






 

 

   

 

 
  

  

  

 

 

水廻りｽﾍﾟｰｽは固定｡ 

◎ 参考ｲﾒｰｼﾞﾌﾟﾗﾝ （水廻りｽﾍﾟｰｽ以外の間取りは自由） 

◎ 設計） 

将来､間仕切り壁を設置して２部屋へ 



 

 

   

 

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 盛岡市本町 2-8-25 内 主な構造・工法 木造軸組構造・ハイフレーム工法 

グループ構成 合計 15 社（原木供給／2 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／3社、設計／2社、施工／2社、その他／2社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 岩岡 重樹（株式会社アトム環境工学代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 21年日本ハウスオブザイヤーグランプリ受賞 
・平成 22年地域材活用木造住宅振興事業採択（実績20棟） 
・ユーザー交流会の開催（年4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 
岩岡重樹 
[メール] atom-net@po.sphere.ne.jp 
[電話] 019-625-1840 [ＦＡＸ] 019-625-1604 ＊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.ajic.co.jp 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
エネルギーの自立自給にこだわった快適な家づくり 
●寒冷な岩手では、冬の暖房エネルギーと給湯用のエネルギー需要が大き
く、光熱費は家計費の大きな負担です。 
●ユトリロ365は、化石エネルギーに依存せず、太陽熱や太陽光発電でこ
れらのエネルギーを自給する光熱費が掛からない環境エネルギー住宅で
す。 
 
岩手の気候風土にあった高耐震性の快適な住まいづくり
●日本初の実振動実験で証明された、高い耐震性能のハイブリット構造に組
み合わせた次世代省エネルギー基準適合断熱パネルは、地域の気候性を考
慮した熱計算に裏付けされたデザインにより、冬暖かく夏涼しい快適な住
環境を実現します。 
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岩手環境エネルギー住宅供給整備機構 
岩手県全地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●環境エネルギー住宅ユトリロ365は、構造強度が高い岩手県産材のカラマツ積層集成材の構造材と、 
鉄骨構造のような接合強度をもつ接合金物で構成されるハイブリット構造に、 
工場で製造される高い断熱性能の次世代省エネルギー基準適合断熱パネルを組み合わせた住宅です。 
●暖冷房や給湯用のエネルギーの過半を、太陽光発電と強制循環式太陽熱利用設備を用いて 
再生可能エネルギーで賄う環境エネルギー住宅です。 
●毎月の住宅ローンの返済が低減される、環境リースシステムもご用意しています。 

岩手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。

環境エネルギー利用住宅  写真 1 環境エネルギー利用住宅  写真２ 光熱費に負担を掛けない、高齢者に 
優しい平屋による住まい造り  写真４ 

2 世帯住宅例 
狭小地でも、必要に応じて、環境エネルギーを利用
する2世帯住宅の建築も可能です。  写真３ 



 

 

   

 

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 盛岡市本町通2-4-5 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 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／3社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 （有）盛岡設計同人 渡辺敏男 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 代表事務所受賞歴：盛岡市都市景観賞４件・東北建築賞佳作１件・ 
日本建築士会連合会２件・その他 

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 
渡辺敏男 
[メール] doujin@ictnet.ne.jp 
[電話] 019-624-2466 [ＦＡＸ] 019-624-2146 ＊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 木組み組ホームページ kigumigumi.net   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
家族の絆の家づくり 
●家は一つの空間。壁や床で仕切っていながらつながるように。家族間のほ
どほどのプライバシーを守りながら、そこに家族がいる気配を感じる家、
絆の家造りです。 
●家と庭で家庭です。空いた空間が庭ではなく、家とつながった庭、家庭づ
くりを考えましょう。 
事例：木造2階建、木造軸組＋伝統工法 （有）〈盛岡〉設計同人 
 
地域コミュニティ再生の家づくり 
●培ってきた地域社会の助け合う強い繋がりが大切であり、住まいを再建す
る財産である。地域社会に融合、隣人を大切にする開けた家造りです。
●高台移転に繋がるが旧街並みの継承と連続や促進地域の要素を生かし美
しい岩手の復興住宅を考えましょう。 
事例：木造平屋建 木造軸組＋伝統工法 佐川アトリエ設計事務所 
 
家族と住まいに優しい家づくり 
●太陽熱等の自然エネルギーを効率的に利用する事により、家族の居住空間
全体を、年間を通して開放的で健康・快適な空間とし、冷暖房費を抑える
事ができる省エネ住宅です。 
●岩手の気候特性を考慮し、住む人だけでなく、建物・地球環境にも優しい
家づくりを提案しています。 
事例：木造2階建、木造軸組 CUNA建築設計事務所 
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いわて木組み組 
沿岸はじめ岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●津波被害と地震被害が同時に発生し、沿岸部、内陸部でも建築物は被災しました。 
このため私たちは、公表されたモデルプランに、地域の歴史的な住まいの違いを考えるだけでなく、 
農業、漁業、林業、都市生活者等の生業による違う住まいを考えた標準プランを用意したいと考えています。 

●同時に、現代の住まいとして、安全で快適な環境と、家族が、子供たちが 
のびのび感性を育む豊かな空間をもつ住まいを提供することを目指します。 

●基本となる木構造は、長期優良住宅の木造在来工法に加えて、百年住宅と言われる木を木で組む歴史的な伝統工法に 
長期優良住宅性能をそなえた工法の施工体制で対応いたします。オリジナルな設計、改修設計体制も整えています。 

岩手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 盛岡市南仙北二丁目13-17 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 61 社（原木供給／8 社、製材／9 社、建材流通／7 社、プレカ
ット／7社、設計／8社、施工／22社） 価格帯 1,300～1,800万円 

代表者名 鈴木正男（株式会社鈴正代表取締役会長） 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1棟） 
・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績2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 
八重樫雄一 
[メール] morioka@suzumasa.cc 
[電話] 019-656-5850 [ＦＡＸ] 019-656-5851 ＊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://gankenkyo.jp/introduct/index.html  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
家族の顔が見える家づくり 
●１階床面積38.09 ㎡（11.5 坪） 
●１階リビングに２階への階段を設けた 
●みんなの顔が見える、 
みんなのリビングダイニングルームＬＤＫ(24.84 ㎡) 
システムバス（2.48 ㎡）洗面（2.48 ㎡） 
トイレ（1.65 ㎡）玄関ホール（4.14㎡） 
 

 

４人家族にあった住まいづくり 
●２階床面積39.74 ㎡（12.0 坪） 
●２階に個々の居室と収納スペースを確保 
●洋室 9帖（14.9 ㎡）洋室 4.5 帖（7.45 ㎡）×２ 
●ウォークインクローゼット（4.96 ㎡）階段廊下（4.14㎡） 
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岩手県中小建築業協会 
岩手県全地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達のグループは毎日まじめに、お客様の安心、安全、憩いの場となる住まい、 
そして次の世代への財産となる木造住宅を造っています。 
●時代と共に移り変わる建築技術、品質、性能の向上に対処しながら、建築業界の連携と各社の近代化を図り、 
良質な住宅を提供する事で地域社会に貢献する事を目的としています。 
●岩手県内における住宅建築に携わる中小建築業の集合体です。 

岩手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 盛岡市西見前16-26（株）あいすむ内 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／5 社、製材／8 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／6社、施工／3社） 価格帯 1,200～1,500万円～ 

代表者名 吉田 進（株式会社あいすむ代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・建築士会盛岡支部いわて高齢者障害者環境研究会として各団体と改
善方法について普及研究につとめ、研究セミナー開催（年10回）、
講師派遣等 

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 
吉田 進 
[メール] info@aisumu.com 
[電話] 019-639-6677 [ＦＡＸ] 019-656-7444 ＊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.aisumu.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
安心、安全にこだわった楽だんの家づくり 
●高齢者が安心して暮らしていくための家。柔らかな木に包まれた小さな
家。地域や、自然とつながりを大切にしたいと思います。 
●自立できる水回りの設備。介護したり、支えられたりが、さりげなくでき
る工夫や装置。手すりや、平らな床、建具の開閉のしやすさなど、ちょっ
とした日常の動作への気配りを織り込んだ思いやりの住まいをつくりた
いと考えています。 
●身近な森林の木を使い、地元の職人さんによる、いわて気質の、飾らない
けど真摯な、伝統の家づくりをしていきたいのです。 
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いわて高齢者環境研究会 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちのグループは、建築士会盛岡支部地域貢献活動サークル「いわて高齢者・障害者環境改善研究会」 
の会員建築士の有志が中心となり発足しました。 

●いままで平成12年より各行政・団体から要請をうけ、住宅無料相談・介護保険における住宅改修普及のための講師、 
高齢者・障害者住宅の改善方法の指導などの活動をしてきました。 
そのチームワークと経験を地域型復興住宅に貢献できればと思っています。 

●私たちのグループの特徴は、今までの研究及び経験を生かして、仮設住宅での高齢者にとって色々な問題があったことをふま
え、長期的には変化していく生活環境や要望を考え、シンプルなデザインの中に細やかなアイディアを盛り込んでいきます。

岩手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。

寝室からも直接トイレへ移動で
きる間取りで自立を目指す生活
をサポートします 



 

 

   

 

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 岩手住環境技術研究会 事務局内 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／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／7社） 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 会長 立花清久 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 

・平成 22年地域材活用木のいえ普及促進事業研修会 
(社)すまいまちづくりセンター連合会補助事業 

・公開セミナー開催 
・ラジオ番組活動 

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 
岩手住環境技術研究会立花 
[メール] info@iwate-jukan.com 
[電話] 019-636-1772 [ＦＡＸ] 019-636-1936 ＊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.iwate-jukan.com/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
光熱費を節約する省エネ性能 
●エネルギー消費の目安ともなる断熱・気密性能を国内トップレベルに高
め、居住性の向上と同時に、徹底した光熱費の削減、環境に負荷をかけな
いエコロジカルな住宅建築をめざします。 
 
生涯の「安心」を約束する設計 
●研究活動を通して蓄積してきたノウハウを駆使し、世代を超えて住み継が
れるユニバーサルデザインを基本に、高齢独居世帯から介護の状態まで
個々のニーズにきめ細やかに対応。 
●次の世代に継承する長寿命の住宅を提供します。 
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岩手住環境技術研究会 
岩手県 
[グループの特徴とメッセージ] 
●1986年、「住まいと健康、住まいと環境(エコロジー)との関係を軸に、 
岩手の気候風土にふさわしい住宅の在り方を考え、その普及に努めること」を目的に発足。 
●住宅業界における研究団体としては、四半世紀の歴史と実績を持つ草分け的な研究団体です。 
●国の次世代省エネルギー基準Ⅰ地域仕様(北海道レベル)を上回る性能を備えた住宅建築を旨とする地元工務店を中心に 
「気密性能が隙間相当面積0.5cm²/㎡以下、熱損失係数1.0W/㎡・K」と 
国内でも最高レベルの性能を備えた住宅の普及をめざしています。 
●顧問／岩手県立大学盛岡短期大学部・本間義規教授 

岩手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 盛岡市猪去橋場72 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／4 社、製材／7 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／2社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 舘澤良光（株式会社舘功工務店代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・快適住宅セミナー(年 1回) 
(耐震補強、オール電化、太陽光発電など) 

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 
舘澤良光 
[メール] info@tateko.co.jp 
[電話] 019-659-2200 [ＦＡＸ] 019-659-2308 

＊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.tateko.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
構造の安定性にこだわった家づくり 
●住宅で最も重要な部分は基礎です。形状はベタ基礎が基本となります。（ベ
タ基礎とは、建物地盤全体に鉄筋を配筋し、コンクリートを流し込んで造
ります。この鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているた
め地震や台風に強く、また、地面をコンクリートで覆うので白蟻や湿気を
防ぐ効果があります。） 

●壁の全体にダイライトを張ります。木造軸組工法と壁パネル工法の長所を
融合させた地震や台風、火災に強い工法です。 
 
冬は暖かく、夏は涼しい住まいづくり 
●高断熱、高気密により冬は暖かく、夏は涼しい住宅です。 
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岩手復興住宅応援団 
岩手県内全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●岩手の気候風土に合った住宅を建築します。 
●その為には、岩手県産材を多く使い、地域で製材、プレカットなどの加工をして、 
できるだけＣＯ２削減に貢献しつつ良質で価格を抑えた木造軸組工法の住宅が一番だと考えます。 

●長期にわたって利用できる基本性能を備えた「長期優良住宅」の性能を基本として、 
耐震性に優れ将来の増改築にも柔軟に対応できる成長可能な構造とし、 
省エネルギーで健康、快適に住むことができるように「人と地球にやさしい住宅」を建築します。 

岩手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 盛岡市青山１－１８－８ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 19 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／6社、その他／1社） 価格帯 1,000～2,000万円 

代表者名 藤井 匠（株式会社イワベニ代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 盛岡市都市景観賞受賞（グループ内構成員の受賞） 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 
綱取克也 
[メール] tunatori＠ik-home.co.jp 
[電話] 019-647-0155 [ＦＡＸ] 019-647-0159 

＊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.iwaveni.com/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
NEXTの「強い家」 
●大災害に動じることなく時代の変化に伴う問題に対応し、木の家の良さを
生かしつつ、現代の科学に基づいたNEXT世代の住まいを、木の優しさ
と鉄骨の強さを併せ持つ複合梁を使用し、梁や接合部の強度を高め、災害
に負けない構造性能、長く保ち続ける耐久性能、快適に過せる住環境性能、
この3つの基本性能を構造計算で確認し、皆様に供給していきます。 
●デザインは－イーハトーブのすまい－はもちろんのこと、それをベースに
した個々の住まい方に応じたプラン作り、設備・仕上げなど流通業ならで
はの、幅広い商品提案からご希望の材料を選び、我が家のスタイルを作っ
てください。 
●又、ローン減税・長期優良住宅の優遇税制・フラット35の受付相談・エ
コポイントの手続きなど資金面でのご相談もお受けいたします。 
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イワベニNEXT(ネクスト) 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●流通業を中心とした、商品の仕入れ先から販売先、加えて出資先の金融会社を含めたグループで、設計・資金相談から 
建設までの流れをスムースに進め、計画から引渡しまでの時間を短縮させることで、早期の生活復興を実現させる。 

