
＜様式 1＞

地域住宅生産者グループの基本情報 No.104

（産地）

奥羽・北上山系
５．グループ代表者の所属先

７．連絡窓口所在地
９．連絡窓口 FAX番号
１１．連絡窓口 担当者E-mail

事業者名 代表者名

 Ⅰ- 1 岩手県森林組合連合会 中崎　和久
 Ⅰ- 2 岩手県国有林材生産協同組合連合会 下山　裕司
 Ⅰ- 3 岩手県森林整備協同組合 千葉　康生
 Ⅰ- 4 株式会社　中山木材 中山　博生
 Ⅰ- 5 遠野地区国有林材生産協同組合連合会 菊池　照
 Ⅰ- 6 株志会社　柴田産業 柴田　慶二
 Ⅰ- 7 株式会社　森の寺子屋塾 髙橋　米勝

 Ⅰ- 8 有限会社　二和木材 小笠原　清貴

Ⅱ．製材

 Ⅱ- 1 株式会社　柴田木材 柴田　栄悦
 Ⅱ- 2 東北林産　株式会社 遠藤　雅彦
 Ⅱ- 3 株式会社　川辺製材所 川邊　三千年

 Ⅱ- 4 有限会社　小岩材木店 小岩　敏郎
 Ⅱ- 5 株式会社ウッデイかわい 澤田　命
 Ⅱ- 6 株式会社　鈴木製板工場 鈴木　明
 Ⅱ- 7 岩手中央森林組合 伊藤　一治
 Ⅱ- 8 石橋製材所 石橋　清 紫波郡矢巾町大字室岡７－５６－５
 Ⅱ- 9 株式会社　松田製材所 松田　大志 八幡平市野駄２１－２５５

 Ⅲ- 1 株式会社北洲建設資材事業部 村上　ひろみ

 Ⅲ- 2 株式会社　イワベニ 藤井　匠
 Ⅲ- 3 東北住建　株式会社 木村　雅美
 Ⅲ- 4 株式会社　坂田建材 河崎　東美彦 花巻市御町１６
 Ⅲ- 5 株式会社　吉田産業一関支店 千田　正志 一関市赤萩字月町１６４
 Ⅲ- 6 株式会社　キムラ 高柳　一郎 盛岡市本宮６－８－８
 Ⅲ- 7 TOTO東北販売株式会社盛岡営業所 菊池　剛
Ⅳ．プレカット
 Ⅳ- 1 株式会社　工藤材木店 工藤　俊夫
 Ⅳ- 2 株式会社　北洲建設資材事業部 村上　ひろみ

 Ⅳ- 3 北洲　マテリアル工場 村上　ひろみ 北上市和賀町後藤２－１０６－１６６
 Ⅳ- 4 けせんﾌﾟﾚｶｯﾄ事業組合 佐藤　實
 Ⅳ- 5 協同組合　ﾄｰﾊﾞﾝ・ﾃｸﾉｳｯﾄﾞ 片倉　浩彦
 Ⅳ- 6 株式会社　丸岩 岩淵　猛　

