

052
ふるさと「ふくしまの家」復興住宅会 
県中・いわき
[グループの特徴とメッセージ] 
●ふるさと「ふくしまの家」復興住宅会は、長年にわたり地場の住まい造りに貢献してきた（株）倉伸を中心とした、
地域密着の住空間創造の専門家集団です。
●ふるさとの山々から伐り出した良質な地場産材をふんだんに使い、
経験豊富な大工や職人が伝統工法の上に最新の住宅科学を取り入れた、合理的で安全・安心な住宅を創っています。
●ふるさとの自然の厳しさと優しさを知る地元に暮らす専門家集団だからこそ創ることのできる住まいを、
そこに暮らす家族の新たなる歩みに思いを馳せ、（希望）と銘打ってお届けしたいと思います。

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

イメージパース

立面図1F 平面図 2F 平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 田村市船引町今泉字田中 71 番地 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計８９社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／２社、プレカ

ット／４社、設計／１３社、施工／３８社、その他／２８社） 
価格帯 1,500 万円 

代表者名 武藤 武（株式会社武藤工務店 代表取締役） 価格の基準面積 100.20 ㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 12 年度田村市船引町建築賞受賞 
・田村市住宅研究会員にて活動 
・第 6 回「真の日本の住まい」提案競技林野庁長官賞受賞 

価格に含まれない 

項目 
屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 

担当：武藤 武 
[メール] tms384@mutoh-kt.co.jp 
[電話] 0247-82-4101 [ＦＡＸ] 0247-82-0772 

＊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。 

ホームページ http://www.mutoh-kt.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

大地に根ざした新興住宅 
●復興ではない、新興の住宅です。それは過去とは異なる新しい状況がここ

には発生しているからです。空気の流れを取捨選択して生活が行われる、

省エネ耐汚染住宅をここに実現します。 
●Air-light Well（空気と光の井戸） 

 ・安全な環境：清浄空気とうららかな太陽光。 

 ・価格の安定：均一骨組と均一皮膜による価格追求。 

 ・耐震・耐風・耐水：軽く、強靱な体躯を持つ巨人。 

 

福島らしさの家づくり 
●断熱・耐震性能を高めるために、外周表面積が最も少ない正方形の形をと

った。図らずも阿武隈山系の民家にみられる特徴的な屋根形状を継承した

デザインとなった。夏涼しく、冬暖かい、風通しの調整が可能な光溢れる

住環境をつくります。 
 

053 
ふるさと福島復興プロジェクトチーム 
県中・相双・いわき 

[グループの特徴とメッセージ] 
●１００年安定して住み続けられる家！地域に根ざす祭りのようにわくわくする家！ 

次世代につながって行く家！そんな思いで名づけた「みらいの家“祭”」。 

●「ふるさと福島復興プロジェクトチーム」は、地産地消を基本とし地域経済の活性化を促すため、 

住宅建設に関わる県中地区の専門事業者約８０社が、被災した方々と共に単なる家づくりではなく、 

皆さまの地域づくりそして街づくりのために結集した集団です。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

外観イメージ 

平面図 プランのバリエーション 断面図 

室内イメージ 

mailto:tms384@mutoh-kt.co.jp
http://www.mutoh-kt.co.jp/


 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯

所在地 福島県田村郡三春町大字富沢字楢梨池頭66 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３４社（原木供給／２社、製材／３社、建材流通／４社、プレカ
ット／１社、設計／３社、施工／１０社、その他／１１社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 佐久間　信一（有限会社サワケン住宅） 価格の基準面積 92.74 ㎡ 

主な受賞歴等 
・木のいえ整備促進事業（長期優良住宅）実績１７棟 
・昭和 62年、内閣総理大臣賞受賞（住居及び居住環境の改善向上に
寄与した事による受賞） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、各種申請費、諸手続費用 

連絡窓口 
佐久間　信一
[メール] sawaken@abelia.ocn.ne.jp
[電話] 0247-62-3175 [ＦＡＸ] 0247-62-3193

＊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。

ホームページ 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
 
 

家族との時間を持てるよう
家事効率の良い、
家族の気配を感じられる間取り
●家族でくつろげるリビングダイニング。
●リビング階段。
●家族との会話を楽しめるセンターキッチン。
●効率よく家事ができる水廻り配置。
●たっぷり収納できるシューズクローク。
●自由に間仕切れる２階フロア。

054
三春町住宅研究会 
県北・県中・県南・いわき
[グループの特徴とメッセージ] 
●当団体は、昭和５８年度の地域住宅策定の際に設立され、現在も地域住宅策定の研究活動を継続しております。
●また、阪神淡路大震災では支援活動の経験もあり、この度の仮設住宅建設、設計監理の実績もあります。
●今後、これらの経験を活かし、地元の大工職人や工務店が結集し、地元のネットワークを活用して、
地域の資材を活用する地域の気候風土に合った家づくりを実施してまいります。

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

「春陽いえ」外観イメージ 

「春陽いえ」1階 平面図 「春陽いえ」2階 平面図

地域に溶け込む和風切妻の家
●地域によって特徴の異なる県内のどの地域に
も比較的違和感なく溶け込めるように、和風切
妻のシンプルな外観としました。

復興住宅にあった発展可能な住まいづくり
●１階のリビングは、南・西・北の三方に増築が可能な間取りです。
●２階はフレキシブルに間仕切りができるように計画しております。
●玄関は、道路の方角によって建物を回転、反転させれば間取りを
変更しなくても違和感の無い配置になっております。

「春陽いえ」内観イメージ



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 田村郡三春町字小滝18-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 27 社（原木供給／3 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／13社、その他／2社） 価格帯 1,260 万円～ 

代表者名 山田俊嗣（株式会社はしもと住宅店 代表取締役） 価格の基準面積 104.27 ㎡（小屋裏含む） 

主な受賞歴等 ・福島県応急仮設住宅建設事業（三春町） 
・「ふくしまの家」復興住宅供給システム広報団体 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、諸手続費（各種手数料等） 

連絡窓口 
担当：山田俊嗣 
[メール] hashijyu@jasmine.ocn.ne.jp  
[電話] 0247-62-2811 [ＦＡＸ] 0247-62-2899 

＊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。 

ホームページ http://www.hashijyu.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
家族団らんの暮らし 
●次の代までの暮らしを見すえた住まい。 
生活にあわせて家のかたちが変化していく。 
家は家族とともにあり、家族の歴史、 
記憶を刻み込んで行く。 
そんな、家族だんらんの暮らしをご提案します。 

055
みんなで「ふくしまの家」つくる会 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●福島県で生活再建をお考えの方、お近くの工務店が窓口となり住まいづくりのお手伝いができるよう、 
県内全域にて対応いたします。 
●私たちは、住む人にとって一番大切なことは「住み心地」だと考えております。 
「住み心地」のいい家を実現するために高断熱・高気密性能はもちろん、自然のエネルギーを有効に活用した、 
「外断熱・通気工法」と｢長期優良住宅｣を標準仕様でご提案して参ります。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

≫2LDK 
子どもの誕生。両親の訪問も増えたの
で、客間兼宿泊用の和室を追加。 

≫3LDK 
自立性を高めるために、子どもの個室
と収納、寝室を追加。 

≫4LDK 
２人の子どもに個室を設けるため
４ＬＤＫプランにリフォーム。 

1 階 

2 階 2 階 2階

和室にﾘﾌｫｰﾑ 

収納と洋室
にﾘﾌｫｰﾑ 

収納とﾄｲﾚに
ﾘﾌｫｰﾑ 

寝室にﾘﾌｫｰﾑ 

収納と洋室
にﾘﾌｫｰﾑ 

2 階平面図 

≫1LDK・ベースプラン 

家族構成の変化に応じて、進化する間取り 

間取りの進化 
●家族構成やライフスタイルの変化にあわせて、柔軟に間取りが変更できるよう考えられた進化型住宅です。床を施工してから
間仕切りをいれるので、将来のリフォームは間仕切りの施工が中心となり、コストの軽減や工期短縮につながります。 

【シミュレーション例】 
ご要望に応じて変更可能です。

1階平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 白河市中町 64番地 2 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 47 社（原木供給／1 社、製材／1 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／14社、施工／23社、その他／5社） 価格帯 1,250 万円 

代表者名 松田和久（NPO法人しらかわ建築サポートセンター） 価格の基準面積 59.62 ㎡ 

主な受賞歴等 
・伝統工法、修理方法勉強会（3回）伝統工法・左官・瓦 
・街歩き蔵ウォーク（4回） 
・不動産フェア（1回） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：堀川仁子 
[メール] npo_sas@image.ocn.ne.jp 
[電話] 0248－23－8088 [ＦＡＸ] 0248－29－8046

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
風土・景観を配慮した可愛い家づくり 
●3間（5,460）×3間（5,460）の総 2階建てのタイプです。 
床面積 59.62 ㎡（18坪）。 
このタイプを基本に、将来的な家族構成に対応できるように構造的にも
配慮した計画としました。 
●1階は水周りの集約化を図り、来客にとってもおもてなしをできる空間
を、そして2階はリビング・寝室を配置した専用空間といたしました。
●下屋部分を設置し、玄関ポーチ・屋外での団欒・物干し場などの多様な
役割を生み出し、アクティビティな活動を促します。 
 

056
地産地消ｄｅ家づくり懇談会        
復興住宅プロジェクトチーム 
県南 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは、東日本大震災以前から家づくりに関する資材、人材、資金、情報など地域で循環する仕組みづくりや、 
持続可能な家づくりを推進するため、設計者、施工者、資材生産者、金融機関、不動産等の専門家で構成された組織です。 
●避難された皆様が一日でも早く住宅再建・永住できるよう、これまでの豊富な知識と経験・実績と地域ネットワークを生かし、
しらかわ地方の歴史・景観・風土にふさわしい設計力・技術力による復興住宅をご提案いたします。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