●具体的には、1)各地域のお取引先との連携による広域な施工対応、2)多くの仕入先からの適時的確な材料確保、 
3)住宅金融専門会社による資金相談、4)加入保証会社による住宅瑕疵担保責任保険付与、 
5)パナソニック「リビングベル」住まいのアフターサポートサービスによる住まいの履歴管理、 
といった建物本体だけではなく、資金からメンテナンスまで丸ごとサポートいたします。 

岩手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 盛岡市津志田中央2丁目 8-13 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 社（原木供給／4 社、製材／7 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／2社） 価格帯 1,350 万円 

代表者名 下河原勝（株式会社ＦＰホームサービス代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 なし 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 
下河原勝 
[メール] info@fp-homes.com 
[電話] 019-614-9395 [ＦＡＸ] 019-614-9444 

＊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.fp-homes.com/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
家族一緒に暮らせる暖かみの家「談暖（だんだん）」 
●高性能グラスウール仕様。樹脂サッシと Low-E ガラスが標準仕様。 
●屋根は軽量で高耐久なガルバリウム塗装鋼板仕様。 
●建材、内装材は好きな色を組み合わせられるカラーバリエーションを 
ご用意。 

●住む人の個性を生かした自由自在のマイホームをご提案するＦＰホーム
グループの家造りを是非ご見学下さい。 
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ＦＰホームグループ 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●家造りの専門家集団として、ＦＰホームグループの設立、地元岩手の風土に合わせた木造住宅を得意とし、 
断熱・耐震・耐久性等々、毎月一度の意見交換をしながら、地元岩手への貢献を目指しております。 

●メンバーの中には、沿岸地域の出身者も多く、施工体制も十分可能です。 
●また、グループ事務局は盛岡市津志田地区ですが、平成23年 8月より宮古市に支店を開設しております。 
皆様方の住まい造りに最良のご提案をいたします。お気軽にお問合せください。 

岩手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 盛岡市本宮 5丁目 14-21 住まいづくり設計室内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 18社（製材／3社、建材流通／3社、設計／2社、施工／5社、
専門業種／5社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 小笠原浩次（住まいづくり設計室代表） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 岩手県木造耐震相談支援事業 相談員 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 
小笠原浩次 
[メール] ogswrhrtg@gmail.com 
[電話] 019-636-4436 [ＦＡＸ] 019-636-4436 

＊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]
家族の成長と地域交流の場に 
●この住宅は平成１８年４月、子供の入学と共に完成した希望に満ちた住宅
です。ご夫妻と、お姉ちゃん、１年生になる男の子の４人家族。旦那様と
奥様はアウトドアや、地域交流に積極的に参加する行動派家族。 
●独立した寝室は家族の成長を受け止め、風除室から直接入ることが出来る
多目的室と、開放して使える和室、リビングルームは交流の場になります。
 
地域型復興住宅の原点として 
●設計・監理と地域工務店との協働による直営工事として、価格を抑える
●ベタ基礎、土台パッキン、次世代省エネ、バリアフリー、筋交とパネルに
よる高耐震住宅 
●無垢のフロアと腰壁、外壁にも無垢木材のワンポイントで個性を強調 
●地域型復興住宅の規格に準拠 
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希望の住まいづくりネットワーク 
岩手県盛岡・遠野釜石・奥州花北 
[グループの特徴とメッセージ] 
●『住まい』は、暮らしを入れる器。それぞれの家族にそれぞれの暮し方があり、『住まい』の形もまた、その数だけ存在します。
●年月とともに家族は成長し暮し方も変わります。数十年、百年と住み続けたい『住宅』に求められる機能も、 
年月とともに変化していきます。 
●生活とともに変化する『住まい』の形は、住み手の主張を反映してはじめて『住宅』として形づくられます。 
●被災された皆さんの生活再建の出発点として、 
また、礎として、希望の『住まい』を形づくるお手伝いをしたいと思っています。 
私たちは、押し付けではなく、「地域の暮しといわての風土」に根ざした『住まい』の形を一緒に考えていきます。 

岩手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
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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 盛岡市月が丘一丁目29-40 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 社（原木供給／4 社、製材／7 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／1社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 久保田行雄（有限会社久保田工務店 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 
横田比左夫 
[メール] kubota@sea.plala.or.jp 
[電話] 019-641-1430 [ＦＡＸ] 019-641-4974 ＊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://homepage3.nifty.com/kubotakoumuten/inde

x.htm  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
木のぬくもりを感じる心を大切にしたい 
●「木を知る」事は、単に木材の性質や用途の知識を得ることで済まされる
程、簡単ではないと考えています。 
●建材の内、肌に触れる頻度の高い材のひとつが木材と考えていますので、
私達は実際にそれを見て、触れて、嗅いで、そして使って初めて得られる
知識こそ大事だと思います。 
●久保田工務店復興住宅生産者グループでは、「がんばれ“いわて”地域型復
興住宅」のモデル設計を参考にしつつ、お施主様のニーズを取り入れた自
由度の高いシンプルなプランづくりをいたします。 
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久保田工務店復興住宅生産者グループ 
盛岡市、及び近郊市町村 
[グループの特徴とメッセージ] 
●久保田工務店復興住宅生産者グループは、地元岩手で長年にわたり携わってきた木造住宅の生産力を 
活用していただく為に、このたびあらためて地域住宅生産者グループとして応募いたしました。 

●「小さな工事はもちろん新築・建替・リフォーム住まいのことならすべて」をモットーに営業を続けてまいりました。 
●グループスタッフ一同自信を持って、お客様のニーズにお答えいたします。 

岩手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 盛岡市永井１４－５ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 8社（原木供給／2社、製材／1社、建材流通／2社、プレカッ
ト／1社、設計／1社、施工／1社） 価格帯 1,450～1,550万円 

代表者名 猿舘伸威(大伸工業（株）代表取締役) 価格の基準面積 32坪、36坪 

主な受賞歴等 ・第 23回東日本大震災応急仮設住宅建設促進事業 
(国土交通省より感謝状) 

価格に含まれない 
項目 屋外給排水工事費、外部工事費、地盤改良費、諸手続費、消費税 

連絡窓口 
澤口勝彦 
[メール] ksawaguchi@i-daishin.co.jp 
[電話] 019-638-3251 [ＦＡＸ] 019-638-4796 

＊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.i-daishin.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
「住む人」の“憩い”にこだわったシンプルな家創り 
●一口に「憩いの家」と言っても受け取り方は人によって様々です。チーム
都南では“憩いの場”を創る為に、ベースプランをあえてシンプルにしてい
ます。 
●シンプルなベースプランだからこそ住む人に合わせた“憩い”を共に考え
ていきたいと思います。 
 
地域にあった世代をつなぐ住まいづくり 
●ご家族、ご近所の皆様との憩いは、コンパクトながらも広々としたリビン
グスペースで、その一方で家事のしやすさ、プライベート空間も確保して
います。 
●“憩い”を未来に繋ぐために、メンテナンスや増改築への対応も可能にしま
した。 
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福来(さっこら)チーム都南の家 
宮古市、山田町、大槌町、釜石市 
[グループの特徴とメッセージ] 
●グループの由来としては、今年は復興元年であり、弊社のある盛岡市都南地域から 
『常に前向きに、福を運ぶことができれば・・』という想いで結成いたしました。 

●今回ご提案する住まいは「ご近所の皆様との交流を図る」がテーマです。 
●広々としたリビング・ダイニングはすべて南向きに配置し、“憩いの場”として十分なスペースを確保しました。 
●また、将来の増改築にも対応しやすいような間取りを考え、維持管理(メンテナンス)も容易に出来るよう、 
特に水廻りへの配慮も考えております。皆様に福が来ますようお手伝いをさせていただきます。 

岩手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 盛岡市東安庭2-12-15 (株)シリウスＥＨＣ内 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／3 社、製材／2 社、建材流通／7 社、プレカ
ット／1社、設計／4社、施工／1社） 価格帯 1,350～1,700万円 

代表者名 尾形 孝（株式会社シリウスＥＨＣ 代表取締役） 価格の基準面積 119㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 23年持ち家着工ランキング第１位（実績224棟） 
・はじめの一歩セミナー開催（年１回） 
※グループ内構成員の活動内容 

価格に含まれない 
項目 外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
尾形 孝 
[メール] info@kk-siriusehc.co.jp 
[電話] 019-604-6860 [ＦＡＸ] 019-624-1314 

＊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.kk-siriusehc.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ライフスタイルに応じた家づくり 
●３６坪タイプの２階建て住宅 
●基本プランをベースとしライフスタイルや家族構成にあわせ自由設計出
来る可変可能な住宅をご提案致します。 

 
安心、安全、安価な住宅 
●安心 ⇒県内６店舗の拠点で迅速な対応 

８回の無料定期点検の実施 
●安全 ⇒全棟耐震チェックの実施 
●安価 ⇒年間２００棟超の実績が誇るコストパフォーマンス 
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シリウス新未来創造プロジェクト 
岩手県 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループの特長は何と言っても７年連続岩手県持ち家着工ランキング第１位の実績です。 
（リビング通信社「岩手県住宅月報」より) 

●長きに渡り数多くの方々からご指示頂き岩手の皆様へ住宅をご提供させて頂きました。 
この実績をもとに安心、安全、安価な復興住宅をご提案し岩手の皆様に更なる貢献をしたいと考えております。 

●また、この度の復興住宅にはお引渡し後、2ヶ月、6ヶ月、1年、2年、5年、10年、15年、20年の無料定期点検が付いて
おります。ご入居後も地域密着でご安心出来るサービスの対応を致します。どうぞ宜しくお願い致します。 

岩手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

□自由設計プラン① 

水廻り・階段は変更せず、居室を変更 

１階平面図

２階平面図 

□基本プラン 
【１階床面積 66.24 ㎡（20坪）】
【２階床面積 52.99 ㎡（16坪）】
【延べ床面積 119.24 ㎡（36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 盛岡市津志田町二丁目9番 13号 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／1 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／2社、その他／8社） 価格帯 1,500～1,950万円 

代表者名 長瀬史生（東照建設（株）代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・Ｈ23.10.10 第 23 回住生活月間における応急住宅対策への感謝
状 国土交通省住宅局長 

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 
倉部泰輔 
[メール] tosho-kk@nifty.com 
[電話] 019-637-6264 [ＦＡＸ] 019-637-6224 

＊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]
お客様のニーズに合わせた住宅を提供します 
●地域にはそれぞれ特有の精神的風土があります。これらを今で残されてき
た多くの建造物から学び、地域に根差した在来木造住宅を再興すること
を、皆様と共に目指します。 
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東照グループ 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●東日本大震災により、多くの方々の大切な生活が奪われました。一日も早い復興を願います。併せて、皆様が 
安心して生活できる環境を少しでも早く取り戻す為の手助けが出来ればと思い、東照グループを結成致しました。 

●震災直後の応急仮設住宅工事を始め、共に数々の業務をこなし続けてきたグループ構成員と連携して、 
岩手県全域の皆様の相談に迅速に対応致します。良質な県産材を使用し耐久性・耐震性を備えた質の高い住宅を提供致します。
数世代にわたり安心して使用できる住宅を、お客様と共に作ってまいります。 

●なお、建物完成後の「品確法」に基づく保証、定期点検・アフターサービスを行うことは勿論、どんな事でも気兼ねなく相談
して頂けるよう相談窓口を整え、東照グループ一丸となりやらせて頂きます。

岩手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。

Ｋ様邸新築工事完成写真 

構造パース 



 

 

   

 

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 盛岡市本宮 5丁目５番５号 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 7社（製材／2社、建材流通／2社、プレカット／1社、設計／
1社、施工／1社） 価格帯 1,400～1,600万円 

代表者名 望月郁夫（株式会社タカヤ 代表取締役社長） 価格の基準面積 115㎡ 

主な受賞歴等 

・平成 23年長期優良住宅先導事業採択（実績２棟） 
・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績２棟） 
・仮設住宅交流会（年３回） 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

価格に含まれない 
項目 外構工事費 

連絡窓口 
藤沢 康 
[メール] fujisawa@takaya-net.co.jp 
[電話] 019-658-9822 [ＦＡＸ] 019-658-8811 

＊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.conforl.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
住む方のライフスタイルにあった家づくり 
●家づくりを通して「ご家族がどのように暮らしたいか」をテーマにお打合
せをします。 
●家は、工業製品ではありません。ですから、私共からの押しつけであって
はならないと考えます。 
●ひとつひとつ異なるご家族の個性を生かせる様、テーマをご用意し、丁寧
にお打合せを重ねて参ります。まさに、オーダーメイドの家づくりです。
●県産材の仕上げ材をご家族様の好みに合わせた演出の家づくりをご提案
致します。 
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ＴＯＰＳ 
大槌町､釜石市、大船渡市、陸前高田市 
[グループの特徴とメッセージ] 
●『お施主様に本当に安全で安心な家に住んで頂きたい』をコンセプトにＴＯＰＳを結成致しました。 
それは、長期に渡り耐震性と耐久性のあるお住まいです。 

●その為に設計においては、柱と耐力壁の直下率を７０％以上の設計をします。 
直下率とは､２階の柱（耐力壁）の直下に１階の柱（耐力壁）がある割合の事を言います。この直下率が高いほど、 
構造姿勢が正しくなり、梁など他の部材への負担が減り、劣化を抑えることが出来ます。 
また、厳しく選定した素材を使う事により弱点の無くなるお住まいになります。 

●乾燥が不十分な柱では、割れや狂いが生じやすくなり、耐震性や耐久性に悪影響を及ぼします。 
柱については、県産材に含水率１５％以下と強度基準ヤング係数７０以上の柱を検査して使用します。 

岩手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。

一階平面図 二階平面図 



 

 

   

 

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 盛岡市北飯岡1-1-82 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／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2 社、設計／5 社、施工／5 社、給排水／6 社、電気／1 社、
塗装／4社） 

価格帯 980～1,500万円 

代表者名 遠藤 渡（株式会社日盛ハウジング代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 24年 岩手県住宅着工棟数238棟（岩手県第２位） 
・平成 25年 岩手県住宅着工棟数255棟（岩手県第２位） 

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 
渡邊剛志（ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｹｼ） 
[メール] palco-morioka@nissei-h.co.jp 
[電話] 019-635-0865 [ＦＡＸ] 019-635-0864 