 Ⅳ- 7 株式会社　マツモト 松本　正弘

 Ⅴ- 1 大森典子設計事務所 大森　典子
 Ⅴ- 2 藤島設計室 藤島　信雄
 Ⅴ- 3 瀬川建築設計事務所 瀬川　浩一

奥州市胆沢区小山字北笹森１２８－７
Ⅴ．設計

岩手郡滝沢村滝沢字大石渡１５２１－１５
盛岡市本町通２－５－１５

盛岡市上堂１－１２－１２

宮古市川井第6地割３５

奥州市江刺区岩谷堂字袖山11-36

岩手郡雫石町寺の下４９－１

Ⅲ．建材流通

北上市北鬼柳33-70
盛岡市青山町１－１８－８

紫波郡矢幅町流通センター南３－３－１

盛岡市三ツ割２－１６－１２

盛岡市上堂３－２－１５工藤ビル
盛岡市津志田中央３－２２－３３

気仙郡住田町世田米字田谷２７－２
一関市藤沢町増沢字日当７２－１

二戸市福岡字大明神平２０－１
八幡平市平舘１１－６－１
北上市村崎野１５－３１９－８
西磐井郡平泉町平泉字柳御所２２－２

１０．連絡窓口 担当者名 八重樫　雄一 morioka@suzumasa.cc
１２．グループ構成員

所在地
Ⅰ．原木供給

盛岡市中央通３－１５－１７
盛岡市菜園１－３－６
盛岡市大沢川原２－５－３８

一関市真柴字中田６８－２

宮古市宮町4-5-19
遠野市東穀町５－４２
二戸郡一戸町鳥越字上野平１７
紫波郡紫波町上平沢字川原田７６－９

岩手郡滝沢村滝沢字後２６８－５６

６．連絡窓口（グループ又は事業者名） 岩手県中小建築業協会 盛岡市南仙北二丁目１３－１７

８．連絡窓口 電話番号 ０１９－５６５－５８５０ ０１９－５６５－５８５１

３．活用する地域材の名称・産地等
(名称） （認証制度等）

杉、赤松、カラ松 岩手県産材認証推進協議会の件産材証明

４．グループ代表者名 鈴木　正男 株式会社　鈴　正

（グループ形態）

建築業 グループ内傘下会員

２．地域型復興住宅の名称・対象地域
（地域型住宅の名称） （対象地域）

岩手住まいの家 岩手県内

１．グループの名称・結成年月・形態等

(グループの名称）　下段：フリガナ （結成年月）　西暦で記入してください。

岩手県中小建築業協会
平成６ 年 4 月

イワテケンチュウショウケンチクギョウキョウカイ

（主たる業態）



 Ⅴ- 4 吉久建築設計室 吉田　博之 盛岡市本宮１－２５－２０
 Ⅴ- 5 オリカサ建築設計事務所 折笠　和夫 北上市上野町１－２－１６
 Ⅴ- 6 株）照井設計 照井　將
 Ⅴ- 7 織田建築設計事務所 織田　克文
 Ⅴ- 8 菅原成志建築事務所 菅原　成志

Ⅵ－１ 伊藤建設　株式会社 伊藤　馨
Ⅵ－２ 北日本ホーム株式会社 今野　清一盛岡市みたけ３－３７－１９
Ⅵ－３ 株式会社　工藤技建 工藤　忠雄盛岡市上田字岩脇１－１０
Ⅵ－４ 有限会社　佐々木建設 佐々木　一夫岩手郡西根町大更２０－３６－２
Ⅵ－５ 三栄工業　株式会社 三浦　高夫岩手郡滝沢村滝沢字巣子７３６－５９
Ⅵ－６ 株式会社　鈴正 鈴木　正男盛岡市南仙北２－１３－１７
Ⅵ－７ 有限会社　平建設 井上　平助盛岡市下太田澤田７９
Ⅵ－８ 有限会社　田越工務店 田越　貞一盛岡市中屋敷町１－３３
Ⅵ－９ 株式会社　土橋工務店 大澤　健志
Ⅵ－１０ 丸中建設　有限会社 佐々木三夫
Ⅵ－１１ 株式会社　マルユーホーム内村　和夫
Ⅵ－１２ 有限会社　丸安工務店 伊藤　晴友
Ⅵ－１３ 有限会社　安東ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ安東　森男
Ⅵ－１４ 伸和ハウス　株式会社 佐藤　美智男
Ⅵ－１５ 株式会社　高儀建設 髙橋　元一
Ⅵ－１６ 有限会社　千葉工作店 千葉　隆夫
Ⅵ－１７ 株式会社　牧野産建 牧野　茂太郎

盛岡市下太田新田１７－７

北上市下江釣子１０－６３

紫波郡紫波町彦部字暮坪１９４－２
盛岡市下太田田中８６－１８

一関市大東町摺沢字荒屋敷３０-1

一関市舞川字山根１９８－２６８
一関市竹山町３－９
一関市萩荘字小萩２６－１
一関市山目町２－１６－１６

北上市北鬼柳３－８２－１
奥州市水沢区佐倉河字東広町３－５オフィス慶徳２F
奥州市胆沢区南都田字宇南田１９０－４

Ⅵ．施工

盛岡市繋字尾入野４８－６