  

1 階平面図 2 階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20 藤田建設工業（株）内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 34 社（原木供給／3 社、製材／3 社、建材流通／7 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／13社、その他／3社） 価格帯 1,050～1,500万円 

代表者名 藤田光夫（藤田建設工業（株） 代表取締役社長） 価格の基準面積 60㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：高橋幸吉 
[メール] k.takahashi@fujitakk.net 
[電話] 0247-33-2281 [ＦＡＸ] 0247-33-9461 

＊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。 

ホームページ http://www.fujitakk.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
汎用材にこだわった廉価な家づくり 
●縦、横、高さ９尺グリッドの立体構成とする、構造材を重ね梁等の4寸
（120㍉）角のみで構成させることにより、工事期間、費用を大幅に 
削減しました。 

●梁現しとし、桁までの高さも9尺とすることにより経済的な部材構成と
しました。 
 
自然素材による「ふくしま」らしい住まいづくり 
●外壁は杉板貼りと漆喰で仕上げます。 
（建設地域によっては法律により杉板不可の場合あり） 
●床板・腰板は杉板貼り、壁は漆喰等の塗り壁仕上げの自然素材を標準仕様
としています。 
●断熱は遮音や気密性の高い現場発泡吹付け断熱を標準としています。 
 
 

057
ふくしま再生提案実行集団「くらし塾 」 
県北・県中・県南・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●福島県南（東白川地方）は昔から豊富で優良な杉、檜の産地です。その八溝阿武隈山系の良質な木材を使い、 
心和む木の香豊かな家を造ります。 
●自然素材の現場発泡吹付け断熱材を工場生産し、遮音性の高い、高性能、高気密な次世代省エネ基準に適合した、 
温かな住まいを提供します。 
●1軒の家をパネル化したシステムにより、グループ工務店が分担して生産しますので、 
短い工期で均一な安定した品質の家造りをお約束します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

 
1 階 

 
2 階 
 

構造概要イメージ

畳敷きイメージ

フローリング貼りイメージ 

平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 西白河郡矢吹町東郷477-5 （株）ユニゾン内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 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） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 国島 賢（株式会社ユニゾン 代表取締役） 価格の基準面積 108.50 ㎡ 

主な受賞歴等 ・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。 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：国島 賢 
[メール] yunizon@crux.ocn.ne.jp 
[電話] 0248-44-4590 [ＦＡＸ] 0248-44-4045 

＊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。 

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

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
木にこだわった“オール真壁づくり”の家が一番の特徴 
●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。
●木は人の心をなごませ、心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。 
 
 

058
福島ふるさとのいい住宅づくり促進協議会 
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、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。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

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…。

※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。

1階平面図 
 

2 階平面図
 

真壁づくりの壁仕様 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 会津若松市神指町大字南四合字幕内西351 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３４社（原木供給／２社、製材／４社、建材流通／３社、プレカ
ット／0社、設計／３社、施工／２２社） 価格帯 1,300～1,500万円 

代表者名 鈴木長九郎（鈴木綜合建設株式会社 代表取締役会長） 価格の基準面積 130㎡ 

主な受賞歴等 ・技術向上の為に定期的な講習会や自習等を行っています。また、人
材育成の為に教育活動も実施しています。 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：間舩和弥 
[メール] e-sumai@aizu-kenchiku.org 
[電話] 0242-27-1800 [ＦＡＸ] 0242-27-1842 

＊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。 

ホームページ http://www.aizu-kenchiku.org/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
木材にこだわった家づくり 
●木材は会津杉を中心に地元産・県産材をふんだんに使用し、自然素材の
心地よさ、木のぬくもり、四季を肌で感じながら快適に暮らせる家づくり
となっています。 

●和室を1室以上設け風通しを考慮した家づくりですので、障子を通す柔ら
かな光と和紙が織りなす空間は心の温もりや安らぎを与えてくれます。
 
地域や景観にあった心通う家づくり 
●建築主の個性を表現する自由設計を基本とし、立地条件や地域性を考慮
して、暮らしやすくメンテナンス性にも優れた住まいを実現します。 

●地域の町並みとの調和、風や光等の自然エネルギーを効率よく取入れ、
自然環境への配慮と省エネルギーへも対応します。 

●長期優良住宅へも柔軟に対応可能です。 
 

059
会津の家推進協議会 ～縁

えにし

を百年の安心へ～ 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●会津の地に根をはり、長年にわたり地域の皆様と共に歩んできた地域の工務店を主体とした団体です。 
●木材から設備に至る「家づくり各分野のプロ」が密接に連携し、福島の復興に向けて全力で取り組みます。 
●地元産・県産材をふんだんに利用した木の家は、天然木の持つ優れた調湿機能があり、 
四季を問わず快適に暮らせる家となります。手刻みによる大工技術の粋をつくした家づくりも可能です。 
●「会津で育った木」「会津が守る伝統の技」「会津を愛する住宅の匠」が、 
復興に向けた新たな暮らしをしっかりとサポートします。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1F 2F 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 会津若松市白虎町196 （株）創ライフ研究室内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 16 社（原木供給／1 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／3社、その他／2社） 価格帯 1,500 万円 

代表者名 鈴木 光（株式会社創ライフ研究室 代表取締役） 価格の基準面積 119㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 10年 会津若松美しい景観をつくる賞 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：五十嵐智一 
[メール] solife@kind.ocn.jp  
[電話] 0241-27-3530 [ＦＡＸ] 0241-27-3529 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
安心安全にこだわったシンプルな家づくり 
●コアの住まい‥住居スペースの中央(コア)に階段等を配置した、 
極めてシンプルな空間構成です。構成する軸組は、 
地域の伝統構法を取り入れた耐震性を備えた住空間とします。 
・標準タイプ：外周5.5 間×4間 コアグリット1.5 間×1間 
（一部吹抜けは、将来の増築対応） 
・参考事例：外周4間×4間 コアグリット1間×1間 等組み合わせ可能
※コア：核、建物の中央部 

 
どのような接道位置にもあった自由な住まいづくり 
●コア部分に階段を配置することにより、 
東西南北いずれのアプローチでも対応した自由なプランを可能とします。
（住空間イメージ図） 

●内部間仕切りは、増改築がしやすいようにします。（二次的な間仕切り）
 

060
会津無垢の会 
福島県全域（会津地方を中心に） 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは、設計・施工・木材・流通等に携わる者で構成されたグループで、設計事務所が主体となった任意団体でございます。
●コアの住まいは、「住みよい住まい」…それは永遠のテーマです。 
●人は、それぞれ違った価値観を持ち、それは時代と共に、また年齢と共に変化していきます。価値観に合わせて創造でき、 
変化に合わせてどのようにでも改造できます。…こうしたことに応えられる住まいをテーマに計画したものであります。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

2F

1F
標準タイプ 

参考事例 住空間イメージ図 

2F

1F



 

 

  

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 会津若松市神指町南四合字幕内西351 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計２７社（原木供給／５社、製材／５社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／３社、施工／１０社、その他／２社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 長谷川直也（会津木材協同組合 理事長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 20年度間伐推進中央協議会会長賞 
・平成 21年度「ふくしまの家」地域活性化支援事業により木造展示
住宅を整備 

価格に含まれない
項目 屋外設備工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：渡部一也 
[メール] aizulife＠gmail.com 
[電話] 0242-28-8424[ＦＡＸ] 0242-28-8424 

＊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。 

ホームページ http://www.aizu100sugi.com    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
会津｢き｣組の家 
●地域の材木と地元の職人による、無垢の木と漆喰を使った木組の 
家づくり。ふるさとの美しい街並みと風景をつくります。 

●太い梁と柱で組上げて丈夫な家をつくります。民家に学んだ貫構造の 
壁を、バランスよく配置して、巨大地震から住まいを守ります。 

●内壁は間取りの変更ができるよう配置。移築も増改築も可能です。 
●材木の規格から考えた架構で素材を無駄なく使い、工事費を節約します。
●真壁構造という日本家屋の造りは、木が呼吸する自然な構造です。力の
流れも一目瞭然、安心の家づくりです。 

●素材の流通や手間まで、すべてを透明にした、公正な価格の家づくりです。
●日本人が美しいと感じる、伝統的な民家のプロポーションです。ふるくて
あたらしい、あきのこないデザインが長く愛される秘訣です。 
●断熱は充分にすると同時に、自然な空気の流れを大切にします。 
 

061
会津産木材供給連絡会 
県中・会津 
[グループの特徴とメッセージ] 
●木組の家づくりは、日本の伝統的な家づくりの技術を活かしながら、ふるさとの山を守り、美しい町並みをつくる仕組みです。
●地域のグループでつくる供給体制のもと、丈夫な架構を持ち、粘り強く、耐震性・耐久性の高い、 
長期優良住宅にも対応した「木組の家」を提供します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面図 

2 階平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 会津若松市町北町始字宮前29-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 20 社（原木供給／3 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／3社、その他／4社） 価格帯 1,000～2,000万円 

代表者名 齋藤一栄（株式会社丸正 住宅事業部長） 価格の基準面積 80㎡～150㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 22年長期優良住宅先導事業採択（実績2棟） 
・IAU型免震住宅指定施工店 
・資金セミナー開催（年4回） 