＊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.palcohome.com/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
家事動線を考えたフル装備の家 
●岩手の子育てママに座談会を行っていただき、そこで出た要望を当社スタ
ッフがプランニングし実現しました。 
●欲しい場所にたっぷりしまえる「どこでも収納」。家事のしやすい間取り
「家事ラクラク」。 
●オール電化・注文住宅・自由設計が可能で照明器具やカーテン、暖房設備
をフル装備でご提案します。 
●キッチン、サニタリー、ペアガラスなど豪華な標準装備ですが、年間棟数
分を大量発注することにより「低価格でも品質の良い家が欲しい！」とい
うご要望にお応えしました。 
 
岩手の気候風土にあった暖かな住まいづくり 
●断熱材は発泡ウレタンで家全体をすっぽり覆うため保温性も高く、暖かい
家になります。外気は中に入れず、室内の空気も逃さないという仕組みな
ので省エネ効果も実感できます。 
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パルコホーム復興住宅グループ 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●パルコホームは岩手で生まれ、岩手の皆様に支えられて30年以上、住宅を供給させていただいております。 
●この度、パルコホームとその協力業者で、岩手県地域型復興住宅の趣旨に賛同し、参加を表明いたしました。 
●岩手県での着工棟数は毎年上位に名を連ねる施工力が自慢です。 
そのノウハウを生かして、金銭面・生活面でご負担の少ない住宅のご提案をしております。 

●また、各種ローンや返済方法、税金、登記に至るまで、一貫してお任せいただけます。 
●安心してご相談いただける経験豊富なファイナンシャルプランナーや営業・設計スタッフがお待ちしております。 

岩手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 盛岡市材木町3-5 内 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／1 社、製材／3 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／3社、その他／1社） 価格帯 1,500～2,500万円 

代表者名 株式会社番匠 代表取締役 上村浩幸 価格の基準面積 105.6 ㎡ 

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、諸手続費、地盤改良費 

連絡窓口 
小野寺優奈 
[メール] onodera@ban-show.com 
[電話] 019-606-4355 [ＦＡＸ] 019-653-5070 

＊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.ban-show.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
県産材を使用した意匠を凝らした“オンリーワン”の 
家づくり 
●白木を基調とした現代和風の住宅 
●床は柔らかい杉板、壁は体に優しい漆喰を使用しています 
●家具や、キッチンもオリジナルを選べます 
 
ライフスタイルにあった“安らぎ”と“くつろぎ”の 
住まいづくり 
●世代に受け継がれる、安心の住まい 
●古き良き物を残すこだわりのある家 
●日本の文化や趣を大事にした間取りと意匠 
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番匠会 
岩手県 

[グループの特徴とメッセージ] 
●県産材を躯体だけではなく、内装等にも活用し、より“安らぎ”と“くつろぎ”を施主様にご提供したいと考えて 
 設計、施工をしております。 
●岩手県在住の住宅デザイナー陣とも協力体制にあり、 
 “オンリーワン”の完全自由設計の住宅を得意としている一面もございます。 
●意匠や仕上げ材においても、和紙や左官を巧みに使うことにより、よりこだわりの工夫を凝らしております。 
●本来“家”とは、家族、仲間が集い楽しい癒しの空間でなければいけないと常日頃より考えております。 
 個々のライフスタイルに合わせて、住空間を創造してまいります。

岩手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 盛岡市加賀野二丁目８－１５ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 22 社（原木供給／0 社、製材／1 社、建材流通／5 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／12社、不動産／１社） 価格帯 1,９00～２,２00万円 

代表者名 東野久晃（東野建設工業株式会社代表取締役社長） 価格の基準面積 1１２㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 20年渋民小学校(都市景観賞受賞) 
・平成 19年メディフィットうすい(都市景観賞受賞) 

価格に含まれない 
項目 外構工事費、諸手続費 

連絡窓口 
村松 国明 
[メール] muramatsu@higashino-const.co.jp 
[電話] 019-653-3388 [ＦＡＸ] 019-653-3389 

＊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.higashino-const.co.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴] 
天然素材にこだわった人にやさしい住まいを目指して 
●無垢材やしっくいなどの日本古来からある材料を使い、先人達から受け継
がれてきた技と知恵で創られる、新しい『すまい』づくりを目指します。
 
いわての風土に馴染んだ生活の場を 
●岩手で８０年を超える歴史を持つ当社が、皆様の『すまい』づくりをお手
伝いします。 
●いわての風土を守り、いわての四季を見つめ続けてきた我々だからこそ、
できる提案が必ずあると考えます。 
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東野建設復興住宅支援グループ 
岩手県内全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●復興住宅といえども、安易に健康を害するような建材を使うのではなく、 
 エコで体に優しい素材も取り入れながら、顧客の健康を気遣った体に優しい住宅です。 

岩手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 



 

 

   

 

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 盛岡市みたけ4丁目４－２ 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／2 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／1社、素材生産業者／1社） 価格帯 1,512 万円～(税込) 

代表者名 村野正明（株式会社ジョイホーム代表取締役） 価格の基準面積 88.07 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 24年東日本大震災復興木のいえ整備促進事業 
（実績一棟見込み） 

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 
石郷岡繭子 
[メール] Joy.home.ishigoka@amail.plala.or.jp 
[電話] 019-646-2313 [ＦＡＸ] 019-643-2190 

＊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 www.my-joyhome.co.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ジョイキューブとは 
●「デザインされた商品住宅」という発想。 
高気密・高断熱＋オール電化が標準仕様の都市型デザイン。 
（www.my-joyhome.co.jp/） 

●外観デザインは２タイプ（BDA、MDA） 
●デザイン家具標準装備。 
（ソファ×１、リビングテーブル×１、ハイスツール×１、ラグ×１） 
※家具はいくつかのパターンより1つ選択 

●冷暖房標準装備。 
（蓄熱暖房×１、ヒートポンプ式冷暖房×２） 
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復興型ジョイキューブネットワーク 
盛岡市・花巻市・北上市含む近郊 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「デザインと性能の融合」をテーマに、快適性を実現しながらデザイン性を重視した住宅を提案します。 
●ジョイキューブはすでに商品型住宅として１０棟の実績があり、好評を得ております。 

岩手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 盛岡市城西町13-61 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／2社、大工／5組） 価格帯 1,700 万円～ 

代表者名 田頭真輝（有限会社田頭工務店代表取締役社長） 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、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
田頭真輝 
[メール] Dendoukoumuten3210@ybb.ne.jp 
[電話] 019-625-3210 [ＦＡＸ] 019-625-3211 

＊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]
断熱にこだわってエコな家づくり 
●開口部にペアガラス複合サッシを使用。 
夏の暑い熱気をカットし室内の冷気も逃がしません。冬は暖かい陽ざしは
そのままながら外の冷たい空気は遮断。ペアガラスなので、2重サッシの
ような結露の心配もいりません。（一部施工場所によっては結露を生ずる
場合もあります） 

●基礎・床・壁・天井に高性能断熱材使用で防暑防寒。 
基礎断熱 床⇒根太間断熱 壁⇒外張り断熱 天井⇒充填工法 
 
地域・風土に合った快適な家づくり 
●降雪量の少ない沿岸地域は太陽光エネルギーの活用で省エネ 
●塩害の少ない製品で屋根施工を提案 
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ホームライフ 
岩手県内 
[グループの特徴とメッセージ] 
●被災者の住宅再建に少しでもお役に立てればと発足した「ホームライフ」は 
 地元盛岡で40年の歴史を持つ工務店と創業100年の住宅資材販売会社のコラボ。 
●ながく続けているからこそわかるそれぞれの地域・生活・家族に合ったプランを提供いたします。 
●更に木材の供給に三陸沿岸の企業が加わり、住宅を建てられる方のみならず、林業の振興と被災地の活性化を目指します。 

岩手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 盛岡市菜園一丁目6番 3号 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／4 社、製材／7 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／3社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 樋下 光（樋下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  価格に含まれない 
項目 地盤改良工事費、屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
小山田秀一 
[メール] oyamada@toishita.co.jp 
[電話] 019-601-5175 [ＦＡＸ] 019-601-5199 

＊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.toishita.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
収納にこだわった住宅 

●設計、提案する際に「ストレージプラン」(※収納)をまず見てもらいます。
基本的な配置や性能を始め、今必要なスペース、今後必要になるであろう
収納スペースを、グループ内の設計士及び専門メーカー作成のもので打合
せを重ね、お客様にとって最も利便性に富んだ間取りを一緒になって作成
していきます。 
 
自然にこだわった家 

●岩手県産材を床や壁、羽目板や天井板張りとして使い、「木の家」を表現。
木を現しに出来ない部分はクロス併用で自然塗料を使った仕上げにする
事も可能にします。 
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マザーハウス「匠の会」 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●弊社は昭和7年から総合建設業を営んでおり、公共物件、民間物件に長年携わってまいりました。 
●現場及び設計監理の蓄積した技術、地域に精通している製材業者、建材業者が、復興・復旧の支援に力を注ぎ、 
 そして、暮らしたみんなに「福」が訪れるような家造りをグループ全業者一丸となり、提案・提供したいと思っております。

岩手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。

ご提案資料例 



 

 

   

 

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 盛岡市津志田中央一丁目1－31 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／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／3社、左官他／4社） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 吉田睦郎（睦建設代表） 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 
吉田由理 
[メール] mutsumi623@cronos.ocn.ne.jp 
[電話] 019-637-1050 [ＦＡＸ] 019-637-1059 

＊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]
健康にこだわった暖かな家づくり 
 
それぞれの地域・風土にあった快適・健康な 
住まいづくり 
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睦 グループ 
盛岡市近郊内陸地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●盛岡市内・近郊に拠点を置くグループ。 
●得意な住宅は在来工法で和風住宅です。 
●洋風住宅・若い人向けの住宅もできます。 
●県産材料の使用は得意とするところです。 

岩手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 盛岡市南仙北一丁目19-40 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／4 社、製材／7 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／5社、その他／4社） 価格帯 1,100～1,650万円（長期優良住宅の場合） 

代表者名 小笠原光雄（有限会社丸光建設代表取締役社長） 価格の基準面積 66㎡～99㎡ 

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、諸費用 

連絡窓口 
専務取締役：小笠原浩司 
[メール] marukou5690@ebony.plala.or.jp 
[電話] 019-635-5690 [ＦＡＸ] 019-635-5717 

＊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://www14.plala.or.jp/marukou/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
オリジナルにこだわった個性豊かな家づくり 
●人の顔がそれぞれ個性があるように、家造りも家族構成、ご家族のこだわ
りと、人それぞれが想い描く住まいは千差万別。 
●当社の家造りは、お客様の希望を少しでも多く叶えられる家づくりを目指
しております。「住まいとは家族の一員」家族の絆を包み込む大切な空間
と考えます。 
 
地域の環境にあったオリジナルな住まいづくり 
●地域によって住まいづくりは異なります。建設予定地の環境、形状により
間取りから、屋根形状と建設予定地の状況により、最善のプランを本来計
画しなければなりません。 
●企画型住宅を環境の違う場所に建てては、そこに住む人間が家に合わせた
生活をしなければなりません。 
●住まいとは、そこに住む人間がストレスを感じることなく「心安らかに生
活できる環境」を与えられる空間と考えます。 
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森の家ネットワーク事業部 
岩手県盛岡･宮古・釜石地域 

[グループの特徴とメッセージ] 
●人が生きるために必要な「衣食住」の住！震災により想い出と共に無くしてしまった大切な住まい。 
 当社グループは長年盛岡の地で根をおろし、お客様の「大切な家づくり」を心をこめて造って参りました。 
●森の家グループでは、下請け任せの家づくりは致しません。個々の会社に職人（大工）を社員として雇用し、 
 会社の顔である大切な職人を通し、お客様と意思疎通を計りながら「大切な住まいづくり」を心がけております。 
●尚、資材（木材、建材）の流通確保に関しては、当社グループの工藤材木店を通し、 
 県内の製材業者及びジャパン建材（資材）により供給を確保しております。 
●森の家グループは個々に「プロの施工集団」です。グループ一丸となり復興のために努力して参ります。 

岩手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 盛岡市東安庭２丁目４－１５ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 19 社（原木供給／4 社、製材／7 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／1社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 八重畑順一（株式会社八重働工務店代表取締役社長） 価格の基準面積 N-23（23.5 坪）～EW-31（31.0 坪） 

主な受賞歴等 ・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績３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 
八重畑順一 
[メール] yaehata@yaehata.jp 
[電話] 019-651-1187 [ＦＡＸ] 019-651-6967 

＊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.yaehata.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
断熱・気密性にこだわった冬暖かく夏涼しい家づくり 
●住む人の健康、安全、経済にも配慮した家づくりを実現します。 
●長く住む家だからこそ、断熱性能、気密性能にこだわり（全棟測定）確か
な品質で快適空間を提供します。 
 
それぞれの家族にあった快適な住まいづくり 
●お客様のご要望をお聴き取りし、弊社設計士がご提案します。 
●また、基本ベーシックプラン等各種提案図面もとりそろえております。資
金計画からのご相談、各種ローン相談も承っております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＝ご案内＝ 
●サザンタウンやはば内 常設展示場『スーパーFPの家Q1』住宅 
 特徴：暖房設備が見えない広々空間・調湿・健康素材・太陽光4kwの 
 ゼロエネ指向住宅    見学日：土・日・休日 10:00～17:00 
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ヤエハタ木の家ネットワーク 
岩手県沿岸および県央地域 

[グループの特徴とメッセージ] 
●資材供給からアフターメンテナンスまで、住宅づくりの「これから」を繋ぎ、円滑に形にしていくグループづくりを確立し、
迅速な体制でお客様へご提案して参ります。 
●提案期間短縮を希望される、お客様には、断熱・気密性を重視した『家族が育む家ベーシックⅠ・EW-31』プランと『夫婦２
人の時を大切にした家ベーシックⅡ・N-23』プランをご用意しました。 

●住まいが家族の礎となりますよう、皆様の夢を実現するため地域型復興住宅『希・のぞみ』と名称いたしました。 
●地域材を使用し、流通・経済の円滑化をはかり、様々なニーズにお応えできるよう住宅アイテムを取り揃え、 
 お客様の笑顔あふれる家づくりにお役にたてますよう努めて参ります。

岩手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。

PLAN N-23

CASE STUDY03 Ｎ－23 
夫婦ふたりで心地よく暮らす、平屋プラン 

PLAN EW-31

CASE STUDY02 EW－31 
家族の絆を育む、子育てプラン 



 

 

   

 

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 盛岡市下太田田中86-18 主な構造・工法 エアサイクル工法 

