
登録した地域住宅生産者グループ 

 

（順不同） 

 グループ名 地域型復興住宅名 所在 

市町村 

1 福島スマートハウス推進協会 SmartEco-One 郡山市 

2 復興住宅プロジェクトチーム・伊達 復興へ限りない夢実現 伊達市 

3 ニーズ「うつくしま復興」建設グループ 「住まい・夢」 福島市 

4 FP の家ふくしま 「ら・し・く」、「包む」 福島市 

5 福島県地域リフォーム連絡会 ふくしま・絆の家 郡山市 

6 会津の家推進協議会 会津の家 
会 津 若 松

市 

7 ふくしま「元気の出る家」つくる会 ふくしま環境配慮型復興住宅 福島市 

8 ましこ住宅研究会 福興（ふっこう）の家 郡山市 

9 社団法人福島県建築士会郡山支部 ふくしまの家”絆” 郡山市 

10 いごごちの良い空間 いわきいごごちの良い空間 いわき市 

11 福島復興住宅協力会 希望の礎 福島市 

12 住み継ぐ家づくりネットワークふくしま ”福家” 郡山市 

13 復興家づくりの会ＲＴＮ サンルームのある家 郡山市 

14 “ふくしま転生”チーム ふくしま転生住宅 郡山市 

15 ふくしま共生協同組合 紡ぎの家・縁（えにし） 須賀川市 

16 チーム「人・住まいに思いやり」 復興住宅「王子の家」 郡山市 

17 いわきハート会 工務店の造るこだわりの家（いわき） いわき市 

18 ID 会 匠のすまいいわき いわき市 

19 ホップエフ 21 「ふくしまのいえ」 いわき市 

20 
ふくしまの住まいを創造するネットワー

ク「SIMOKU（しもく）」 

ふくしまの住まい 

「SIMOKU（しもく）」 
郡山市 

21 ふくしまげん木はうす ふくしまげん木はうす 福島市 

22 会津無垢の会 コアの住まい 
会 津 若 松

市 

23 地中熱を活かしたエコな家を造る会 地熱の家 
会 津 若 松

市 

24 seki 復興住宅生産グループ ふくしま希の家 福島市 

25 羽ばたこう「いわきの家」を創る会 羽ばたこう「いわきの家」 いわき市 

26 うつくしま結の会 結の家 福島市 

27 福島県住環境復興事業ネットワーク 福島県住環境復興の家 郡山市 



 グループ名 地域型復興住宅名 所在 

市町村 

28 きつつき会 ～本当の空～福幸の家 郡山市 

29 
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 
夢 de-house 白河市 

30 すてきなふくしまの家を創る会 すてきなふくしまの家 福島市 

31 ふくしま家づくり研究会 ぬくもりの家 郡山市 

32 ふるさと創建舎 ふるさと信夫のすまい 福島市 

33 ふるさと｢ふくしまの家｣復興住宅会 木造在来工法住宅希望 田村市 

34 福幸住宅を創る会 MiNoRi 郡山市 

35 復興住宅まもりすまいﾈｯﾄﾜｰｸ 復興住宅まもりすまいﾈｯﾄﾜｰｸ いわき市 

36 
ふくしま・地域と自然連環の家 

プロジェクト 
福島の家びおプロダクト 田村市 

37 木のいえネットワーク 木のいえ いわき市 

38 ジャーブネットビルダー連合福島 長期優良住宅 MEGURU 本宮市 

39 ホープフルハウスプロジェクト ホープフルハウス 福島市 

40 もくもく猪苗代 DANRANの家 猪苗代町 

41 ふくしま「あったか絆住宅」をつくる会 復興応援住宅・・・ふくしま 福島市 

42 いわき型現代民家創作チーム 
いわきの可能性を引き出す省エネ現

代民家 
いわき市 

43 福島維新「福幸の家造り」匠集団 福島維新「福幸の家造り」 福島市 

44 福島県相双地域型復興住宅建設グループ なみえ復興住宅 広野町 

45 元気なふくしま県希望の家づくりの会 元気なふくしま県希望の家 郡山市 

46 えぼしハート住宅 えぼしハート住宅 いわき市 

47 「福郷（ふくさと）をつくる会 （ふくらむ家） 
会 津 若 松

市 

48 ふくしま建築集団 真壁の家 福島市 

49 社団法人福島県建築士会福島支部 ”うつくしま”ふくしまの家 福島市 

50 そら・住まいる・リターンズ そらの家 福島市 