価格に含まれない
項目 

屋外給排水工事費、冷房暖房機器費、外構工事費、銀行借入諸費用、登
記費用、消費税 

連絡窓口 
担当：山田美智子 
[メール] yamada@marushonetwork.jp 
[電話] 0242-24-8430 [ＦＡＸ] 0242-24-8460 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
いかに光熱費を削減するか 
●本当の住居費とは、住宅取得費＋水光熱費＋メンテナンス費＋税金等を
合計した費用だと、わたしたちは考えます。住宅取得費の次に大きな負担
となる光熱費を削減し負担を軽減。削減した光熱費を住宅取得費に還元
すれば、住居費の負担は更に軽減することができると考えます。 

●光熱費が削減できることは、世界の環境問題にも貢献することができ、
尚且つ、太陽光発電システムを導入すれば、限りなくゼロエネルギ－住宅
に近づけることも可能になります。 

●削減光熱費で住居費を削減し、自給自足のエネルギ－住宅を目指す 
住まい。それが、「削減光熱費で建てる家」です。 
 
北海道Ⅰ地域基準のトップランナ－住宅 
●次世代省ｴﾈ基準Ⅱ地域をはるかに上回る住宅性能をもち、標準仕様で 
エコポイントやフラット35Sエコが適用できます。 
 

062
がんばろう福島              
ロイヤルスマ－トハウスプロジェクト 
県中・会津 
[グループの特徴とメッセージ] 
●生産供給する住宅の特徴としては、「削減光熱費で建てる家」をテ－マに、高い住宅性能を標準仕様に設定し、 
住宅取得費の次に負担が多い光熱費を削減します。 
●住宅の高性能化によって削減した光熱費やHEMS（ホ－ムエネルギ－マネジメントシステム）等の 
活用により住居費を軽減させ、お客様のご負担を最小限にとどめます。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 会津若松市天神町23-21 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計１８社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／３社、プレカ
ット／１社、設計／１社、施工／７社、その他／２社） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 神田秀雄（伸和住宅株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 119㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23年度長期優良住宅認定（実績１３棟） 
・平成 22年度県建築士会・ふくしま住宅コンクール特別賞受賞 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：神田桂子 
[メール] aizu@shinwanet.jp 
[電話] 0242-29-7745 [ＦＡＸ] 0242-28-5090 

＊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。 

ホームページ http://www.shinwanet.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
自然冷暖にこだわった環境共生住宅 
●自然の恵みを最大限に生かした地中熱利用換気システム採用住宅。 
・夏、冷んやりした地中の冷気 
・冬、ほんのり暖かい地中の暖気 
四季折々の浄化した快適な自然空調を部屋中至る所にエアサイクルした
画期的な自然冷暖房空調の家です。 

 
多雪地域の雪降ろし負担軽減を考慮した家 
●会津地域内にこの方式の融雪タイプ住宅を複数施工しましたが、この事例
は豪雪地の会津只見町での施工です。 
●間取りの関係で下屋部分と陸屋根部分(融雪部分)とになってしまいまし
たが、降雪中を見ますと、陸屋根部分の方が下屋部分より積雪量が少なく
なっています。自然の地中熱融雪システムが効果を発揮しています。 
 

063
地中熱を活かしたエコな家を造る会 
県中・会津 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当会は地中熱を活かした家を地域型復興住宅の１つに提案します。 
●地中熱を２４時間換気システムに採用することで、省エネで冷暖房費の削減ができ、 
 又空気の浄化機能により室内環境汚染が回避できます。 
●更に換気システムとは別に地中熱を屋根の融雪に利用することで、隣家への降雪の心配や雪降ろしの必要がなく、 
狭小地対策の他、雪降ろし負担の軽減が計れ、光熱費は一切かかりません。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

地中熱利用 エアサイクル住宅 地中熱利用無落雪住宅



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 会津若松市門田町面川根岸 555 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 34 社（原木供給／1 社、製材／2 社、建材流通／3 社、プレカッ

ト／1社、設計／4社、施工／10 社、その他／13 社） 
価格帯 1,200 万円～ 

代表者名 相原清司（ばんだい東洋建設株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 88 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23 年第二次応急仮設住宅建設事業８６戸建設 
価格に含まれない

項目 
屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 

担当：村上博之 
[メール] h-murakami@toyo-aizu.co.jp 
[電話] 0242-27-4510 [ＦＡＸ] 0242-27-2300 

＊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。 

ホームページ http://www.toyo-aizu.co.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

住む人を生かす家づくり 

●家を建てる人それぞれが違う思いであるように、住む人の個性を生かした

家づくりをします。 

●地域の木材を使って、その地域の気候風土に合った家づくりをします。

●自然素材を使用し、住む人の健康や、環境を意識した家づくりをします。

 

住む人に合わせた住まいづくり 

●家族の状況に合わせて、間仕切りや増改築が可能な住まい。 

●家族団欒のためのコミュニケーションが取れるオープンなスタイルの 

住まい。 

●狭小地など、敷地状況に合わせた建物（3階建て等）に対応できる住まい。

●毎日の生活で、自然を満喫できる住まい。 

064
「福郷（ふくさと）をつくる会」 
県中・会津 

[グループの特徴とメッセージ] 
●私たち「福郷（ふくさと）をつくる会」は、会津若松を中心とした、本来の福島らしい故郷を復興させるために、 

又、新しい土地にて未来へ向かってのこれからの故郷づくりの担い手になろうと、 

震災以降に結成された任意団体であります。 

●これからの福島の未来の為に、地域に根差したふるさとづくりを住まい手とともに、共生できることを望んでおります。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

  
 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市香久池1-8-6（郡山ｻｯｼｾﾝﾀｰ内） 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 38 社（原木供給／2 社、製材／2 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／3社、設計／10社、施工／13社、その他／4社） 価格帯 1,380 万円～ 

代表者名 廣瀬 茂（有限会社廣創建設工業） 価格の基準面積 132.48 ㎡ 

主な受賞歴等 
・情報交換セミナー開催（年12回） 
・「ふくしまの家」復興住宅供給システムプロポーザルで、広報対象
団体に選定 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：北澤 秀智 
[メール] kitazawa@fukoku-net.co.jp 
[電話] 024-922-9002 [ＦＡＸ] 024-932-3210 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
充分な生活環境をローコストで提供するシステム 
●建物を中央にある４本の通し大黒柱で支えることにより、耐震性を十分に
補いながら間取りを自由に変えられます。 
●これにより、梁等の高さを規格化できる為、木材のストックを可能にし、
工期短縮につながりスピードと安定供給が必要な復興住宅の基本 
コンセプトとしています。 

 
将来性を考えた可変性の高い設計 
●小さな子供のいる世帯であれば１階だけで生活ができるように 
考えました。 
●２階を未完成の状態にすることで、建設費をおさえています。 
増築しないで様々な家族構成に対応できるようにしました。 
 

065
福島優良住宅建設協会 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●福島優良住宅建設協会は、会員が連携協力し技術・技能の向上、労働安全の推進に勤めています。 
●優良住宅建設推進を通し、住宅資産向上を図ることにより、社会貢献に寄与することを目的とする、 
福島県で長年信頼を得てきた工務店の集まりです。 
●当協会は、ほぼ県内全域に会員がいます。被災者の心情、地域の風土や特性を理解している地元の工務店が中心となり、 
会員が広域に連携して復興住宅を建設することが可能です。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

１階（20.0 坪） 
各種プランを豊富にご用意しております。

２階【利用例】（20.0 坪）
４間×５間と満足なスペース。 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 耶麻郡猪苗代町字沼田3957番地 主な構造・工法 丸太組構法､木造軸組工法 

グループ構成 合計８社（原木供給／１社、製材／１社、建材流通／0社、プレカッ
ト／0社、設計／３社、施工／３社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 山口一男（株式会社山口設計 代表取締役社長） 価格の基準面積 68～84㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23年度 住宅性能評価で住宅完了（実績４棟） 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：山口一男 
[メール] archi@yamaguchi.email.ne.jp 
[電話] 0242-62-4310 [ＦＡＸ] 0242-62-4381 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
暖らんにこだわった明るい家づくり 
●廊下を設けず風通しを良くし、冬のヒートショックを防止し、 
コミュニケーションが弾む家づくりに努めます。 
 
寒冷地にあった快適な住まいづくり 
●床・壁・天井・開口部の断熱化、深夜電力を利用したエコキュートによる
暖房。そして、外部植栽はどうでしょうか。 
 
大雪に長年耐えた木材による家づくり 
●会津地域の山々から供給される木材をＪＡＳ認定工場より一等材として
調達し、設計事務所３者と工務店グループ３者により、施主の満足度を
高めます。 
 

066
もくもく猪苗代 
県中・会津 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループは、丸太組構法を得意としている者と従来からの在来軸組工法を長年にわたり得意とし、 
地域から評価を得て活動している集団であります。 
●代表者は、民間建築は勿論、国・県・市町村・独立行政法人等の設計や工事監理業務を各地で行っています。 
他の２者の設計事務所とは、設計監理共同企業体を組織し、公共の住宅を担当しました。 
●製材業者は３代目、施工業者は各々２代目で、特に給排水・衛生設備工事は、 
住まいの中で最もハイレベルを求められますが、その工事を担当する者がグループの中に入っています。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

１階平面図 ２階平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687 主な構造・工法 板倉構法 

グループ構成 合計 74 社（原木供給／4 社、製材／5 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／7社、施工／9社、その他／45社） 価格帯 1,500 万円程度 

代表者名 佐久間源一郎（佐久間建設工業株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・国土交通省「地域材木造住宅振興事業」採択 
・福島県林業研究グループ等活動発表会県知事賞受賞 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：金親丈史 
[メール] iorikurabu@gmail.com 
[電話] 080-1668-9643 [ＦＡＸ] 0241-42-7177 