グループ構成 合計 9社（原木供給／0社、製材／3社、建材流通／2社、プレカッ
ト／1社、設計／2社、施工／1社） 価格帯 1,600～2,000万円 

代表者名 内村和男（株式会社マルユーホーム代表取締役社長） 価格の基準面積 132㎡ 

主な受賞歴等 ・盛岡市都市景観建築賞 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 
齊藤勝美 
[メール] info@maruyuuhome.co.jp 
[電話] 019-658-1255 [ＦＡＸ] 019-658-1256 

＊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.maruyuuhome.co.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
動く空気で、健康な家づくり 
●エアサイクルの家。 
●コストがかからない、自然の力で空気環境をコントロール。 
夏涼しくクールビズ、冬暖かくウォームビズ。 
●エアサイクルの家がなぜ暮らしやすいか･･･ 
それは、夏涼しく冬暖かい温熱環境を“家全体”にもたらすからです。 
●部屋ごとの温度差が少なく、吹き抜けやワンルームのような大空間でも
外気温の影響による温度変化を最小に抑えています。 
だからエアコン代等の経費削減にピッタリです。 
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“やすらぎのある健康住宅” 
株式会社マルユーホーム 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地域密着型の工務店だからできる、地域の気候・風土、建築文化に適合したプランニング。 
●自由度の高いお客様のライフスタイルに合わせたプランニング。 
●地域の形態や景観に調和したデザイン。 
●地域で生産される木材（資材）を最大限に活用。 
●被災者の方々の様々なニーズ（コスト含む）に対応できる体制。 
●私どもの最大の売りは、お客様おひとりおひとり、ひと家庭ひと家庭との何度も何度も行う対話から生まれてくる信頼です。

岩手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。

Ｍ様邸外装 

Ｍ様邸内装 

Ｍ様邸外装 

Ｍ様邸内装 



 

 

   

 

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 盛岡市下米内一本松６４－７ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 19 社（原木供給／1 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／9社、その他／２社） 価格帯 1,300～1,500万円 

代表者名 アルテック建築工房 谷内 誠 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・町の工務店ネット会員、日本バウビオロギー研究会、 
 エコロジーネットワーク・イーハトーブ 

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 
谷内 誠 
[メール] info@artec-eco.jp 
[電話] 019-663-7400 [ＦＡＸ] 019-663-7402 

＊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.artec-eco.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
県産材で自然素材の家づくり 
●構造材に県産材を使い内部の仕上げも県産材のほんもの建材にこだわり
ます。 
●新建材の床の冷たさに比べ素足で歩ける心地よさがほんものの良さです。
●有害な物質が室内に漂いません。そんな心のやすらぎが家族に伝わり健康
でいれる「ながいき」の家になります。 
 
薪ストーブは非常時に強いです 
●ライフライン、エネルギーは分散した方が「いざ」という時に役たちます。
●暖をとることも調理にも使え、夜はほのかな明かりとなります。 
●ＣＯ2削減が地球を守り災害を防ぎます。 
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予防医学の家づくりネット 
岩手県内地方および沿岸地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「予防医学の家づくり」ネットは設計事務所、工務店のネットワークとして引き渡し後も施主の方から多くの信頼を得て、 
 相互の活動を行っております。 
●住まいとは、住む人の体と心が癒されて初めて、家族の交流が保てます。 
●生活習慣病は二人に一人という時代になり、食べ物と共に住まいも有害な物質を排除するよう心がけたいものです。 
●老人の方と同居してなくてもバリアフリーを考慮した方が後で無駄な経費がかかりません。 
●ながもち・ながいきの家で家族が楽しめる住まいを一緒に考えませんか。 

岩手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 

外観 

居間と薪ストーブ 



 

 

   

 

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 盛岡市手代森6-44-131内 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／4 社、製材／7 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／5社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 大久保 功（有限会社 大久保建装代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績1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 
大久保 功 
[メール] oisao@poppy.ocn.ne.jp 
[電話] 019-623-1250 [ＦＡＸ] 019-623-1260 

＊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.ok-home.info   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
小家族用ミニ住宅 
●ミニ住宅は、13坪オール電化平屋タイプ（1LDK）～25坪オール電化2
階建てタイプ（4LDK）まで様々なプランをご用意しております。 
●ミニ住宅でも構造・性能・耐震・耐久性に優れ、使用用途も店舗・事務所
等にも適応しております。 

●また、オプション工事と致しまして太陽光発電パネルを搭載することも可
能です。 
 
自然エネルギーを有効活用する 
太陽光発電付きオール電化住宅 
●これからの住宅に必須ともいえる設備、太陽光発電システム。 
●エコで省エネなのは勿論の事昼間発電した電気はご家庭で使用していた
だき、発電出来ない夜間も電気料を安く使う事ができます。使用して余っ
た電力は電力会社へ売る事が出来ます。 
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ライジングサンハウス 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●被災されました多くの皆様に心よりお見舞い申し上げます。時間はかかるかもしれませんが 
 私達と一緒に一歩一歩前進し続け必ず震災前よりもっと明るく元気な街を造り上げ必ず復興させましょう。 
●私達は、岩手に根付き長年の実績や豊富な知識を生かし、地元岩手の人材及び木材・建材・機器材等の仕入れ業者も 
 全て地元の木材・建材店に依頼して納品していただいております。 
●あらゆる面で皆で協力し合い一日も早く岩手全域が復興・復旧し衣・食・住がせめて震災前と同じレベルぐらいまでにもって
いけるように頑張って私達は住まいに関して一丸となり良いお仕事をさせていただきます!! 

岩手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。

Ｙ様邸（ミニ住宅） 

T様邸（ミニ住宅） 

太陽光発電付きオール電化住宅（太陽光発電パネル取付は自社施工） 



 

 

   

 

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 盛岡市玉山区芋田字武道9-95内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 19 社（原木供給／1 社、製材／1 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／2社、設計／4社、施工／7社） 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 加賀谷浩一（株式会社カガヤ代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 地域型住宅生産を目的に結成したグループのため、グループとしての
受賞歴等は有りません。 

価格に含まれない 
項目 

水道取出等屋外工事、外構工事費、諸官庁申請料、登記費用等、 
融資費用等 

連絡窓口 
深澤光雄 
[メール] mitsuof@kk-kagaya.co.jp 
[電話] 019-683-2863 [ＦＡＸ] 019-683-2897 

＊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.iwate21.net/kagaya/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
こだわりの住い 
「最高の家」=「ベストホーム」をご提案します。 
●地域の復興に向けたお住いの建築には、お施主様それぞれのこだわり「思
いがあると思います。 
個人個人のこだわりの住宅を実現するために「最高の住い」=「ベストホ
ーム」をご提案します。 
人と人のつながりの中で本物の家造りを目指していきます。 
●地域の復興のためには、住環境の整備が急がれます。 
ＫＧＹグループは、地域の復興を願い、地域のお役立ちになるよう地域の
皆様が安心して定住できる安全な住宅をカスタマイズして行きます。 
●在来木造住宅を中心に建築して行きたいと考えていますが、お客様のご要
望によっては、グループの独自性を発揮し例えば鉄骨構造で頑丈な「鉄骨
組みの家」などにも挑戦したいと思っています。 
●お気軽にご相談頂ければと思います。 
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ＫＧＹグループ 
地域型住宅生産・流通ネットワーク 
岩手県沿岸地域及び盛岡地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●ＫＧＹグループは株式会社カガヤがグループ代表として運営するグループです。 
●（株）カガヤは昭和 42 年に鉄骨、鋼構造物加工業として創業、現在は建設業許可を取得し鉄骨、鋼構造物の設計、製作、建
設工事を営む同業種では岩手を代表する企業です。平成２２年からは建築事業部を開設し、鉄骨建築物は勿論、木造住宅の新
築、リフォーム工事、店舗、工場等の新築、改修工事などの実績があります。 
●東日本大震災後はグループ企業と協力し岩手県の沿岸地域を中心に活動し沿岸地域の漁協関連施設の新築工事、民間の工場・
店舗等の新築、改修工事から物置小屋の建築など、被災地の復興に向け全力で取り組んでいるグループです。 

岩手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 岩手郡滝沢村大釜字高森42-16 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 25 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／1社、施工／3社、その他／10社） 価格帯 900～1,200万円 

代表者名 岩井敏春（有限会社いわい代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 23年県公募、応急仮設住宅建設(国土交通省住宅局長賞受賞)
・平成 24年 LIXIL 秋のﾘﾌｫｰﾑｺﾝﾃｽﾄ ﾘﾌｫｰﾑﾏｼﾞｯｸ部門・岩手県第２位
・平成23年 24 年 25年 26年 長期優良住宅事業採択 

価格に含まれない 
項目 屋外工事費(外 1ｍ内含む)、外構工事費、諸手続費 

連絡窓口 
岩井政幸 
[メール] aiwaihome@gmail.com 
[電話] 019-686-2751 [ＦＡＸ] 019-686-2265 

＊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.aiwaihome.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
安全・安心・信頼にこだわる家づくり 
●安全な構造住宅 
地盤調査・瑕疵保証・第三者による検査・耐震金物、耐震パネル、
剛床工法による耐震構造・基礎通気、外壁通気・小屋裏通気による
耐久構造・グラスウール、ウレタンフォームによる断熱・気密構造
の住宅 

●安心な適正価格 
基本価格の表示・工法、施工の合理化・材料単価の交渉・建築中が
自社展示場・事務、諸経費の削減等・企業努力をして、価格の全て
が施主様の住宅のためだけに使用される仕組みの低価格・適正価格

●一期一会を信頼に 
将来の用途の変化・家族の変化・増築・改築・改修による住宅の可
変性に柔軟に対応できる住宅の提案と住宅のカルテ作成・保存によ
って将来に亘って「また、頼むよ」と言われる信頼関係 
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有限会社いわい 
沿岸（宮古・山田・久慈等）、内陸（盛岡・滝沢・雫石等） 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当社はお客様第一主義をモットーに皆様から信頼を得て、創業３２年になります。 
 １棟１棟、真心を込めて全力を尽くし、安心・安全・納得価格の家づくりでお客様に満足を頂いております。 
●低価格で良質・安全で快適な家造りを、トコトン打ち合わせして、トコトン考え、トコトンにこだわります。 
 将来のライフスタイルの変化にも考慮し、耐久性・耐震性・省エネルギーなど、長期にわたって快適な家づくりを提案します。
●我々も復旧、復興、再生に尽力して参りたいと、心をひとつにしております。 
 笑顔たくさん集まる住宅を一緒に建てましょう！「愛和家（あいがなごむいえ）アイワイホーム」に是非お任せください！ 

岩手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 花巻市円万寺字中村7-1 （株）FPコーポレーション岩手営業所内 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／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／11社、断熱材製造／1社） 価格帯 1,250～1,650万円 

代表者名 佐藤重幸（サトコンホーム株式会社、代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績16棟） 
・営業，技術研修会(年 5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 
高橋勝之 
[メール] k.takahashi@fpcorp.co.jp 
[電話] 0198-28-2480 [ＦＡＸ] 0198-28-2484 

＊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.fp-group.gr.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
平屋ならではのシンプルで機能的な間取りとアトリエ 
感覚の住まい 
●夫婦２人がいつも気配を感じて暮らす。そんな『和（なごみ）』の空間で
す。 
●高気密・高断熱の頑強構造で大地震や火事などから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。 
 
ライフスタイルに合わせて間取りを変更できる将来設計
を考えた家造り 
●家族構成の変化に対応する、可変性に対応したプランです。 
●高気密・高断熱の頑強構造で大地震や火事などから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。 
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FPの家岩手支部 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●わたしたちは、『FPの家』を通じ、健康で快適な暮らしをお客様に提供し、地域社会に貢献することを基本理念とした、 
 25 年以上の歴史ある FPの家グループ会員工務店を中心に組織したグループです。 
●11社の高気密・高断熱・高性能住宅『FPの家』を施工する FPの家グループ会員工務店が所属し、 
 岩手県全域の復興の実現に全力で取り組みます。 

岩手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 



 

 

   

 

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 滝沢村滝沢字巣子1197-22 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／3 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／1社、その他／９社） 価格帯 1,200 万円～ 

代表者名 葛巻厚志（有限会社葛巻工務店代表取締役） 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 
高橋 俊 
[メール] kuzumaki-koumuten@adagio.ocn.ne.jp 
[電話] 019-688-4031 [ＦＡＸ] 019-688-3128 

＊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.kuzumaki.info/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
●葛巻工務店のホームページをご覧下さい。 
 http://www.kuzumaki.info/ 
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葛巻工務店グループ 
岩手県内 
[グループの特徴とメッセージ] 
●出来たばかりのグループですので、 
 これからグループ内各社協力して、お客様に喜ばれる住宅を創って行きたいと思います。 

岩手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 岩手郡滝沢村滝沢字巣子133-3 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／5 社、製材／9 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／3社、設計／2社、施工／6社） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 田村 武（（有）ホクブプランニング代表取締役） 価格の基準面積 120㎡ 

主な受賞歴等 ・エコハウスコンテスト（8棟） 
・既存住宅流通活性化等事業（3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 
田村 武 
[メール] I.uma-T.soda@hokubu-p-18.jp 
[電話] 019-688-6655 [ＦＡＸ] 019-688-6213 

＊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.hokubu-p-18.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
岩手の環境にこだわった長期優良な家づくり 
●ムク材にこだわり岩手の環境に合った家づくり、自然素材を多く取り入
れ、長期優良住宅を考えた丈夫な家と省エネルギーな家です。 
 

生活に合った夢・楽な住まいづくり 
●生活スタイルに合った、住む人が楽しく生活できるように室内空間を工夫
し、開放的で、しかも温熱環境が整った住まいづくりです。 
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倖棲（こうせい）の会 
岩手県 
[グループの特徴とメッセージ] 
●岩手の地域に合った住宅を長年手がけてきた工務店が、今回グループとして手を繋ぎ、更なるレベルアップをして 
 長期優良住宅を皆様に提供したいと思います。 
●木材の特徴を生かした住まいづくりを得意とする専門業者グループです。 
●県内でも寒い地域に住宅を提供しており、暖かい家づくりも実績済みです。 
 光熱費のかからない住宅を現在は提案しております。 

岩手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 岩手郡滝沢村滝沢字野沢64-46 主な構造・工法 パナソニック耐震住宅工法 テクノストラクチャービームタイプ 