51 安達太良匠の会 家族と地域の再生を支える家 二本松市 

52 ふくしま家づくりネットワーク 
ふるさとの恵みで造るふくしまの家

「きなり」 
福島市 

53 
「次世代につなぐ家づくり」ネットワー

ク 
次世代につなぐ家 福島市 

54 ふくしま中央建設共同企業体 希望の家 郡山市 

55 三春町住宅研究会 春陽のいえ 三春町 

56 福島県木造技術開発協同組合 ふくもくの家 郡山市 

57 福島復興再生住宅協会 福島復興再生の家 南会津町 



 グループ名 地域型復興住宅名 所在 

市町村 

58 ふくしま森の遊学舎 遊学舎ドミノの家 郡山市 

59 
有限責任事業組合エフシーエム建築 

総合研究所 

ＣＭという仕組みでつなぐ住宅づく

り 
郡山市 

60 地球と家族を考える会 ふくしまの家ＫＵＭＩＫＯ 郡山市 

61 福島優良住宅建設協会 幸福家 
会 津 若 松

市 

62 社団法人福島県建設業協会郡山支部 ふくしまの家『芽ばえ』 郡山市 

63 みんなで「ふくしまの家」つくる会 （仮）みんなでつくる「木の家」 三春町 

64 ふるさと福島復興プロジェクトチーム みらいの家「祭」 田村市 

65 
福島ふるさとのいい住宅づくり促進協議

会 

木にこだわったオール真壁づくりの 

復興住宅 
矢吹町 

66 
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 

みんなの家・木のいえ 

（みんなのいえ・ぼくのいえ） 
南会津町 

67 ふくしま再生提案実行集団「くらし塾」 9 尺グリッド 3Ｄの家 棚倉町 

68 会津産木材供給連絡会 会津「き」組の家 
会 津 若 松

市 

69 ＩＯＲＩ倶楽部 ふくしま板倉の家 三島町 

70 ＮＰＯ法人南山匠の会 南山杉の家 南会津町 

71 
そうま復興住宅「ふくしまの家」 

建設グループ 
そうま復興住宅建設推進会 相馬市 

72 南相馬市小高建設業建築協会 相双絆プロジェクト「南相馬の家」 南相馬市 

73 相双｢ふくしまの家｣をつくる夢グループ 相双｢ふくしまの家｣ 南相馬市 

74 ふくしま復興エコハウジング スマートエコハウス 南相馬市 

75 いわき家ナビ いわき家ナビ復興住宅 いわき市 

76 
全建総連福島（福島県建設労働組合連合

会） 

ゆうゆう住宅「憩（IKOI）」 

ゆうゆう住宅「望（NOZOMI）」 
大玉村 

77 ファーストホーム復興住宅の会 『いぶきの家』 いわき市 

78 ふくしま復興住宅「だん」推進グループ ふくしま復興住宅「だん」 いわき市 

79 遠野産業振興事業協同組合 いわき遠野スタイル“新月” いわき市 

80 福島環境防災住宅研究会 夢光房の家 伊達市 

81 住宅ネットワーク 復興住宅 須賀川市 

82 復興住宅生産 福島・県中復興住宅 郡山市 

83 がんばろう福島ﾛｲﾔﾙｽﾏ-ﾄﾊｳｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 復興住宅チ－ム丸正 
会 津 若 松

市 

84 福島県県中地区住宅生産・流通ﾈｯﾄﾜｰｸ 福島・県中復興住宅 郡山市 

85 ふくしま復興絆の家を創る会 ふくしま復興絆の家を創る会 いわき市 



 グループ名 地域型復興住宅名 所在 

市町村 

86 
木の家でふるさといわきの復興を考える

会 
サンシャインいわき復興住宅チーム いわき市 

87 笑顔の家作り応援隊 福島・笑顔住宅 郡山市 

88 ウッドライフネットワーク ウッドライフ住宅 郡山市 

89 ふくしまルネッサンス カーサ・ルネッサンス 郡山市 

90 おおほり建設復興住宅プロジェクト おおほり建設復興住宅 郡山市 

91 東日本復興住宅プロジェクト福島西 復興住宅チーム福島 福島市 

92 東日本復興住宅プロジェクト福島北 復興住宅チーム福島 福島市 

93 東日本復興住宅プロジェクト福島中央 復興住宅チーム福島 福島市 

※詳細な登録名簿および構成員表は、後日協議会 HPで公表いたします。 

※所在市町村は、グループ代表者の所在市町村です。 

 

 

 