＊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。 

ホームページ http:// sub.ms.hmk-temp.com/index.html  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
●日本の民家の形である「土間」「板の間」「座敷」を基本的な間取りとし、
風が通り抜ける家とします。 
●深い庇は、風雨から建物を守ると同時に、日差しを調整することで、 
良好な室内環境をもたらします。 

●近隣とのコミュニティを育む場として設けられた縁側や土間空間は、 
住まいの温熱環境向上にも一役かっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●生活を長期にわたってサポートするワンストップ 
窓口である「ＩＯＲＩ生活サポートセンター」を 
開設することで、住まい手のライフスタイルを 
一緒にデザインし、住まい手の意向が十分反映された 
住まいづくりを心掛ける。 

●アフターサービスとして、暮らしを支える 
様々な課題をＩＯＲＩ俱楽部が連携している専門家 
と共に解決できる体制づくりを目指します。 

067
ＩＯＲＩ倶楽部 
会津（会津若松 ・喜多方）・県中（郡山）・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●ＩＯＲＩ倶楽部は、地域に根差した住まいづくりと住まい手の生活を応援する専門家集団です。 
●生活に纏わる様々な課題に対して、多様な役割を担う人々と連携を図りながら、 
地域材の有効利用と伝統的な技術に熟達した職人の手によって、しっかりとした木組みの住まいを提供いたします。 
 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

■日本の伝統的な民家の「土間」「板間」「座敷」を基本とした間取り 

■IORI 生活を支える連携体制



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 南会津郡南会津町田島字宮本東47-1 主な構造・工法 木造軸組在来工法 

グループ構成 合計 22 社（原木供給／1 社、製材／2 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／0社、設計／3社、施工／11社、その他／4社） 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 星 聖司（株式会社丸惣建設 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・地域住宅計画[HOPE 計画] 
・木工教室（５回） 
・建築相談会（３回） 

価格に含まれない
項目 屋外設備工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：星 聖司 
[メール] spun7xv9@oasis.ocn.ne.jp 
[電話] 0241-62-0513 [ＦＡＸ] 0241-64-5370 

＊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。 

ホームページ http://nanzan-takumi.org   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域材にこだわった住む人の健康に配慮した家づくり 
●南山杉の家（モデルハウス）は、４つのコンセプト 
1．地場産材である「南山杉」をふんだんに使用した木造住宅 
2．金物を極力使わず伝統工法を活かした木造住宅 
3．四季を通じて南会津町の良さを感じることが出来る木造住宅 
4．シックハウス等の基となる化学物質を排除した健康木造住宅 
●規格材にこだわらず、南会津にふさわしい大きさの南山杉を使用
し、伝統工法を熟知した職人の手刻みによって作られた柱や梁を
たくみに組みあげて建てられています。 
●使用する資材や施工方法についても、独自の仕様書をもとに、 
健康で安心な住宅づくりをしています。 

068
NPO法人南山匠の会 
会津・南会津 
[グループの特徴とメッセージ] 
●南山匠の会は、南会津を中心に、地場で育った杉（南山杉）や松などの無垢材を使い、 
木と木を匠に組み合わせて建てる、地域に伝わる伝統工法（在来工法）を身につけたグループ内の職人が、 
木を見ながら手刻みにより丁寧に仕上げていく昔ながらの家づくりを行っています。 
●また、化学物質を含まない自然素材の建材を使用し、住む人に健康で安全な住宅を提供しています。 
●南会津町に『南山杉の家』（モデルハウス）を建設し常時公開していますので、一度ご見学ください。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

１階平面図 2 階平面図 



 

 

   

 

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 南会津郡南会津町田島字本町甲3886 大桃建設工業内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計２３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／7社、その他／4社） 価格帯 1,250 万～1,400万円 

代表者名 大桃一浩（株式会社大桃建設工業 代表取締役） 価格の基準面積 90㎡ 

主な受賞歴等 
・県内各地で地域貢献活動の実施 
・地域における復興協議会への参加 
・応急木造仮設住宅の建設 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：大桃一浩 
[メール] kz-omomo@rmail.plala.or.jp  
[電話] 0241-62-0020 [ＦＡＸ] 0241-62-0282 

＊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。 

ホームページ http://www.fukushima-aba.or.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
風土を生かし人と一緒に成長・更新する家 
●ふるさとに住む 
ふるさと福島の気候風土に根ざし、 
環境に負荷を与えない自然とともに生活できる家。 
●家族の成長と一緒に成長・更新する 
長年に渡り豊かに生活でき、成長に合わせて効率よく、 
増改築・改修ができる家。親から子へ、子から孫へ成長・更新する家。
●復興のお手伝い 
維持管理が容易で実用性の高い、シンプルな外観・間取りの 
ローコストな家。 
●木のいえ（ぼくのいえ） 
県産材、国産材利用の在来工法で造り、 
住み続けることで味わい深まる木のいえ（ぼくのいえ）。 
  

069
福島県建築士会青年委員会復興住宅     
プロジェクトチーム 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●社団法人福島県建築士会に属する県内各青年委員会（青年部）のメンバー（設計・工務店・林業・木材関係・各種の職人など）
とその連携会社、並びにその各々の専門協力会社で構成されています。 
●「私たちの地域は私たちの手で復興していくッ！」 
をテーマに建築士会で得た知識・技術を最大に発揮し良質で安価な地域型復興住宅のお手伝いをしていきます。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面図 2 階平面図 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 南会津郡南会津町針生字小坂40‒1 主な構造・工法 丸太組工法／木造軸組工法 

グループ構成 合計 184 社（原木供給／5社、製材／17社、建材流通／22社、プ
レカット／2社、設計／16社、施工／34社、その他／88社） 価格帯 480～2,500万円 

代表者名 芳賀沼伸（株式会社芳賀沼製作 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・年間住宅設計棟数240棟(うち長期優良住宅１棟) 
・年間住宅新築建設棟数1,100棟 
・年間住宅増改築施工棟数300棟 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、諸手続費 

連絡窓口 
担当：滑田崇志 
[メール] info@haryu.co.jp 
[電話] 0241-65-1001 [ＦＡＸ] 0241-65-1002 

＊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。 

ホームページ http://www.haryu.jp/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
避難状況・被災者の立場に立った復興住宅プランの提案
●避難場所周辺に復興住宅が建設されることも予想されるため、その後の
移動等・復帰も考えられることから、移設・転用に対応したプランとする。

 
求めやすい価格 
●自力再建できるよう400万円台から住宅が施工できるようにする。 
●ログ仮設住宅の再利用、高性能で解体移築が可能な乾式構法、一室空間に
よる平面計画、コンパクト化、集合化と公共機能の付加、街並と風景。
 
近隣自治会規模の集合化を前提、小規模公共施設・店舗
等を核とした10～20棟のコミュニティ形成を目指す 
●戸建住宅としての自立を確保するが、コミュニケーションが生まれやすい
区画とする。住戸の配置によりできる大きな庭・公共スペースや復興住宅
団地における、集会所・保育所・ケアセンター等の団地特性に合わせた
提案を行う。 
 

070
福島復興再生住宅協会 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●５つの地域による展開：県内全域を5つの地域に分け、住宅建設に係る土地購入から完成引き渡しまで、 
各エリアでそれぞれの専門が対処できるようにする。福島復興再生住宅協会本部においては、標準設計プランの作成、 
各施工システム等の調整等にあたる。 
●コンストラクションマネージャーとしての役割：地元の中小建設業者が建設に参加できるように、 
福島復興再生住宅協会内の設計者、施工コアメンバーが中心となり、施工支援を行なう。 
またコスト等についても建主に対しても明確化できるようにし、施工をコントロールする。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

ログ・ベースプラン 
●ログ材に囲まれたグリットを基本
とし、プラン構成を単純化したプ
ラン。グリッドを拡張し様々な家
族構成に対応する事が可能。 
●マシンカットログにより校倉造り
のような雰囲気のある住宅。 
●内装材、外装材、構造材を兼ねる
ログ工法によりコストダウン・ 
工期短縮が可能。 

ログ・箱の家 
●短手スパンを2間に標準化し、長
さを変え、家具間仕切によって、
家族構成とコストに対応した、 
フレキシブルな一室空間。 
●ログ材を縦に使い、工場でパネル
化することによって、短期間の 
建方と解体移築を可能にした 
乾式工法。 

 
●最小限のユニットからローコスト
化を図ったプラン。 
●水廻りコアと居室を明確に分割
し、将来の増築についても容易に
する。 
●縁側的なバーゴラを設け外部公共
空間との繋がりを促すプラン。 

集合化を前提としたまちづくり 

コンパクトハウス(在来軸組工法)



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 相馬市程田字形部田２６ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計２８社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／１社、プレカ
ット／４社、設計／３社、施工／１０社、その他／６社） 価格帯 1,300～1,900万円台 

代表者名 草野清貴（草野建設株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 79～118㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23年「ふくしまの家」住宅再建促進事業採択（広報対象団体） 価格に含まれない
項目 屋外工事費、ウッドデッキを除く外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：草野清貴、草野清紀 
[メール] kusano-c@bb.soma.or.jp 
[電話] 0244-36-1666 [ＦＡＸ] 0244-36-4063 

＊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。 

ホームページ http://www.kusano-c.com/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
家族や地域がつながるウッドデッキのある家‥‥拡がる
空間 
●「環の家」を象徴するのは、県産材を使用するウッドデッキ。海に面した
相馬地方を象徴しながら、家族や地域をつなぐ「環」の庭。 
●ウッドデッキには外からのアクセスも容易で、内部の間取りもウッドデッ
キに向かって開く構成。 
 