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／1社、施工／3社、電気／１社、水道／１社） 価格帯 1,600 万～1,700万円 

代表者名 留場 茂（株式会社 留場建設代表取締役社長） 価格の基準面積 40坪 

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、諸手続費等 

連絡窓口 
留場 茂 
[メール] kikuchi@tomeba.jp 
[電話] 019-688-1969 [ＦＡＸ] 019-688-1819 

＊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.tomeba.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
未来に受け継ぐ性能にこだわった家づくり 
●耐震性・長寿命な住宅にこだわり、緻密な構造計算のもと、家族を守り、
大切に末永く住み続けることを目指した家づくりを考えております。 
 
わが家だけのプランを考えた住まいづくり 
●住まいの基本性能「自由度」・「信頼性」・「耐震性」・「長寿命」を重視し、
ゆとりの空間と工夫を取り入れ、わが家だけのぴったりなプランで住まい
づくりを実現していきます。 
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トメバ・テクノホーム 
宮古市他・盛岡広域圏周辺 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループは、皆様の大事な思い出を育む場所であるわが家の住まいづくりのご提案と 
 耐震性・信頼性・長寿命・自由度を兼ね備えた住宅を提供しております。 
●盛岡市・滝沢村・矢巾町の各業者が協力し、高耐久性・省エネ・可変性・環境調和・定期的なメンテナンスの実施等、 
 世代を越えて快適に住み続けることのできる安心な住まいづくりを応援します。 

岩手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 岩手郡滝沢村滝沢字巣子1162-6 （株）ゆい工房内 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／5 社、製材／7 社、建材流通／5 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／6社、その他／25社） 価格帯 1,600～1800万円 

代表者名 川原德昭（株式会社ゆい工房代表取締役） 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3棟） 
・いわて夢住宅コンクール最優秀賞 
・フォレストモア住宅コンクール受賞 ※グループ内構成員の受賞歴

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 
鹿野利幸 
[メール] kano@41-ie.com 
[電話] 019-688-4528 [ＦＡＸ] 019-688-4582 

＊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.41-ie.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
無垢の木と自然素材で仕上げる 
●床板は無垢板のフローリング。床の温かみがあり、裸足ですごす心地よさ
があります。 
●壁／天井は珪藻土などの自然素材で仕上げます。化学物質などを吸着／分
解する性質や、調湿作用があり、室内空間を快適に保つ働きをします。
 
広がりの間取手法によるプラン 
●リビングを中心として、家全体が一体感のある間取りづくりの手法（広が
り間取）により、ご家族の絆が深まり、代々住み継いでいただける住まい
を目指します。 
●家の内と外のつながりにも配慮したプラン。 
●薪ストーブやペレットストーブなど、木質バイオマスエネルギーを利用す
る住まいづくりを推奨しています。 
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ゆい工房木匠会 
岩手県全地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●ゆい工房では従来から、岩手県産木材を用いた地産地消の住まいづくりに取組んで参りました。 
 ゆい工房木匠会は、「いのちを守り育てる」匠フィロソフィーを基本理念に掲げ家づくりに取り組んでおります。 
●この度の復興住宅におきましては、大量供給ということはできないかもしれませんが、 
 家づくりを通して地域の文化を守り育てることができればと考えて取り組みました。 
●特別なことはできないかもしれませんが、無垢の木と自然素材で仕上げる空気のおいしい家を目指し、長く住み継いでいただ
けるよう愛着のもてるお住いにしていただけるように、普段通りの家づくりに真心こめて取り組んでいければと思っています。

岩手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 紫波郡紫波町日詰字朝日田96-1 主な構造・工法 在来木造軸組工法 

グループ構成 合計 32 社（原木供給／3 社、製材／3 社、建材流通／8 社、プレカ
ット／4社、設計／1社、施工／1社、その他／12社） 価格帯 1,460～2,000万円 

代表者名 鈴木幸夫（スズキハウス有限会社代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・スズキハウス建築設計事務所 
・建築一般 
・健康住宅アドバイザー 

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、地盤調査、 
地盤改良工事 

連絡窓口 
鈴木恵美子 
[メール] hana@pet1.linkclub.or.jp 
[電話] 019-676-5583 [ＦＡＸ] 019-676-5583 

＊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]
住みやすさにこだわった平家づくり 
●自由設計。 
●全室バリアフリー化。 
●在来工法と壁パネルのハイブリッド耐震構造としています。 
●システムキッチンは IH 使用(ガスコンロ可）、給湯器はエコフィール（エ
コキュート可）。 
 
小さい土地にあった小さな住まいづくり 
●玄関から LDK への動線が短く、床はバリアフリー仕様で使い勝手のよい
プランになっています。 
●在来工法と壁パネルのハイブリッド耐震構造としています。 
●窓は高断熱樹脂サッシ、給湯器はエコフィール（エコキュート可）。 
●太陽光パネルを設置しやすい屋根形状になっています。 
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いわてマイホームビルダーグループ 
岩手県内陸地方および復興地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私どもは創業60年の実績と在来工法を基本とした地場工務店で建築設計事務所も営み、 
 専門工事業者・建材流通事業者・製材所と原木供給が共に確保され連携体制が図られています。 
●新築・修理・リフォームなど、お客様のニーズに合わせた住宅の設計から、 
 施工はもちろん健康住宅アドバイザーによる快適住宅も提案しております。 
●供給を受けたお客様とは長いお付き合いをさせていただきます。 
●建築に関することならお気軽にご相談ください。グループが誠心誠意を込めて対応させていただきます。 

岩手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 紫波郡紫波町佐比内字館前43-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 5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） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 澤田晴吉（株式会社エルク・株式会社ハヤチネ代表取締役社長） 価格の基準面積 120㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 21年 8月～無料勉強会開催（岩手県全域） 
※グループ内構成員エルクの活動内容 

価格に含まれない 
項目 照明・インテリア、屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
橋本淳司 
[メール] import@elklog.com 
[電話] 019-674-2062 [ＦＡＸ] 019-674-2065 

＊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.elklog.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
木にこだわったやさしい家づくり 
●家造りに欠かせない木材ですが、家は地元の木でつくるのが良いとされて
います。 
●私たちは地元岩手の木材を自社で乾燥しており、構造材・造作材・仕上げ
材などそれぞれの部材に適した乾燥をするため11 台もの乾燥器を有効
に活用しておこなっており、これにより割れ・狂い・乾燥収縮などない木
材での家造りが可能になりました。 

●地元の風土に合った木を厳選吟味して木のやさしさに毎日触れられる家
を皆様のために造ることができれば幸いです。 

141
エルク・ハヤチネグループ 
岩手県内陸、沿岸南部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●エルク・ハヤチネグループでは地場材の活用と品質にこだわりがあります。 
●購入した県産材の乾燥を、11台の乾燥機をフルに活用して構造材・造作材・仕上げ材など、 
 それぞれの部材に適した乾燥をおこなうことで割れや乾燥収縮のない高品質な地場材をふんだんに使用した家を 
 お手頃な価格で建てることができます。 
●床・壁・天井材などの板材も自社で製作しており、本物の木で囲まれた優しい空間を持つ「木の家」が特長ですが、 
 この特長を活かして復興住宅に地場産の木をふんだんに使った家を提供できればと考えております。 

岩手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 紫波郡矢巾町室岡7-56-5 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 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／1社、施工／5社、その他／2社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 石橋 清（石橋製材所代表） 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 
石橋克仁 
[メール] isibasi.kiyosi@lime.plala.or.jp 
[電話] 019-697-3033 [ＦＡＸ] 019-697-3176 

＊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]
県産材にこだわった快適な家づくり 
●岩手県は森林王国です。 
●県産材を豊富に取り入れた、建築の匠が造るぬくもりのある、住宅を提供
致します。 
 
環境にあったぬくもりのある住まいづくり 
●お客様のご要望を生かした個性的な住まい造りを目指します。 
●高規格・高品質の住宅を提供致します。 
●暮らしに彩りと安らぎを提供致します。 
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絆 矢巾 
岩手県盛岡地方および内陸地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達『絆矢巾』のメンバーは、矢巾の業者を中心に、建築業を主体とし、活動しております。 
一級建築士・二級建築士等、資格者が多数おります。 

●現場では、有資格者もバリバリ働いております。 
木材一本一本と対話出来る職人さんに恵まれ、建築受注は、過去の施工実績を、施主様より評価され、受注しています。 

●大手ハウスメーカとは違い、営業マンはおりません。また、事務所スタッフも最少の人員とし、人件費削減に努めております。
それにより、グレードの高い住宅を提供する事が可能となり、一生の宝物にして頂けると思います。 
●施主様から、20年後・30年後に『絆 矢巾』に頼んで良かったと思われる、家造りを致します。 

岩手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。

平面詳細図 １階 

平面詳細図 ２階 



 

 

   

 

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 八幡平市大更24-20-5（小野寺工務所内） 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 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／2社、施工／8社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 工藤民一（(有)工藤工務所建設代表取締役） 価格の基準面積 100～130㎡ 

主な受賞歴等 

・半数以上が岩手県建築士会盛岡支部八幡平分会の会員活動を行って
おります。 
・「平成 16年盛岡市都市景観建築賞」受賞  
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
(有)小野寺工務所 小野寺 壽 
[メール] Ono-kou@eins.rnac.ne.jp 
[電話] 0195-76-2236 [ＦＡＸ] 0195-75-1332 

＊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]
八幡平の豊かな自然にこだわった地域性豊かな家づくり
●岩手県産、八幡平市産の、木材を構造材や意匠材として使用します。 
●窓から見える風景を生かした間取りづくり。 
●夏の涼しさを通風により感じられる間取り。 
 
八幡平の厳しい気候、心・体が温まる住まいづくり 
●自然な木材を使用することで木のぬくもりを感じさせる家づくり。 
●室内を同じ温度に保ち子供からお年寄りにやさしい温度のバリアフリー。
●玄関や勝手口、リビングからのウッドデッキ、縁側など室内～室外への空
間で、ご近所付き合いを大切にします。 
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八幡平輝望の家 地域住宅生産者グループ 
岩手県内陸北部、沿岸北部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●八幡平市にある工務店を中心として形成するグループです。 
●自然の恵み豊かなこの地域の特性を活かした自然と調和する家づくりを行っています。 
●自然の豊かさを活かし、人と人とのつながり、人々の温かさなど、 
 この地域ならではの特性をこの町にある工務店だからこそ活かした家づくりが可能と考えております。 
●厳しい冬の寒さや雪、安比、岩手山から吹き降ろす風など地域に住むことでわかる環境を熟知したグループです。 
●自然の厳しい地域、その地で育った木材を大切に使い、自然と調和した家づくりを行います。 

岩手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 岩手郡岩手町大字沼宮内9－116－2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／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／3社） 価格帯 1,000～2000万円 

代表者名 八戸保雄（株式会社八戸建設代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・岩手県の県産材を利用して建設した住宅において平成8年度いわて
優良木造住宅コンクール最優秀賞受賞（構成員の事業者実績） 
・建築士会盛岡支部岩手町分会講習会（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 
八戸保彦、谷地直美、大石孝治 
[メール] Jm7@beige.plala.or.jp 
[電話] 0195－62－2608 [ＦＡＸ] 0195-62-5054 

＊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]
木材と匠にこだわった家づくり 
●木材をふんだんに使った住宅 
●羽目板など木材を利用した建材の生産体制の充実 
●県内産の木材を活用した社寺建築の実績ある確かな匠の家づくり 
 
省エネルギーと災害に強い家づくり 
●高気密高断熱住宅カナダ住宅並みの性能を有する住宅を実現する。 
●長期優良住宅の対応できる設計施工の環境 
●HP システム(在来工法とパネル工法の融合） 
●スーパーウォール工法（同上） 
●YS ストロングフレーム（構造用集成材プラス接合金物）各種工法の選択
また融合した建築が可能です。 
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岩手の木の匠 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たち岩手の木の匠は、岩手県内陸の県北地域を中心として、民間木造住宅、公共木造住宅、 
 その他大規模木造建築等の経験は、豊富に経験しまた。木材原木供給生産、製材においても県内を網羅し、 
 県内産木材の流通においても安定した流通体制を実現しているグループであります。 
●特に省エネルギーに関する基準の断熱性能は、北海道と同じ地域Ⅰに該当し、 
 また積雪においても１００センチ以上の多雪地域の耐震性と耐積雪に、 
 そして断熱性能に優れた住宅(カナダ住宅等含み）の建築を数多く建設し実績を積んできました。 
●今までの技術的実績が地域型復興住宅にお役立てできる生産者流通ネットワークです。

岩手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。

平成 8年いわて木造優良住宅最優秀賞作品 

左写真の立面図 
南立面図 東立面図 



主な受賞歴等 

  

   

 

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 岩手郡葛巻町内 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／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／6社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 江田昭一（有限会社江田建築代表取締役社長） 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 
上遠野光一 
[メール] kadono@ruby.ocn.ne.jp 
[電話] 0195-68-2526 [ＦＡＸ] 0195-68-2242 

＊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]
●地球環境に配慮しながら、伐採→植林→育林のサイクルの中で育てた、森
林組合認証材の「くずまき高原カラマツ」を使用した、本物の「木の家」
を育てていくグループが建築する家です。 
●地場産材を使用し、「木のぬくもり」「木の香り」など、木の力で心やすら
ぐ落ち着ける空間をご提案いたします。 

●代表事例として、町内宿泊施設プラトーのコテージ５棟は葛巻建成会の５
社により建築された建物です。 
●構造材はもちろん、内装にも「くずまき高原カラマツ」をふんだんに使用
した、木の良さを感じられる空間です。 
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葛巻建成会 
山田町以北 
[グループの特徴とメッセージ] 
●町内の全建設業者が集まり、平成15年に「葛巻建成会」を結成。 
●地場産材のくずまき高原カラマツを使用した、町内宿泊施設プラトーのコテージの建設や、 
 各社の新築住宅にも地場産材をふんだんに使用。 
●伝統の技術を大切に、町内の森林組合と連携をとりながら、川上・川下が一体となった「木の香りのするやすらぎの家」 
 をつくるグループです。 

岩手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 花巻市下小舟渡 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／0 社、製材／6 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／3社、設計／5社、施工／29社） 価格帯 1,000～1,800万円 