家族構成にあわせたプランをご用意‥‥成長する住まい
●二間四方のグリットでＬ字型、コの字型を構成。 
●Ｌ字形とコの字形それぞれ２種類の２階プランで合計４種類のプラン。
 
フリースペースと家事動線の工夫 
●将来のバリアフリー、室内干し、勉強部屋等使い方自由なフリースペース。
●水廻りをまとめ、動きとコミュニケーションを考慮した動線計画。 
 
 

071
そうま復興住宅「ふくしまの家」建設グループ 
相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達のグループはほとんどが相馬市に本社を置く企業が中心となっており、 
相馬地方の風土、環境そして地盤の強度までと幅広く知りつくしている組織であります。 
●特に資金面、土地等にはスピードある相談、連絡体制をすぐにとれるのも大きなメリットであります。 
●施工面では木造経験豊富な10社で、木材は相馬地方での供給体制で、 
建材流通、プレカットは全国規模の企業とも連携しあい、よりスムーズに住宅供給のできる体制を整えています。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

  

 

 

  

コの字形プラン 

ウッドデッキ 

コの字形プラン３２坪タイプ  １階

２階 



 

 

  
長寿命化 
●深い屋根庇で形状は単純にして雨漏りさせな
いようにします。 
●外壁二重通気工法で外壁下地の外側及び内側
の通気を確保します。 

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 南相馬市原町区錦町1-1 内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 51 社（原木供給／3 社、製材／5 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／3社、設計／4社、施工／12社、その他／20社） 価格帯 980～1,350万円 

代表者名 関場 啓（関場建設株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 54～93㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：関場直隆 
[メール] naotaka@sekiba.co.jp 
[電話] 0244-25-2525 [ＦＡＸ] 0244-25-2500 

＊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。 

ホームページ http://www.sekiba.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
基本理念 
●「住まい」とは、安全に長く住み続けることができ、自然環境の中で 
上手く「暮らし」て、「人」と「人」のつながりから、楽しく健康的に 
すごしていけるものでなければなりません。 
 
真の「すまい」 
●真の長期優良住宅とは、愛着を持って長く住み継いでゆける家であり、
代々メンテナンスしてくれる地域の身近な職人が必要不可欠。 

●これまでの大きい家は、冠婚葬祭用に３間続きの間取りになっていました
が、近年は家で行うことがなくなってきました。日常利用されない部屋は
これからの新しいスタイルでは不要と考えられます。 
 
 
 

072
相双｢ふくしまの家｣をつくる夢グループ 
相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●『明日のための家』～昔の知恵を活かし 今の息吹を吹き込み 未来につなぎたい～ 
●震災により今までの生活を失った農業・漁業・その他商業などすべての皆様の生活復興のために、 
相双地域において業をなす会員が「相双の未来のために」住宅を供給いたします。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

■夏の様子

■冬の様子

放射性物質飛散を考慮し室内干土間は作業場であり交流の場である。
土間と居間を一体で使用し、土足でも室
内床としても利用可能 

寝室上部はロフトとする 53.83 ㎡



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 南相馬市原町区青葉町1-1 主な構造・工法 木造ラーメン構造 ラックジョイントシステム工法 

グループ構成 合計２８社（原木供給／３社、製材／２社、建材流通／２社、プレカ
ット／２社、設計／3社、施工／12社、その他／4社） 価格帯 850～1,400万円 

代表者名 庄司岳洋（庄司建設工業株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 46.8～83.6 ㎡ 

主な受賞歴等 ・応急仮設住宅への木材供給・各行政発注による除染作業 
・ライフラインの復旧作業・被災住宅の耐震補強工事 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：鎌田政春 
[メール] m_kamada@shojicon.co.jp 
[電話] 0244-22-1111 [ＦＡＸ] 0244-23-4391 

＊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。 

ホームページ http://www.shojicon.co.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域の気候風土に合った家づくり 
●地場産材のカラマツ集成材を構造体に、杉材を外壁に使用することで、
地域に調和した家づくりをします。 
●高断熱・高気密性能(長期優良住宅対応)をもったパッシブ型環境基本性能
の高い省エネ住宅をつくります。 
 
家族構成、ライフスタイル、将来計画 
に対応できる住まいづくり 
●木造ラーメン構造の特性を活かし、自由な間取りや、将来にむけて増改築
を可能にし、スピードのある建設を行います。 
●地域の風土、景観に調和した軒下コミュニケーション空間をもった住宅を
つくります。 
●木造住宅と調和する木製サッシによる全面開口の明るい空間を 
つくります。 
 
 

073
ふくしま復興エコハウジング 
県北・相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●高断熱・高気密性能（長期優良住宅対応）、パッシブ型環境基本性能を兼ね備えた省エネ住宅です。 
フラット３０に対応した融資を受けられます。 
●再生可能な太陽光発電による創エネを標準装備とします。 
●県内の森林組合からの原木(杉・カラマツ材)供給と、品質の確かな木製サッシや再生可能な太陽光発電を標準装備とします。 
●木造ラーメン構造ラックジョイントシステムは、自由な間取り、将来に向けての増改築も可能な工法です。 
●構造体のプレカット、壁･床材のパネル化により、建設工事期間の短縮を図り、コストダウンを実現しています。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

提案プラン（木造2階建 延床面積 82.6 ㎡（25.29 坪））

スマートエコハウス外観イメージ 

断面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 南相馬市原町区西町3-453-2  主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 29 社（原木供給／2 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／13社、その他／3社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 玉川 敬（南相馬市小高建設業建築協会 復興住宅担当） 価格の基準面積 120㎡ 

主な受賞歴等 
・～平成 23年まで長期優良住宅先導事業採択（実績5棟） 
・小高町づくり研究会 
・応急仮設住宅建設事業（200戸） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、浄化槽工事、諸手続費 

連絡窓口 
担当：玉川 敬（（有）玉川建築工業所） 
[メール] tama98@lares.dti.ne.jp 
[電話] 0244-26-8364 [ＦＡＸ] 0244-26-8365 

＊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。 

ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地元工務店による顔の見える家づくり 
●県産材を使った増改築や移築が可能な健康住宅。 
●地元での信頼信用で培われてきた技術で、品質の保証と安心安全を提供。
●部材の一元化と仕様の明快化システム化、仕様の共有化でコスト削減。
リーズナブルでスピディ、長期優良住宅の仕様の標準化と保証の提供。

●敷地造成時の除染と資材の線量確認。除染技術の提供。 
 

074
南相馬市小髙建設業建築協会 
相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●小高建設業建築協会は、南相馬市小高区に事業所を置く工務店のネットワークグループです。 
●私たちグループは、これまで hope計画、市営住宅の建設、大規模公共建築等の木工事等に協会として参加。 
●地元の復興は、「地元の企業自らが立ち上がらなければならない！」との強い思いで、復興と再建をお手伝いさせて頂きます。

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 南相馬市原町区旭町2丁目 34 モ・オフィス 203号室 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３４社（原木供給／２社、製材／２社、建材流通／３社、プレカ
ット／１社、設計／４社、施工／４社、その他／１８社） 価格帯 1,300～1,500万円 

代表者名 横山佳弘（横山建設株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：鈴木昭夫（建築部） 
[メール] suzuki@yoko-ken.co.jp 
[電話] 0244-26-9811 [ＦＡＸ] 0244-26-9812 ＊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。 
ホームページ http://www.yoko-ken.com/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
エアサイクルの家 
●自然の力を生かします 
空気が床下、壁、小屋裏の中を流れます。 
その仕組みには、自然の力を活用しています。 
夏、熱くなった屋根裏の空気を換気口から逃がし、 
床下の涼しい空気を壁内から屋根裏へと引き上げる動きは、 
い空気は上昇するという自然の原理を生かしたもの。 
機械や電気の力を借りないので、余計なエネルギーを使いません。 
●夏涼しく、冬暖かい 
夏は涼しい空気が、冬は暖かい空気が壁中を流れ、 
快適な温熱環境を"家全体"にもたらします。部屋ごとの温度差が少なく、
外気温の影響による温度変化を最少に抑えています。 

●木が長もちします 
壁内や床下の空気が自由に動くようにしているので、 
湿気は拡散して乾燥状態を保ちます。 
 
 
 

075
福島県相双地域型復興住宅建設グループ 
相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●東日本大震災で福島県相双地域では地震、津波、原発事故により、 
住み慣れた故郷から離れ、不自由な生活を強いられている方が大勢います。 
●家屋や仕事を損失された方、家族や地域がバラバラになってしまった方など被災された方が再建する住宅として、 
私たちグループは自然エネルギーを活用し、長寿命で、出来る限りコストを抑えた、 
自然体で暮らしやすく可変性を考慮した住宅を提案いたします。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

健康 
アレルギー性小児ぜん
そくの原因は住まいの
ダニやカビ。エアサイク
ルの家は育ちざかりの
子どもたちを守ります。

快適 
まわる暖気が、北側の部
屋や浴室、トイレ、床の
冷たさを追放。温度差の
ない快適な住まいをつ
くります。  

 
省エネ 

太陽熱や風を利用して、
寒さ暑さを和らげ、暖冷
房費を節約。とてもお得
です。 

長寿命 
万が一柱や土台が濡れ
ても、動く空気に触れ
て、すぐ乾く。だから木
が腐らず、住まいが長持
ちします。 

（エアサイクルの仕組み） 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市鹿島町御城字赤坂 16-6 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 20 社(原木供給／2 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカット

／3 社、設計／2 社、施工／7 社、その他／1社) 
価格帯 1,000～1,800 万円 

代表者名 鈴木正一(有限会社鈴勝建設 代表取締役社長) 価格の基準面積 100 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23 年長期優良住宅先導事業採択（実績 12 棟） 
価格に含まれない 