代表者名 （株）木村設計Ａ・Ｔ 代表取締役木村清且 価格の基準面積 66～119㎡ 

主な受賞歴等 なし 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 
鷹觜紅子(たかのはしこうこ) 
[メール] Takanohashi-sekkei@lagoon.ocn.ne.jp 
[電話] 019-622-2533 [ＦＡＸ] 019-654-2041 

＊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://kimura-sekkei-at.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域材にこだわった伝統的な家づくり 
●グループ内の原木供給事業所、製材工場と入念な打合せをし、岩手の伝統
工法に基づいた住宅の供給を目ざします。 
●伝統工法の再確認と新しい価値観の省エネ工法を目ざします。 
 
各地域の景観にあった地域の個性を創出する様な住まい
づくり 
●里山の木材の入手を行い、岩手の自然を考慮して勾配屋根とします。又、
軒を深く出し、腰壁を保護し、長期に建物を守るようなデザインとします。
●地域で残されている古建築物の再利用も実績としてあり、伝統の継承を目
ざします。 
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イーハトーブの夢・築き隊 
岩手県内全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達は、住宅の復興を地域の再生として考えている。 
私達は夫々、地域の景観形成から自然景観形成にいたるまで専門家を交えて幅広い活動をしている。 

●景観形成においては建築意匠の分野にとどまらず、歴史と文化を紐解きコミュニティーデザインとしての個に 
拘りを持っている。自然景観形成に於いても野生生物調査から自然の復元に至るまで、 
人間界と自然界の接点的役割を担う業務に携わっている専門家の適切なアドバイスも得られる状態にある。 

●地域の再生の大きな鍵となる。又、生産にあたっては地域を知り尽くした人々による実働部隊としての大きな組織力とそれを
支え続けてきた多くの職人たちの技術力がある。地域材についてもネットワークを活用した供給体制を整えている。

岩手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 花巻市石鳥谷町南寺林5-297 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／1 社、製材／1 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／4社、その他／7社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 佐賀忠臣（株式会社佐賀建設代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・『小さな親切』実行賞 社団法人小さな親切運動本部 
・社会貢献活動【全国表彰】社団法人全国建設業協会 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
（株）佐賀建設営業部 佐賀 博 
[メール] saga-somu@if-n.ne.jp 
[電話] 0198-26-3800 [ＦＡＸ] 0198-26-4536 

＊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]
ぬくもりと絆を育む家づくり 
●リビングを生活の中心とした家創りを基本として家族がお互いを意識し
ながら生活する事で、大切な家族の絆を深め、笑顔が溢れる空間を提案し
ます。 
●無駄のない空間を造り出す事でコストの削減に努めます。 
 
思い出の物を住まいに活かし蘇る 
●思い出の物を家の一部として使用し家族の思い出や大切な想いを次世代
に繋いで、家族の歴史を刻む事が出来る家を造って行きます。 
 
造り出す楽しさを共有しましょう 
●自分達で造り上げる喜びを・楽しさを一緒に体感して行きましょう。自分
達で造り上げる事で、復興への思い、また家に対する愛着がより一層生ま
れます。 
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佐賀建設匠会 
大槌・釜石・大船渡を中心に岩手県内全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●佐賀建設匠会は、『絆』を共に大切にしてきた企業の集まりで結成されました。 
 『絆』を大切にするグループだからこそ造り上げる事が出来る復興住宅を、皆様と共に考え、一緒に造り上げて行きたいと 
 思います。 
●ISO認証企業として、品質・快適・安心をとことん追求した復興住宅を安定的に提供する為に 
 グループとしての体制を整えております。 
●被災地の原木を活用し、居心地のいい住まい造りを通して地域の『絆』を深めながら復興のお手伝いをさせて頂きます。 
●もっと素敵な笑顔を取り戻せる・・・そんな空間を一緒に造り上げましょう！

岩手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 花巻市膝立字北野161番地 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／3 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／1社） 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 佐藤敬悦（株式会社佐藤工務店代表取締役社長） 価格の基準面積 135㎡（40坪） 

主な受賞歴等 ・第 14回トータル・ハウジング大賞受賞 価格に含まれない 
項目 

屋外工事費、外構工事費 
冷暖房、カーテン 

連絡窓口 
押切早苗 
[メール] sato5610design@rice.ocn.ne.jp 
[電話] 0198-22-4127 [ＦＡＸ] 0198-22-0960 

＊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]
自然素材にこだわった健康的な家 
●壁は珪藻土の塗り壁、床は無垢のフローリングを使用し、住宅全体で呼吸
する健康住宅です。 
●珪藻土は、調湿性にすぐれ無垢のフローリングは、素足で歩いても、柔ら
かく暖かみを感じ居心地の良い住まいです。 
 
住む人の希望を実現する夢の住まい 
●施主の夢だった中庭付の住宅、中庭を取り囲む様にぐるりと廊下が配置さ
れ窓からは四季を楽しむ事ができ、さらに浴室窓からは、中庭を眺めなが
ら、入浴することができます。 
●田園風景に溶け込む本格派の数寄屋造りの住まい。和室にもこだわり立派
に仕上げることができました。 
●スーパーウォール工法を採用する事で、高気密・高断熱・高耐震住宅を造
れます。 
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佐藤工務店グループ 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達は、人と技術力を生かし、地球環境に優しい豊な健康第一の住まいを目指しています。 
●私達は、阪神大震災、東日本大震災を経験し、地震に強く安心して住める家を考え、木造軸組工法（在来工法）、 
 さらに耐震性・高気密・高断熱にすぐれたスーパーウォール工法の住宅を推進致します。 
 スーパーウォール工法とは、在来工法を軸にパネルをプラスした地震に強い住まいです。 
●家族一人一人が、にこにこ集まる住まい、子供から孫の代へ受け継がれる住宅を目指し、 
 家造りの夢をオーダーメイドで仕上げ、一刻も早い復興を成し遂げられる様に長年の経験、技術力で地域に貢献します。 

岩手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 花巻市矢沢 10-42-3 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／1 社、製材／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／4社、その他／8社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 佐々木亮（空建築） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・定期集会開催（月１回） 
・無料訪問住宅相談（耐震、補修、増改修） 

価格に含まれない 
項目 外構工事費、設計料、諸費用 

連絡窓口 
佐々木亮（空建築） 
[メール] soranoie123@gmail.com 
[電話] 090-4550-8211 [ＦＡＸ] 0198-24-6227 

＊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 https://sites.google.com/site/soranoie123/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
街並みにこだわった家づくり 
●欧州の街並みに映える白い街並み、日本独自の伝統的な街並み、それらは
地域の文化や気候、生活スタイルなどに基づいて自然に生れたすばらしい
産物だと思います。 
●個々の敷地形状や立地条件、家族の暮らし方などを最大限に引き出す事
で、単純に外観だけでとらえた建物ではなく、変化する東北の四季と共に
長く愛着のもてる家づくりを目指します。 
 
家族が中心に集まる家（プランの基本） 
●太陽のように家族を見守り、月のように帰る場所の目印となるような家。
家族がいつも一つに集まれる場所。中心の設定を第一に考えます。 
●中心から眺める風景は、吹き抜けから差し込む太陽の光によって変化して
いきます。家族の気配を感じる吹き抜け、日向ぼっこをしたり、近所の人
とお喋りしたり、日本の住宅にみられた縁側のような場所。このように家
族のつながりが感じられる空間づくりを大切にします。 
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空 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは災害復旧にいち早く取り組んできた、設計・施工グループです。 
●人が暮らす空間づくりには、施主様の想いをいかにカタチにできるか。そこに暮らす人が幸せで 
 豊かになれるモノづくりをすること。たくさんの想いを胸に専門のプロが手を取り合い、その想いに応えます。 
●そして、皆様の住宅に関する様々な相談・疑問には些細な事でもいち早く応えられるような、身近な存在でありたいと思います。
●どんな時でも見上げれば誰の上にでもある空のように、自由に想い描いたような家をつくる。 
 施主様の想いに共感し、その想いをカタチにかえていく。私たちはそんな建築の仕事を大切にし、 
 そこに暮らす人の想いが感じられる家づくりを目指しています。

岩手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 



 

 

   

 

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 花巻市湯本 2-54-16 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／0 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／0社、設計／3社、施工／5社、その他／3社） 価格帯 1,800～2,280万円 

代表者名 藤田好造（株式会社拓三建設代表取締役社長） 価格の基準面積 132.5 ㎡(40坪) 

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 
佐藤さよ子 
[メール] sayoko@ssroom.jp 
[電話] 0198-27-4447 [ＦＡＸ] 0198-27-4906 

＊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://ssroom.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
高齢者に優しい住まいづくり 
●省エネ、バリアフリーはもちろんですが、お友達が入りやすい、縁側でお
話ができる開放的な空間、だれか泊まりにきたら対応できるタタミコーナ
ーなど人が集う家 
 （図①A、図①B 参照） 
 
将来のライフスタイルの変化に対応する家づくり 
●省エネ、風通しがよい間取りはもちろんですが、家族構成を大事にする、
特に子供の成長に順応できる、細やかな収納計画、耐震をなるべく外側に
とり増改築がしやすい、合理的な動きができる家 
 （図②A、図②B、図②C 参照） 
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ＴＨＭネット‘99 
岩手県県南地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●長い時間を経て受け継がれてきた、地域ならではの建築。 
 東北に長く、多様な気候を持つ日本では、古来より土地土地に適した素材や技法が磨かれてきました。 
●そこには一括大量生産や安価素材で、コストや施工期間を最優先する昨今の住宅とは異なる、 
 日本特有の精細さや技術力を伴った家づくりの文化があります。 
●わがグループはともすれば軽視される傾向にあるそうした地域性の長所を意識しながら、 
 新しい技術を取り入れた快適住宅を目指し活動を行ってきました。 
 勉強会では会員同士が手がけた住宅を批評しあうこともあり、具体的な情報も包み隠さず意見を交わし、 
 さらに北欧に視察を行うなど、13年間活動を継続してきました。

岩手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。

図①A 平面図 

図①B 外観パース 

図②B 1F 平面図 図②C 2F 平面図 図②A 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 遠野市早瀬町2丁目 7-31 （株）立石工務店内 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／2 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／3社、設計／3社、施工／5社、その他／9社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 及川幸太郎（株式会社立石工務店代表取締役社長） 価格の基準面積 78㎡ 

主な受賞歴等 ・遠野の木造住宅コンテスト優良賞 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
浅沼まい 
[メール] mai@tateisi.jp 
[電話] 0198-63-1731 [ＦＡＸ] 0198-63-1735 

＊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://tateisi.jp   

[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。 
 
岩手県の気候風土な住まいづくり 
●岩手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」
を設置、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。 
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かみへいの里創りネットワーク 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「かみへいの里創りネットワーク」は岩手県の業者を中心に組織されており、 
 岩手県全域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。 

岩手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。

欄間付きドア



 

 

   

 

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 釜石市鵜住居町3-8-3 釜石地方森林組合事務所兼モデルハウス内 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／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／1社） 価格帯 800～1,000万円 

代表者名 立花 功（株式会社リンデンバウム遠野代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・2004 年「みつわ台の家」千葉県建築文化賞（環境に配慮建築物）
・千葉市優秀建築賞受賞 

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 
岩手県森林組合連合会 復興支援窓口 担当：平野 
[メール]iwamori3@echna.ne.jp 
[電話]019-654-4421 [ＦＡＸ]019-654-4420 

＊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://iwatemoriren.org/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
｢森の貯金箱｣は、壁の芯まですべて岩手の木で 
つくる住まい 
●4m×10.5 ㎝角のスギ無垢柱材を連結したパネルで屋根、壁、床を構成し、
従来の木造住宅の約3～4倍の木材を使用する温もりにあふれた住宅で
す。 
●木材寸法の統一、工場生産によるパネル化で工期短縮になり、経済的です。
 
生活変化に対応した住まいづくり 
●パネル化した部材は取り外しが可能であり、増改築や解体・移設が容易で
す。 
●内部の仕上げは、木に塗装することはもちろんクロスや和紙も自由に貼れ
ます。 

＊白壁の例(予定としては板壁) 

1F・2F平面図 
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｢森の貯金箱｣復興住宅プロジェクト 
釜石地区（釜石市、大槌町） 
[グループの特徴とメッセージ] 
森林の機能をそのままに、住宅に取り入れた家づくり 
●森林は二酸化炭素の吸収源であり、木材は燃やされない限り炭素を固定してくれます。 
この木材を贅沢に使用した住宅は、まさに「森の貯金箱」なのです。 
●再生可能な地域の森林資源を活用することで、環境に貢献できます。 
●地域の森林を管理している森林組合と使い手である地域工務店・設計事務所が連携し、木の良さを最大限に活かしながら、 
木材寸法の統一・工場生産によるパネル化等により工期を短縮し、低廉で良質な住宅供給を行います。 

岩手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 北上市平沢 12-34 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／1社、施工／4社） 価格帯 1,300～1,800万円 

代表者名 小菅 誠 (小菅工務店代表取締役) 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・省エネ住宅市民セミナー開催（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 
小菅 誠 
[メール]－ 
[電話] 0197-64-3769 [ＦＡＸ] 0197-65-0630 ＊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 グループHP : http://e21kitakami.web.fc2.com/

代表者HP : http://kosuga.biz/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
低燃費での全館暖房により家庭内事故を未然に防ぐ家を
●家づくりにおいて見落とされがちなのが建築後の光熱費、特に寒冷地岩手
では冬期の暖房費がその大半を占めます。 
●私たちは北海道の工務店グループに属しており、低燃費での全館暖房確立
により交通事故の倍とも言われる家庭内ヒートショック事故を未然に防
ぐ家づくりをしている団体です。 
 
建築後変化する家族構成をも見据えた可変的な家づくり
●局所暖房のため、細かに仕切られた従来の間取りは、家族構成が変わった
り、身体に障害が出た際に大きなバリアとなっていました。 
●将来起こり得る変化に対応できるよう柔軟克つシンプルなプランニング
を提案します。 
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アース２１・きたかみ 
岩手県県南および沿岸南部地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●今回発足するにあたり中心となっているアース２１・きたかみは母体となる組織が北海道にある、地域密着型工務店グループです。
●北海道工務店との技術交流で蓄積されたノウハウを生かし、 
 寒冷地岩手で完成後も光熱費の負担が少なく身体への負担も軽減できる家を目指します。 
●また流通においては県産木材を出来るだけ多く使うことはもとより、家づくりのパーツとして県内には 
 高性能サッシを作る工場やペレットストーブを作るメーカーが存在します。 
●私たちはこの点にも着目し、一件の家に対して出来るだけ多くの県民が関わることによる経済効果をねらい、 
 元気な岩手復興の一翼を担えればと思っております。