項目 
屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 

担当：志賀なおみ 
[メール] suzukatsu-s@kba.biglobe.ne.jp 
[電話] 0246-38-8860 [ＦＡＸ] 0246-38-8861 

＊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。 

ホームページ http://www.suzukatsu.jp/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

木造在来軸組工法と匠の家づくり 
●外国から来た観光客に聞かれました。「ニッポンの家はどこに建っていま

すか？」街にも住宅展示場にも同じ顔した国籍不明の家が並んでいます。

これが日本の家だよと外国の人に誇れる家はどこにあるのでしょうか？ 

●工業化か、手仕事か。人の住む家ぐらいは職人の手仕事で手づくりしたい。

誰もが真剣に願うところだと思います。 

●若い人に手の届く価格で本物の家を建てるのが理念です。いくら無垢の木

と職人の手仕事の家でもコストが上がっては意味がありません。毅然とし

た構造体、無駄な装飾をそぎ落とした後に残る本質。引き算の美学。心地

よい統一感のあるシンプルなデザインは美しいだけでなく省コストにも

貢献しています。 

076 
I D会 
福島県全域及び茨城県北部 

[グループの特徴とメッセージ] 
●国産の木材をふんだんに使い、木架構の美しさを生かし、 

日本の伝統的美意識と文化の奥深さを感じる新しい木造在来軸組工法の家を、 

若い人たちでも建てることのできるコストで、天然素材と職人さんたちの手仕事でおしゃれに造ることができたら、 

これからの住宅のスタンダードとして確立できるのではないだろうか。 

●木造在来軸組工法の良さと将来性をもう一度見直し、人の住む住宅ぐらいは工業化されたものでなく、 

生き生きとみずみずしい生気あふれる家がいい。素の様な考え方を持った工務店が集まった会です。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市常磐下船尾町杭出作１７０ 主な構造・工法 木造丸太組構法 

グループ構成 合計３２社(原木供給／２社、製材／２社、建材流通／２社、プレカ
ット／２社、設計／３社、施工／１２社、その他／９社) 価格帯 850～1,500万円 

代表者名 菊地守男（株式会社キクモク 代表取締役社長） 価格の基準面積 50～100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成9年集成材JAS認定取得（平成19年集成材JAS使用環境A認定取得）
・平成 20年丸太組構法外壁防火認定取得 
・平成 22年 PEFC認証取得 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、諸経費 

連絡窓口 
担当：髙部輝生 
[メール] teruo-takabe@kikumoku.jp 
[電話] 0246-43-1234 [ＦＡＸ] 0246-43-1235 ＊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。 
ホームページ http://www.cozy-l.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
心地よさを追求した快適な住まいづくり 
●壁の構造１つをとっても、通常の住宅では外壁材、断熱材、石膏ボード、
クロス等内装材で構成されるところ丸太組構法では新建材の類は１つも
ない。住むだけで環境配慮に貢献できるほか、シックハウス回避等の健康
環境、「木」本来が持つ調湿効果等による室内環境の良さから、何とも言
えないいごこちの良い生活を送れる。 
 
木を活用した環境に優しい家づくり 
●木は数ある住宅資材の中でも数少ない再生可能資源であり、それらを多用
する事により地域環境はもとより地球環境配慮にも貢献する。 
●丸太組構法はその構造材だけでも在来工法の約３倍の木材使用量があり、
更には羽柄材・仕上げ材など使用部位によりその木材を使い分ける事で地
域木材流通、県内林業の活性化に貢献する。 

077
いごこちの良い空間 
県中・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループの住宅は近年の住宅メーカーに比べ、再生可能な自然素材である木材をふんだんに使用した丸太組構法で、 
丈夫で環境にも優しい全く新しいタイプの木の住まいです。 
●当グループはお施主様の住宅に関わる各種ご相談から、構造計算・確認申請等の各許認可、施工においての基礎工事、 
付帯工事から木材・建材等の資材供給、またお引き渡し後の定期点検等に至るまで、全てグループ企業で対応が可能です。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市常磐下船尾町古内133 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 34社（原木供給／２社、製材／１社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／４社、施工／２４社、その他／１社） 価格帯 1,650 万円～ 

代表者名 大平宏之（株式会社正木屋材木店 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成22年いわき産学官ネットワーク戦略産業モデル事業採択（省CO2型いわきの家）
・平成 23年木のまち整備促進事業採択 
・イベントセミナー開催（年12回） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：大平宏之 
[メール] masakiya7@gmail.com 
[電話] 0246-43-6006 [ＦＡＸ] 0246-43-6003 ＊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。 
ホームページ http://i-ienavi.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
プランニングコンセプト 
●浜通りの気候に合う、夏と冬のバランスのとれた設計で、コンパクトなが
ら使いやすい、開放感のある空間である事。コストを抑えながら、木をた
っぷり使って心地よさの感じられる、空間にすること。耐震断熱等の基本
性能を確保する事。この３つをベースにプランニングしています。 
●家の「なか」と「そと」が自然につながり、コミュニケーションが生まれ
る仕組みを取り入れ、将来の増築にも対応しやすいプランです。 
 
いわき家ナビ復興住宅相談窓口 
●復興住宅相談窓口では、建築士3名、 
ファイナンシャルプランナー１名、 
宅地建物取引主任者１名が様々な相談にあたって 
います。メールでの相談も承っております。 
（日・祝日休み） 

078
いわき家ナビ復興住宅プロジェクト 
いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●いわき家ナビは、いわき市内及びその周辺の工務店、設計事務所の家づくり理念、実例をご紹介している 
インターネットサイトです。いわき市の正木屋材木店が運営しています。 
●地元の会社だからできる地域に根ざした家づくり、きめ細やかな仕事をご紹介しています。 
●グループで地域特性や気候風土を活かしたパッシブな家づくりに取り組んでおり、 
「次世代型いわきの家」「燃費のいい家3.9 プロジェクト」「省CO2型いわきの家」などを提案しています。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

 

 

 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市小名浜字芳浜11-68 主な構造・工法 国産材 2×4法 

グループ構成 合計 25 社（原木供給／1 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／5社、その他／11社） 価格帯 1,000～1,300万円 

代表者名 志賀正敏（株式会社木の力 代表取締役社長） 価格の基準面積 85㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：志賀正敏 
[メール] info@kinochikara.net 
[電話] 0246-38-6692 [ＦＡＸ] 0246-38-6693 ＊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。 
ホームページ http://www.kinochikara.net  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
いわきの気候にこだわった快適な家 
●小さな土地でも広く使える快適な家。 
●平屋・2階建てをパターン化し、 
 大きさ別・方位別の対応がスムーズに出来る。 
●お客様のニーズに合った暮らし方（間取り）を提案出来る。 
 
日射熱を活用した省エネ計算を実施 
●建物のエネルギー消費量を計算し、全棟で燃費比較を行う。 
●シミュレーションは、断熱性能以外に日射取得熱なども考慮し、 
いわきに適した計画を実現する。 
●太陽光システムなど、未利用エネルギー活用も積極的に提案する。 
 

079
いわき型現代民家創作チーム 
いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「新しいコンパクトの提供」をコンセプトに現代での民家を工場でパネル化した部材で 
 工期の短縮化と品質の均一化を行うことでスピード感のある復興住宅となる。 
●いわきが持つ可能性を活用するために現代民家づくりでは匠たちの知恵を活用し、 
 これまで以上の省エネで地震に強い住まいづくりを目指します。 
●地元いわきの不動産情報を、400件以上データベース化しておりますので、お気軽にご相談ください。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

[標準プラン案] 
設備ユニットや階段ユニットなどの配置により、 
規格住宅でありながら、設計の自由度は高い。 
将来、家具や間仕切りを増やすことも可能である。

工場パネルと製作状況 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市小名浜林城字下高田2-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 36社(原木供給／2社、製材／4社、建材流通／2社、プレカッ
ト／4社、設計／4社、施工／19社、その他／1社) 価格帯 1,200 万円～ 

代表者名 山野太門（（株）ダイエイ 代表取締役社長） 価格の基準面積 149㎡ 

主な受賞歴等 ・（株）ダイエイの主催によるセミナー(勉強会)を年 2～3回行ってい
る。 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：山野雅仁 
[メール] daiei-kenzai@abelia.ocn.ne.jp 
[電話] 0246‒58-2526 [ＦＡＸ] 0246‒58-6025 ＊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。 
ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
新和風住宅（代表例・右写真） 
●等級４・次世代省エネルギー適合住宅 
●基礎工事・ベタ基礎ロングパッキン工法 
●断熱材・次世代省エネ基準適合品 
●サッシ工事・高断熱ペアサッシ 
●内装工事・クロス仕上、建具・既製品（洋室） 
●水廻り・ユニットバス、システムキッチン、洗面台 
 詳しくは、お問い合わせ下さい。 
 ※代表例は、等級４・次世代省エネ基準適合住宅ですが、 
ご予算・ご要望にお応え出来る住宅を提供致します。 

 

080
いわきハート会 
福島県全域及び茨城県北部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●名称の通り、地域に根差した信頼のある工務店が、その地域に合った『工務店の造るこだわりの家』を、 
ご予算に合わせて提案・施工致します。もちろん、お施主様のご要望・こだわりも出来る限り取り入れています。 
●瑕疵保証はもとより『いわきハート会』の名の通り、ハウス・デポ・ジャパンの完成保証も備えていますので、 
安心出来る家作りを望めます。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市三和町上永井字高戸８３ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計１２社(原木供給／１社、製材／１社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／１社、施工／６社、その他／１社) 価格帯 1,000～2,000万円 