岩手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 北上市村崎野16-177 （株）坂田建材 ecoプラザKITAKAMI 内 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／1 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／3社、施工／15社、その他／1社） 価格帯 1,680～1,900万円 

代表者名 河崎東美彦（株式会社坂田建材社長） 価格の基準面積 78.5 ㎡～ 

主な受賞歴等 ・住宅あんしん取次店 
・展示会開催(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 
鈴木幸二 
[メール] suzuki＠sakatakenzai.co.jp 
[電話] 0197-66-2210 [ＦＡＸ] 0197-66-2714 

＊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.sakata-ssk.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
少人数家族の快適生活！ 
●内装には県内産木材による仕上げをし、自然のぬくもりを感じながら生活
ができます。 
●ペットと一緒に快適生活がおくれる仕様もご用意しております。 
 
岩手県にあったあたたかな住まいづくり 
●太陽光発電システムを標準装備とし、家全体の総合光熱費を大幅に削減し
ます。 
●冬は寒く、夏は暑い岩手県。熱交換式換気システム採用により、自然の空
気を取り入れながらも温度差の少ない生活をご提案します。 
●自然の素材と最新のエコ商品とのコラボで長期にわたり快適生活が体感
できます。 
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「ｅｃｏプラザ」 
岩手県(花巻、北上、奥州、宮古他) 
[グループの特徴とメッセージ] 
●県内に多くの営業所(花巻、北上、盛岡、宮古、奥州)がある建材店、株式会社坂田建材を中心とし、 
 工務店、建材問屋、設計事務所で構成したグループです。 
●実績のある工務店の技術と、最新の住宅設備、使いやすさを優先した設計にて今後の住宅環境をサポートします。 
●また、北上市にショールームがあり直接手に触れて体感できます。 
 施工体制も地場工務店が１５社加盟しており安心の施工体制があります。 
●建材店が中心のため、第三者機関の検査機関や瑕疵保険業者、建材メーカーとのパイプが太く、 
 最新の情報もお客様へ提供できます。 

岩手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。

快適ハウス南面

快適ハウス1F 平面イメージ画像 快適ハウス2F 平面イメージ画像 太陽光も標準装備 



 

 

   

   

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 北上市九年橋一丁目10番 29号 千田工業(株)住宅事業部内 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／3 社、製材／2 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2 社、設計／3 社、施工／2 社、設備／8 社、素材生産業者／
1社） 

価格帯 2,000～2,500万円 

代表者名 千田和秋（千田工業株式会社代表取締役社長） 価格の基準面積 150㎡ 

主な受賞歴等 

・平成 23年エコ･ハウスコンテストいわて 金賞 
 設計：(株)髙橋設計、施工：千田工業(株) 
・平成 20年エコ･ハウスコンテストいわて 大賞 
 設計・施工：千田工業(株) 

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 
千田敏夫 髙橋清勝 
[メール] honsha@chidatec.com 
[電話] 0197-63-3207 [ＦＡＸ] 0197-63-3210 

＊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 http://www.chidatec.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域材、伝統的工法にこだわった 高断熱・高気密住宅 
●漆喰の真壁にヒバの下見板張を巡らせた外観。張り出した庇が夏の日差し
をさえぎり、重厚も醸し出しています。 
●岩手県産の杉、アカマツが珪藻土塗壁とバランスよく配された『心地いい
木の家』 
 
シンプルなプランで時代が求める高断熱・高気密住宅 
●ふるさとの景観・環境に配慮しながら、次世代省エネ基準に比べ、消費エ
ネルギーを半分、三分の一以下に抑えたQ1.0（キューワン）住宅を実現
しています。 
●バリアフリーの視点から平屋建てを採用。古民家再生で培ったノウハウを
もとに屋根を大きくとりゆとりを感じさせ、車椅子でも出入りできるスロ
ープをもうけた高齢者にやさしい家。 
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木の家でふるさと岩手を復興する会 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちのグループは、卓越した設計力と建材供給のネットワーク、そして長年の実績を誇る確かな施工技術で 
 『心地いい 木の家』づくりに取り組んでいます。 
●子供からお年寄まで健やかに暮らせる住まい、あたたかな家族につつまれた暮らしの空間をご提案いたします。 
●「自然素材や地場の木材による健康的で調和の取れた住まい」、「省エネや地球環境を考えた自然にやさしい住まい」、 
 「家族のライフスタイルや将来設計を見据えた快適な住まい」そんな暮らしのある住まいづくりの“イメージ”を“かたち”にする。
 それが私たちのテーマです。 

岩手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 北上市鍛冶町2－14－23 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／2 社、製材／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／2社） 価格帯 1,800～2,200万円 

代表者名 平野敏秋（平野建築事務所所長） 価格の基準面積 130㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 地盤調査費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
千田篤良 
[メール] hirano-a-studio@aqua.plala.or.jp 
[電話] 0197-64-0855 [ＦＡＸ] 0197-72-5768 

＊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]
将来性 
●資材や工法の標準化を図りつつも、ポイントでは自由設計ならではの、可
変性や依頼主に合わせたオリジナル性を持たせて、伝統的な木造軸組工法
の良さを感じてもらえる様な家づくりを目指したいと考えております。
 
可変性 
●地域型復興住宅のコンセプトにもある自由度のあるプランとする事で、将
来の増改築やライフスタイルの変化に対応出来る家づくりとする。 
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グループ『年輪 growth ring』 
内陸南部・沿岸南部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達は、北上を拠点としたグループになります。対象地域は広いですが、グループ一丸となって対応致します。 
●各構成メンバーは、経験豊富なベテランから伸び盛りの若年層まで幅広く従事しておりますので、 
大変活気のある体制になっております。 

●依頼主の要望に添う様なプランニングはもちろんの事、経年劣化の維持管理に至るまで、対応してまいります。 

岩手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 北上市北鬼柳33-70 （株）北洲本店内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 128 社（H26.06.19 現在）（原木供給／10社、製材／12社、
建材流通／10社、プレカット／4社、設計／6社、施工／86社） 価格帯 1,300～1,600万円 

代表者名 千葉龍二郎（千葉建設株式会社代表取締役社長） 価格の基準面積 90.26 ㎡ 

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 
高橋一博 
[メール] k.takahasi@hokushu.net 
[電話] 0197-64-7371 [ＦＡＸ] 0197-63-2870 

＊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   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
住環境にこだわった暖かい家づくり 
●本商品は住宅性能に妥協せず、次世代省エネ基準の住宅性能にこだわりま
した。暖かい住まいは身体を安らげ、気持ちを穏やかにします。新たな住
まいを復興へ向かう活力の源としてご活用頂ければ幸いです。 
 
岩手の“曲り屋”から受け継いだ、伝統の大屋根 
●復興住宅とは言っても、後世に残る資産として格好良くなければならな
い。この信念を元に、古民家に代表される大屋根のデザインをモチーフと
しました。ひとつ大きな屋根の下、ご家族が一丸となり、復興へ向かって
欲しいという願いを込めました。 
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東北優良住宅研究会 岩手支部 
岩手県（県央、県南、沿岸）地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●住宅瑕疵担保責任保険、またはリフォーム工事瑕疵保険の届出・登録事業者である工務店様・リフォーム会社様と、 
 木材・建材・設備の住資材流通業者により構成される、地域に根ざした安心で優良な住まいづくりの団体を正会員とし、 
 各優良メーカー、商社、建築ソフト会社、設計事務所など住宅産業に係る様々な会社を賛助会員とした 
 岩手県と宮城県を中心とする組織の岩手支部です。 
●長期優良住宅の普及啓発を進め、質の高い住宅を目指し、各エリアの地域密着の安心で優良な工務店が相談窓口となり 
 安心・安全な住まいづくりをご提案いたします。 
●昨年に引き続き、国交省Ｈ２５年度地域型住宅ブランド化事業に採択されたグループでもあります。 

岩手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 北上市村崎野17地割 152 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／2 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／2社、その他／５社） 価格帯 1,300～1,600万円 

代表者名 太陽住宅株式会社 代表取締役社長佐藤 功 価格の基準面積 約 100㎡ 

主な受賞歴等 ・(社)岩手県設計事務所協会所属 
・(社)岩手県宅地建物取引業協会所属 

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､冷暖房機器､カーテン 

連絡窓口 
佐藤 功 
[メール] info@taiyo-jtk.jp 
[電話] 0197-66-3222 [ＦＡＸ] 0197-66-3932 

＊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.taiyo-jtk.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強固な家づくり 
●プランの自由性を高く、バランスの良い設計で自然環境と調和する木造住
宅を提供します。 
●骨太構造と壁倍率の大きい強度な壁で、地震や台風に強い安心安全な住ま
いづくりをします。 

●熟練の大工の手刻みで木の性格の違いを見極め適材適所に材料を使用す
ることにより、より強固な家が生まれます。 
 
気候風土にあった自然環境にやさしい住まいづくり 
●光と風が入り込む窓や開口部のとり方で自然を呼び、なるべく機械に頼ら
ない快適空間を造ります。 
●高気密､高断熱施工で冷暖房器具に使うエネルギー消費を抑え自然にもや
さしい環境を造ります。 
●自然素材の建材を使うことで、自然の力で湿度調整し、カビやダニの繁殖
等を抑え、人と住まいに健康な環境を造ります。 
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太陽住宅グループ 
盛岡から一関までの内陸部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達「太陽住宅グループ」は地元で長年実績をつくってきた家づくりの技術者と職人が集まったグループです。 
 長年培ってきた技と知恵を生かし復興住宅の建築に貢献したく思っております。 
●あたたかい光と心地いい風が入り込む住宅は、岩手県のすばらしい四季を感じます。 
 この自然環境豊かな郷土を後世に引き継ぐため、省エネで環境にやさしい家づくりに取り組んでおります。 
●日々、ご家族が笑顔で暮らせる住まいをご提供するため【一棟入魂】の思いで頑張ります。 

岩手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。

しっかりとした躯体構造 

高気密・高断熱加工やわらかな光は 1階にも 
注がれます 

開放的でさわやかな空間です 



 

  

   

 

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 北上市上野町3-26-5 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／3社、設計／6社、施工／5社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 赤坂忠美（赤坂建築事務所代表） 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 
赤坂忠美 
[メール] qqbk4db9k@abeam.ocn.ne.jp 
[電話] 0197-64-1227 [ＦＡＸ] 0197-64-1343 

＊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]
復興と町並みに配慮した家づくり 
●被災前の町並みをイメージし、そこに住む地域の人々が安全で快適で楽し
く生活できる環境を創作します。 
●個々の住宅は和風を基本とし、落ち着いたデザインと色彩で構成したいと
思います。 
 
快適な住環境で省エネに寄与する住まい 
●”夏の涼しさ” と ”冬の暖かさ”をコンセプトとし年中変わらぬ温熱環境を
実現します。 
●高断熱・高気密・電化住宅を採用した省エネ住宅、自然光・風を上手に利
用し、ランニングコストを抑える住まいを可能にしたいと思います。 
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復興住宅建築グループ きたかみ 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●複数の設計者・建設業者・木材供給業者等で構成されたグループです。 
 依頼者の要望に早急に対応できるシステムで、順次取り組んでいきます。 
●先進の住宅レベルでの対応可能な技術集団です。 
●復興住宅は良質で低価格と相反する面もありますが、設計工夫と効率の良い施工力を駆使し挑戦したいと思います。 

岩手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 北上市下江釣子10-63 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／2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 1,200～1,800万円 

代表者名 伊藤晴友(有限会社丸安工務店代表取締役) 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 21年長期優良住宅先導事業採択 
・平成 24年木のまち整備促進事業採択 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
伊藤陽介 
[メール] Fp-daiku@basil.ocn.ne.jp 
[電話] 0197-73-5463 [ＦＡＸ] 0197-73-5466 

＊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]
高性能住宅への取組み 
●トップランナー基準を取得 
●高断熱・高気密だけではなく、太陽光発電システム・ヒートポンプ暖房・
ＬＥＤ照明など住む人に合わせて最新の設備を提案し、快適な生活環境だ
けでなくランニングコストを抑えたお財布にも優しい住宅を提案してい
ます。 
 
住む人それぞれの間取り 
●本当に使いやすい間取りの提案 
●復興に伴いたくさんの住宅建築が予想される中、それぞれの家庭ごとの生
活スタイルに合わせた間取り提案を行います。お休みになる寝室などの主
要なお部屋だけでなく、収納や窓の位置まで住む人に合わせた提案を行い
ます。 
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復興の家・匠 
県南地方 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地元の復興と地元の皆さんのことを考えた住宅造りを目指しています。 
●高性能住宅の施工を何年も前から取組み、お客様の要望を叶え、住宅に住まれてからのアフターなど、 
 常にお住まいになるご家庭の安心やサポートに力を入れております。 
●グループ内各業者は高性能住宅の実績を持ち、安定した高性能住宅のご提案をすることができます。 

岩手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。

※打合せで使用した外観イメージ 



 

 

   

   

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 北上市和賀町藤根17地割 54番地 1 マルケイ建設(株) 主な構造・工法 木造軸組工法（HPパネル工法） 

グループ構成 合計 6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／1社） 価格帯 1,200 万円～2,000 万円 

代表者名 髙橋伸夫(マルケイ建設(株)代表取締役社長) 価格の基準面積 100㎡～165㎡ 

主な受賞歴等 ・いわて優良木造住宅コンクール優秀賞受賞(平成 5年) 
・いわて優良木造住宅コンクール奨励賞受賞(平成 9年) 

価格に含まれない 
項目 地盤改良工事費・外構工事費・各種申請手数料等 

連絡窓口 
マルケイ建設(株)営業課:及川雄 
[メール] info@marukeikensetsu.com 
[電話] 0197-73-5331 [ＦＡＸ] 0197-73-5217 

＊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.marukeikensetsu.com/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域性への順応を 
●「郷に入っては郷に従え」を基本として、建設地における気候なり風土な
りに適す住宅をご提案いたします。復興住宅に対しても、この考えを持っ
て取り組んでまいります。 
 