代表者名 渡辺浩充（有限会社えぼし装備 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・年２回メーカーショールームにて展示会を開催 
・セミナー年２回開催 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：渡辺浩充 
[メール] eboshi21＠peach.plala.or.jp 
[電話] 0246-68-8031 [ＦＡＸ] 0246-68-8032 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
木にこだわったエコな家づくり 
●とにかく、木にこだわりと、周りの景色にも拘りました。中には、暖炉があり、部屋全体が温まります。 
 
ご予算にあった快適な住まいづくり 
●予算に合わせて、打合せをし、納得のいく提案をいたします。 

081
えぼしハート住宅 
相双・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●えぼしハート住宅は、地場工務店がグループ一丸となり、 
環境・家庭そして家計にも優しい「エコ住宅」「スマートハウス」をご提案させて頂きます。 

●今、家を建てるなら必ず欲しい完成保証をお付けした、安心と信頼の家づくりをお約束致します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市内郷宮町鬼ケ沢100-133 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計２１社(原木供給／０社、製材／２社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／１社、施工／２社、その他／１４社) 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 矢吹良二（有限会社矢吹工務店 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・平成１９年いわき市技能功労賞受賞 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：矢吹良二 
[メール] yabuki-k@lilac.plala.or.jp 
[電話] 0246-27-2929 [ＦＡＸ] 0246-27-6527 

＊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。 

ホームページ   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地元材にこだわった頑丈な家づくり 
●地元いわき産材にこだわった家づくり        
 構造材はもちろん、壁、天井等に杉材、桧材等をふんだんに使用致します。
 
地元産材をふんだんに使用しています 
●内装材にも、ふんだんに無垢材を使います。 
 
優れた耐震性 
●今回の震災で大きな被害は皆無でした。 
●優れた断熱性能(夏涼しく、冬暖かい家作りを目指しています)太陽光発電
を搭載した省エネルギー、創エネルギー住宅。 

082
木の家でふるさといわきの復興を考える会 
いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●今回の震災、及び原発災害の被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。 
●当会では、今回の震災を受けて木の家で復興のお手伝いをさせて頂きます。 
●地元いわき市の木材をふんだんに使用しています。木のぬくもりを通して、少しでも心を癒してくれれば幸いです。 
●耐震性能、断熱性能はもちろん、太陽光発電も古くからの実績があり、 
スマートハウス等にも十分に対応できる家づくりを致します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市遠野町上遠野字若宮60-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計３４社(原木供給／２社、製材／２社、建材流通／２社、プレカ
ット／１社、設計／４社、施工／１１社、その他／１２社) 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 平子佳廣（遠野産業振興事業協同組合 理事長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 17年いわき遠野スタイル“新月”発表 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：鈴木浩二 
[メール] info@iwakitohno.jp 
[電話] 0246-74-1112 [ＦＡＸ] 0246-89-4868 

＊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。 

ホームページ http:// iwakitohno.jp/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
家族の「絆」と地域コミュニティ 
「結い」が生まれる家づくり 
●当組合の家づくりのコンセプトは古来よりあたり前に続いてきた空間、暮
らし（絆、結い、コミュニティ）を大切に、ひとがふれあう空間づくりに
あります。土間や囲炉裏、縁側などコミュニティが生まれる空間をとりい
れた家づくりをします。 
●内、外部空間に自然との隔てをなくして人と人が向き合える仕掛けをつく
ります。 
 
「ふくしまの家」こわされた故郷を 
地域力・林業の力「地産地消で…」 
●私達の住むふくしまは、豊富な森林資源を持っています。地元林業家、地
元大工、左官、建具職人等の「匠の技」を結集し、地域産材をふんだんに
使った伝統工法により、木の持つぬくもりと地域文化を、やすらぎの木の
香りと共に届けます。 

084
遠野産業振興事業協同組合 
相双・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当組合は、組合員其々の事業の発展と新事業創造による雇用の促進こそが地域の活性化につながるもの、 
という理念のもとに設立した、多業種集合の事業協同組合である。 
●相双地区は、もとより県外事業所とも強く提携し、あらゆる需要に応える組織力を準備している。 
●復興住宅に限らず、自治体からの要望を想定し地域計画・環境整備・リサイクルエネルギーの導入等に加え、 
掛かる地域の快適性と安全性を備え、持続可能型の強く豊かな住環境を創成する提案をしてまいります。 
 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

地場産材をふんだんに使った小屋組 匠が作った温もりある杉板による建具 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市小名浜岡小名字作前7-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 41 社（原木供給／2 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／3社、設計／4社、施工／21社、その他／6社） 価格帯 1,180 万円 

代表者名 多田慎一（カネハナ住材株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 82.59 ㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：多田慎一 
[メール] shinichi.tada@nice.co.jp 
[電話] 0246-54-4485 [ＦＡＸ] 0246-54-4318 

＊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。 

ホームページ http:// kanehana.jp/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
長期優良住宅の基本性能を超える住まいの 
トップランナー 
●地震に強い家として、耐震等級3を構造計算により確認します。冬暖かく
夏に涼しい住宅とするために、Ⅱ地域対応の次世代省エネルギー基準とす
ることで快適性を提供します。劣化対策と維持管理対策は共に最高等級で
ある等級3を確保します。 
 
ライフスタイルの変化に対応した進化型住宅 
●２階建て住宅の場合は外周と階段室付近に耐力壁を集中させたスケルト
ンなベースプランとすることで、他のフリーゾーンでは間仕切りが自由で
あり、お施主様のライフスタイルの変化にも柔軟に対応したリフォームが
可能です。 

085
羽ばたこう「いわきの家」を創る会 
いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●いわき市内において住宅再建を希望される皆様の相談窓口としてカネハナ住材（株）内に「住まいの相談センター」を開設し、
耐震診断・地盤診断・メンテナンス診断・住宅ローン・土地情報など住宅再建に必要な幅広いご相談に対応し、 
高品質・低価格の住宅を供給して地域の住宅関連産業の復興に貢献します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

長期優良住宅を超える性能                    ライフスタイルの変化に対応した進化型住宅 



 

 

   

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市四倉町上仁井田字南姥田8-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計２３社（原木供給／３社、製材／３社、建材流通／２社、プレカ
ット／１社、設計／６社、施工／２社、その他／６社） 価格帯 900～1,430万円 

代表者名 水野谷秀幸（株式会社ファーストホーム 代表取締役社長） 価格の基準面積 92.74 ㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 21年長期優良住宅先導事業採択（実績1棟） 
・東日本大震災における福島県応急仮設住宅建設（実績約200棟）
・建築主税金相談会（年１回） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：桜庭 学 
[メール] m.sakuraba@first-home.jp 
[電話] 0246-32-6022 [ＦＡＸ] 0246-32-7022 

＊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。 

ホームページ http://www.first-home.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
コンパクトでも多様に対応できる家 
●コンパクトな住宅で基本プラン＋ソーラーシステム等を付加できる住宅
とします。住まい手のニーズや変化に対応できる「家族共に成長できる家」
を目指します。 

●外観形状はソーラーシステム等の付加可能な形状で統一し施工性向上に
より量産効果を高めローコスト住宅を目指します。内部間取りはバリエー
ションを持たせた、改築も容易な構造とします。 
 
県産材を中心に癒し効果の高い木の香りのする住まい 
●使用木材を県産材100％とします。 
●構造材である柱、梁は県産材の杉材、土台は県産材の桧材を使用します。
●床材は県産材の杉無垢材を使用します。 

086
ファーストホーム復興住宅の会 
相双・いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●代表会社株式会社ファーストホームは長年地域に密着したビルダーとして実績があり、 
土地の販売、仲介、製材、設計、施工や住宅の建設に必要な手続きの代行を１社にて対応しております。 
●今回はそれを基本とし住宅の建設に必要と思われるすべての業種に対してさらに広がりのある連携を目指し、 
窓口の一本化により建築主の利便化の向上、資材準備や搬入の効率化、 
人的な応援体制確立により供給量及び品質の更なる向上を目指します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

平屋建て外観イメージ 

平屋建てプラン 

2 階建てプラン 

2 階建て外観イメージ 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市小名浜字東橋本40-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 21社（原木供給／１社、製材／１社、建材流通／１社、プレカ
ット／１社、設計／１社、施工／１６社） 価格帯 1,000～1,600万円 

代表者名 大友一浩(株式会社トモホーム 代表取締役社長) 価格の基準面積 110㎡ 

主な受賞歴等 ・工務店セミナー開催（年２回） 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：高橋克明、森 敏広 
[メール] takahashi-k@tomoku.net、mori-t@tomoku.net
[電話] 0246-72-1731 [ＦＡＸ] 0246-72-1735 

＊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。 

ホームページ http://www.office-web.jp/tomoku/pc/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
震災の経験を活かした、安心・安全な家づくり 
●地域材の使用による頑丈な構造、それを支える丈夫な基礎による耐震性に
優れた家づくり。 

●夏は涼しく、冬は暖かい省エネ性能に配慮した健康かつ快適な家づくり。
 
長期優良ローコスト住宅 
（ライフスタイルに合わせて成長する住まい） 
●住宅の基礎性能は長期優良住宅を標準基準採用としますが、工期の短縮と
コストを抑える観点から、はじめから全てを完成させずに、ライフスタイ
ルに合わせて成長する住まいをご提案します。 

087
ふくしま復興 絆の家を創る会 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●『ふくしま復興 絆の家』は、県内各地域で良質な住まいづくりを実践している工務店、 
設計事務所、建材・木材などを供給している企業が、思いを一つに集まり、それぞれの知識・技術を共有し、 
お施主様も含めみんなの思い（絆）がこの『ふくしま復興 絆の家』を造りあげていきます。 
●もともと住宅建設は地産地消の地場産業であり、 
私たちは地域密着の共存共栄が、地域貢献及びふくしま復興として成立つと考え、前進するグループです。 

●造り手、住まい手それぞれが笑顔でいられる家づくりを目指します。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面図 2 階平面図 



 

 

   

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市常磐関船町上関83 （株）渡辺組内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 56 社（原木供給／2 社、製材／2 社、建材流通／6 社、プレカ
ット／1社、設計／6社、施工／5社、その他／34社） 価格帯 1,460～1,600万円 

代表者名 渡辺 弘（株式会社渡辺組 代表取締役) 価格の基準面積 97.72 ㎡ 

主な受賞歴等 
・第 18回建築士会・ふくしま住宅コンクール最優秀賞： 
港の見える丘の家 
・福島県建築文化賞特別部門賞：公営住宅笠石団地 

価格に含まれない
項目 屋外設備工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：渡辺大輔（「だん」推進グループ事務局） 
[メール] daisuke-w@wacon21.co.jp 
[電話] 0246-43-2981 [ＦＡＸ] 0246-43-2985 

＊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。 

ホームページ http://www.wacon21.co.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
たった１台の暖房器具で家じゅうがあったかい 
●福島県内の次世代省エネ基準を上回る断熱性能※１と、日照と通風を考慮
した計画で、夏涼しく冬暖かい快適で経済的な暮らしを提供します。 

毎日がエコ生活 
●太陽光発電パネルを標準装備※２しており、さらに光熱費を軽減すること
ができます。 

選べる６つの基本プランとアレンジメント 
●ご高齢の世帯向けの平屋造りプランや２世帯住宅プランなど合計６つの
基本プランを準備しており、さらに、お客様のライフスタイルに合わせて
アレンジすることもできます。 

ご年配の方の一人暮らしも安心です 
●ご希望に応じて緊急通報システムを設置※３することで、万が一の体調悪
化の際、救急車の手配、ご家族や知人への連絡を行うなど、お一人暮らし
でも安心につながるサービスの提供も行います。 

088
ふくしま復興住宅「だん」推進グループ 
いわき 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「被災された方々の一日も早い生活再建を支援したい」という共通の思いの下、 
住宅建築設計の優れた技術を有する設計事務所と、 
高い技術力と豊富なノウハウを持つ県内地元建設業5 社が中心となって実現した住宅再建プロジェクトチームです。 

●地域に密着した企業の集まりだからこそ、お客様と思いを共通にして、 
細やかな気くばりと専門的なアドバイスをすることができます。 
●ふくしまの復興を目指して みんなで一緒に歩んでいきましょう！ 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

モデルプラン① 
イメージパース 

敷地状況や家族構成に合わせた 
６つの基本プランを準備 

※１ モデルプランの断熱性能を表すＱ値（熱損失係数）
は１．９以下。これは東北地方北部での次世代 
省エネ基準をクリアします。 

※２ 初期投資を抑えたいお客様のために、太陽光発電 
パネルを装備しないプランもお選びいただけます。

※３ 別途セコム（株）との契約が必要となります。 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市平下平窪字諸荷前25-3 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 30 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） 価格帯 1,500 万円～ 

代表者名 草野 坦(アキラ建設 代表) 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：小森良一 
[メール] komo.eco@viola.ocn.ne.jp 
[電話] 0246-22-4733 [ＦＡＸ] 0246-22-4743 

＊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。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
いわきの自然住宅 
●私達は土地の気候風土に適した、永続的で居心地の良い住まい作りを目指
しています。 

●そのためには家を建てるときに、まず土地の特性をよく観察することが大
切です。どの方角から太陽がのぼり、風はどのように吹いているのか。周
りの建物との関係性やその場所から見える景色、植生など、それらの特性
を生かすことで室内に柔らかく差し込む光、穏やかに動く風、室内外の植
物がもたらしてくれる様々な恩恵をうけることができます。 
 
一緒に考え、一緒に作る 
●家を作ることは、住まう人の生活を作ることでもあります。どのような暮
らし方をしたいのか、それに合わせて私達は適度な判断、知識を提案しな
がらその人らしい家を一緒に考え、一緒に創ることを心がけています。

089
復興住宅まもりすまいネットワーク 
福島県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは長年にわたり、このいわきの地域特性を生かしながら、いわきの地に根を張り、 
皆様とともに歩んできた地域工務店の任意団体です。 
●《３．１１東日本大震災》私たちの暮らしがいかに危ういものなのか、実感した人も多いかと思います。 
もう一度私たちの暮らしを見直してみませんか？ 
●新しいことではなく、昔からその土地その場所にあった知恵と材料で。 
その一歩が未来にとっての大事な一歩になるように、一緒に考えてみませんか。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面 2 階平面 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市小名浜金成字砂田6-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 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） 価格帯 1,200～1,700万円 

代表者名 小野武志（東洋建設株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 115.00 ㎡ 

主な受賞歴等 
・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） 
・エコポイント申請（実績10棟） 

価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、カーテン工事費、諸手続費他 

連絡窓口 
担当：伏見正和 
[メール] fushimi@toyokensetsu-iwaki.com 
[電話] 0246-76-1233 [ＦＡＸ] 0246-76-0774 

＊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。 

ホームページ http://toyohouse.com/index.html   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
健康にこだわった安心な家づくり 
●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。 
●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。 
●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 
●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。 
●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。 
●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。 

090
ホップエフ 21 
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し、 
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。 
●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。 

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面図 

2 階平面図 



 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 いわき市中央台飯野四丁目 2-4 内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 190 社（原木供給／8 社、製材／19 社、建材流通／20 社、プレカ

ット／13 社、設計／22 社、施工／68 社、その他／42 社） 
価格帯 1,000～1,500 万円 

代表者名 和田正光（株式会社エコ・ビレッジ 代表取締役社長） 価格の基準面積 100 ㎡ 

主な受賞歴等 
・応急仮設住宅の建設 768 戸、高齢者サポートセンター3 棟
・地域型住宅ブランド化事業採択 ・H23 国土交通大臣表彰
・H25 福島県功労者表彰（林業）

価格に含まれない 

項目 
屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 

担当：佐藤利恵 
[メール] satou@eco-vnet.com
[電話] 0246-28-0111 [ＦＡＸ] 0246-28-0116

＊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。

ホームページ

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 

●私達の住む福島県は気候・風土・文化の違いにより、浜・中・会津と

三地域に分けられています。

その中で、街並にとけ込み地域コミュニティーの一員として新しい

街づくりとなる家。

●浜・中・会津それぞれの地域の優良な工務店が皆様の家づくりと

街づくりのお手伝いをします。

●2020年には、現在の長期優良住宅や ZEH（ネットゼロエネルギー・ハウス）

が標準的な新築住宅となります。

既に、それぞれの性能基準が定められつつありますが、これらの基準を

クリアーしているのが「ふるさと再生２００年の家」です。

091 
全木協福島県協会 
福島県全域 

[グループの特徴とメッセージ]

●全木協福島県協会はＪＢＮ福島と全建総連福島の 2団体で組織され、

参加会員は、全県にまたがりその地域特性を生かした家づくりに励んでおります。

●「ふるさと再生 200年の家」は、復興の為の家づくりを単に従前の家づくりの延長線上で進めるのではなく、

新しいふるさとを作る為に、長期に渡ってしっかりと暮らしを支える事の出来る優良な家、

しかも省エネ性能の高い家づくりをめざしています。

●地域でのネットワーク作りも、積極的に行っており、地域産木材の利用等も行い、地域の自然を守る一助を果たしております。 

福島県地域型復興住宅推進協議会 
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する 

住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。 

２階建てパース ２階建てプラン 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 郡山市富久山町久保田字深田10-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 71社（原木供給／11社、製材／17社、建材流通／9社、プレ
カット／8社、設計／8社、施工／12社、その他／8社） 価格帯 1,000～1,800万円 

代表者名 清野清彦（清野トーヨー住器株式会社代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 平成 27年度地域型住宅グリーン化事業採択 価格に含まれない
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
担当：佐久間千佳子 
[メール] seinotfc_sakuma@yahoo.co.jp 
[電話] 024-943-4838 [ＦＡＸ] 024-943-5815 ＊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。 
ホームページ http://www.lixil-madolier.jp/5000133/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
夏涼しく 冬暖かい（ぬくい）家 
●2020年の省エネ基準義務化に向けて省エネ性の高い住宅を提案します。
●環境にも家族にもやさしい一年中快適な暮らし。 
 
高断熱施工による省エネ住宅 
●冷暖房費節約だけでなく、家中の温度差を小さくして、冬のヒートショッ
クや夏の熱中症対策など、健康な住環境をつくります。 
 
高効率、高性能設備機器を取り入れた省エネ住宅 
●高性能な冷暖房・換気設備、給湯配管、節湯配管、断熱浴槽、LED照明、
節水トイレ、節水水栓、太陽光発電等を取り入れ、エネルギー消費量を削
減します。 
 

092
快適住宅研究会 
県北・県中・県南・いわき・相双 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループが取り組む「ぬくい家」の特徴は、日本の気候・風土に合わせた、 
高断熱施工、高効率、高性能設備機器を取り入れた省エネ住宅です。 

●当グループは国の補助事業でもある平成２７年度グリーン化事業にも採択されました。 
●福島県は原発事故を体験しているので、省エネ意識が非常に高く、再生エネルギーへの取り組みは積極的です。 
未だに仮設住宅に住む被災者の方たちも多く、新たに住宅を建築する際には積極的に「ぬくい家」を提案、推奨していきます。

福島県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

１階平面図 
設計プラン 

２階平面図