時と場合によって…のご提案 
●この案件は、敷地の東側に三角形状のある変形敷地が条件。建物は水平垂
直という考えが一般的ですが、今回は三角を有効に使う方法を考えまし
た。斜のラインによる空間の広がりが新鮮です。 
●建設した場所は、夏は高温多湿、冬は氷点下で多雪といった地域です。正
負の熱容量を損失無く合理的に使えるよう、高性能フェノールフォーム保
温版を使用した高断熱仕様の住宅となっており、光熱費の減少を考慮して
おります。 
 
環境とお財布へエコなアプローチ 
●寒いからストーブを追加する…といった足し算的な発想から、少ない熱を
減らさないように…といった合理性のある発想を提案し、環境にもお財布
にもやさしい住宅を提案させていただきます。 
●また、タフな資材や実績のある建材の提案など、建設後ランニングコスト
のかからない、手のかからない住宅をご提案させていただきます。 
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マルケイ住宅 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●マルケイ建設(株)を中心とした生産グループです。 
●『社会への貢献は地域ビルダーの責務』を会社の柱とし、常にお客様や地域の中心にいたいという理念のもと、 
 生活の拠点である家の建設や公共建設工事(岩手県A級)に携わっております。 
●今までの実績をこれからの住宅建築へ技術をフィードバックすると共に、先進技術の導入開発に積極的に挑戦し、 
 高耐久・省エネ・劣化軽減・環境への配慮など、これからの長期的に優良な住宅として求められる必須要素を網羅し、 
 凌駕して行きたいと日々取り組んでおります。 
●『家』に想う事を皆様と一緒になって考え、共有していきたいと思っております。

岩手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 奥州市水沢区佐倉河天井町2-2 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／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／2社） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 菊池幸修（岩手共販株式会社代表取締役） 価格の基準面積 105㎡ 

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 
菊池智恵 
[メール] lifame@iwakyo.co.jp 
[電話] 0197-22-2040 [ＦＡＸ] 0197-25-3180 

＊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.iwakyo.co.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
長寿命にこだわった高品質な家づくり 
●エネルギーを極力使わず、エネルギーを生み出し、永く暮らすための今も
っともＥＣＯな家。 
●家の寿命を２００年にしたいという目標値のもとに設計されており、十数
年後のメンテナンスを視野に入れた外壁、住む人の健康に配慮した壁紙、
使い込むほどに美しさが増す無垢の床材、さらには太い柱やたしかな構造
計算がもたらす地震対策も万全である。 
●メンテナンスにかかる費用の低減化も実現。３５年後をひとつの目安に、
そこまでにかかる費用を一般住宅と比較すると、1,000 万円以上浮かせる
ことができる計算になる。 
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岩手共販株式会社 
岩手県：奥州市・北上市・花巻市・一関市・西磐井郡 
[グループの特徴とメッセージ] 
●幅広いグループ構成により、平時よりも一層の住宅需要に対応することが可能な体制を整えております。 
●長期優良住宅対応の参考プランを元に、お客様のご要望に沿った間取りや仕上材などにお応えし、変更が可能となっております。
●私たちは、地域型復興住宅の生産供給を通じて、被災者の住宅再建や地方公共団体の災害公営住宅建設に寄与します。 
●又、地域における雇用の創出や産業振興に貢献したいと考えております。 

岩手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 奥州市水沢区神明町2-4-12 田中雄一建築研究所内 主な構造・工法 木造軸組工法 

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

代表者名 田中雄一 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・H17年(旧水沢市)都市景観賞 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 
田中雄一 
[メール] ytanakaaa@ybb.ne.jp 
[電話] 0197-23-8260 [ＦＡＸ] 0197-23-6581 

＊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.ytanakaaa.net   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域の風景になじむ住宅 
●周囲の田園風景になじむ外観とサンルームのある住まい。 
●家の中から廻りの景色を楽しめる空間づくりを心がけました。 
事例:木造軸組構法 平屋 設計・監理 :田中雄一建築研究所 
 
吹抜けのある家族の気配が感じられる家 
●土間空間があり近所のひとが気軽に立ち寄れる空間を持った家。 
●暖房はパネルヒーティングで冬も快適な生活空間になっています。 
事例:木造軸組構法 2階建て 設計・監理 :田中雄一建築研究所 
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いわて環境住宅研究会 
岩手県南地方、県央、沿岸南部地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地域に根ざした住まい作りをしている設計事務所、工務店がひとつになっていわての環境、風土にあった家を提案します。 
●これからの住まいはまず、安全で安心な住まいでなければならないと思います。 
 そのためには建物の耐震性も大事です。耐震性は希望により耐震等級2～3を確保します。 
●さらに、これからは省エネ住宅でなくてはなりません。無駄なエネルギーの消費をできるだけ押さえる為にはまず、 
 建物の断熱をきちんとしなければなりません。省エネルギー性も希望により省エネ等級3～4を確保します。 
●その上で、それぞれの生活スタイルにあった住宅を提案致します。 

岩手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 一関市竹山町3番 9号 主な構造・工法 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／3社、プレカッ
ト／1社、設計／1社、施工／1社） 価格帯 1,400～1,650万円 

代表者名 佐藤美智男（伸和ハウス株式会社代表取締役社長） 価格の基準面積 110㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 23年エコハウスいわて金賞受賞。 
・平成 20 年～平成 24 年まで「いわてエコ。ハウスビルダー」とし
て13棟の「Q1住宅」を完成。普及に努める。 

価格に含まれない 
項目 屋外給排水工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
佐藤 淳（あつし） 
[メール] Asj-atsushi@shinwahouse.co.jp 
[電話] 0197-25-5372 [ＦＡＸ] 0197-24-6379 

＊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.shinwahouse.cojp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
県産材にこだわった地震に強い家 
●標準仕様の県産材は建物の骨組み部分（土台・柱・梁・桁・母屋）に使用
し、接合部（仕口）には金物（TEC-ONEP5）を使用することにより、従
来の在来木造住宅よりも丈夫になっております。 
●外まわり全てに耐力パネルを施工。水平面は床だけではなく、小屋裏にも
合板を貼って三層の剛床構造とします。合せて7面体耐震構造になりま
す。 
 
寒冷地にあった「暖かな」住いづくり 
●標準仕様は次世代省エネ基準。 
●高断熱・高気密住宅の仕様は、安価な高性能グラスウール+気密シートで
施工します。 
●全棟気密測定の上、お引渡しいたします。2.0ｃｍ～0.８cm（隙間相当面
積）の高い施工精度により「省エネ」と「快適な空間」を提供致します。
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はなの郷ネットワーク 
沿岸南部・岩手内陸 
[グループの特徴とメッセージ] 
●【ＨEISS】は、High quality＝高品質、Energy saving＝省エネ、Iwate＝岩手、Safe＝安心、Support＝支援。 
 この頭文字に復興の思いを込めて名付けました。 
●私たちはこれまで、お客様お一人お一人に合った納得の自由設計（フリープラン）を、「いわてエコ・ハウスビルダー」として
取り組んできた高断熱住宅の技術と、岩手県産木材の唐松集成の耐久性の高さに拘り、良質な住宅を提供して参りました。 
●「はなの郷ネットワーク」では更に全ての建物に長期優良住宅の認定を取得し、安全で快適な住まいを通して故郷・岩手の 
 復興を支援致します。 

岩手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。

天井/吹き込み用
グラスウール 

壁/高性能 
グラスウール 

床下/グラスウー
ル断熱材 

気密測定

２階プラン１階プラン 
※外観イメージ写真です。外構は含まれません。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 奥州市水沢区佐倉河字慶徳71番地内 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／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／5社、その他／16社） 価格帯 1,200～1,700万円 

代表者名 菅原正聡（EC南部コーポレーション（株）代表取締役） 価格の基準面積 108㎡ 

主な受賞歴等 ・安全活動(安全大会)グループで年1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 

那須川幹子 
[メール] mikiko@ecnanbu.jp 
[電話] 0197-22-2277 [ＦＡＸ] 0197-24-2555 
女性専用相談窓口は、上記連絡先もしくは080-1686-8055 
那須川幹子まで。 

＊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.ecnanbu.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
環境への配慮にこだわった快適な住まい 
●長期優良住宅の認定仕様により、断熱及び耐震性能を高める設計。 
●将来の家族構成の変化に対応できるスケルトン＆インフィル設計や高齢
者に配慮したバリアフリー設計の提案。 
●夏場の湿気対策として、自然の風が入る窓と抜ける窓を各部屋ごとに効果
的に配置し、省エネ効果を高めます。 
 
岩手の風土に合った住まいをご提案します 
●地域の生活習慣にも対応した間取りを考慮。必要に応じて広い空間を可能
にする設計。 
●核家族から親世帯同居の家族まで様々な家族構成に対応できる間取りを
提案。 
●岩手の広大な自然風景を損なわないような建物の色や外観デザインを提
案。 
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復興・歩の会（あゆみのかい） 
岩手県南部から沿岸南部の地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●奥州市、北上市、一関市に5ケ所の拠点を設け、参加各社と連携をとりながら、 
 岩手県南部から沿岸南部の地域に対応いたします。代表企業、EC南部コーポレーション（株）社屋内に、 
 被災された方や自治体からの相談を受ける「復興・歩(あゆみ)の会被災者相談窓口」を開設しております。 
●本グループの住宅は、長期優良住宅の認定設計を標準仕様とし、断熱や耐震性能を考慮し、 
 環境への配慮ができる設計をいたします。又、家族構成の変化に対応できるよう、間仕切りの変更可能なSI 設計、 
 高齢者に配慮したバリアフリー設計をご提案いたします。 
●尚、女性専用の住宅相談窓口をEC南部コーポレーション（株）社屋内に併設し、設計・施工・アフターの相談がしやすい 
 仕組みを構築しております。 

岩手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 奥州市胆沢区若柳字甘草203番地内 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／2 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／10社） 価格帯 1,900～2,500万円 

代表者名 小野寺正英（有限会社工務店おのでら代表取締役） 価格の基準面積 123㎡ 

主な受賞歴等 ・県南地域振興局林務部内「胆江地域材での家づくり研究会」にて活動 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 
阿部貴志江 
[メール] touryou@isis.ocn.ne.jp 
[電話] 0197-46-3447 [ＦＡＸ] 0197-46-3498 

＊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]
住む人が安心できる懐かしさの家 
●気温の変化に対応した暖かく住みよい家造り 
●耐震性を兼ねた目に見える骨太の地域材の家 
 
神々しい海と共生した家造り 
●変動する地域で厳しい環境にも対応した外観 
●内部は住む人を安心させる新しさを兼ね備えた造り 
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胆江地域型住宅づくり研究会 
大船渡市、陸前高田市 
[グループの特徴とメッセージ] 
●岩手県南を拠点とするグループとして災害復興に団結して取り組み、岩手の力を示したいと思っています。 
 特に「胆江地域材での家づくり」研究会を基本にしてグループ活動を行っており、林業の復興と合わせ、 
 県南地域材での沿岸地方の復旧復興を願うところです。 
●神々しい厳しい自然と共生するため、新しい住宅仕様を取り入れ受け継がれる技術等グループの結束力で災害復興の一翼を 
 担いたいと思っております。 
●岩手県は広い面積や森林県と自称しながらもそれら持てる資源を有効に活用されていないので、 
 木材資源の供給復興も合わせて呼びかけていきます。

岩手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 奥州市江刺区南大通り2-12 小田嶋林業（株）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／2 社、製材／2 社、建材流通／０社、プレカ
ット／０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 小田嶋弘行（小田嶋林業株式会社代表取締役） 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 
小田嶋 
[メール] iemor@pup.waiwai-net.ne.jp 
[電話] 0197-35-1611 [ＦＡＸ] 0197-35-1612 

＊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]
岩手の気候･風土にあった快適な住まい 
●数年住む間に合わせの住宅ではなく長く住める丈夫な住宅を建てること
が必要です。 
●家族構成や生活様式などのニーズに対応し低価格で高品質な住宅を目指
します。 
●岩手は四季によって温度や湿度が変化します。そこで、岩手の気候で育っ
た県産木材を多用し耐久性の高い建物を造ります。 
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奥州 小田嶋 
岩手県南部地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●経験豊富なスタッフでお客様のご希望を考慮し、且つ地域の気候風土に合った家造りが特徴。 
●家族が笑顔で暮らせる住まいづくりをお手伝いします。 

岩手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 奥州市江刺区愛宕字酉丸277-3 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 社（原木供給／1 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／7社） 価格帯 1,300～1,600万円 

代表者名 管野政彦（カドチョウ商事株式会社（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 
高橋幸司 
[メール] aej97590@wave.odn.ne.jp 
[電話] 0197-31-2338 [ＦＡＸ] 0197-31-2318 

＊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]
家族の成長を考えた家づくり 
●地域産にこだわる住まい。 
●岩手県産の木材を使用し息遣いを感じられる家づくりをします。 
 
歴史や地域性を大切にした家づくり 
●地域に対する思い・・・ 
●未来を見据えることはまた過去を大切にすることでもあります。慣れ親し
んだデザインは心を落ち着かせ明日への活力を育んでくれるものです。地
域環境に溶け込む歴史あるデザインを表現した住宅です。
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ＫＤＳ復興グループ 
岩手県 県南地区 
[グループの特徴とメッセージ] 
●ＫＤＳ復興グループの参加企業は、岩手県県南地区で長い年月皆様からの御愛顧を賜っております 
 建築設計・施工・建材資材供給の総合企業体です。 
●この度の震災で被災された皆様におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。 
 とはいえ、私どもも多少の差はあれ皆様と同じ境遇であることに違いはありません。 
 復旧復興を目指す一員として共に歩んでいければと考えております。宜しくお願い申し上げます。 

岩手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 奥州市江刺区愛宕字前中野255番地 主な構造・工法 木造軸組外断熱パネルSR工法 

グループ構成 合計 15 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／9社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 松坂弘光（佐野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  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 
及川真由美 
[メール] info@sanokensetsu.co.jp 
[電話] 0197-35-0811 [ＦＡＸ] 0197-35-0920 

＊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.sanokensetsu.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
広さより使いやすさにこだわったコンパクトハウス 
●小さいながらも住む人の動線を意識し、どこへ行くにも無駄なく移動でき
ストレスを感じません。 
●家事動線を第一に考え、キッチンを家の中心へ配置。買い物帰りも玄関か
ら近く、サニタリーや各室も近く感じられ家事も楽々です。 
●LDK をオープンスペースにすることで広々とした団らんスペースを確保
しています。 
 
岩手の風土にあった土間のある家 
●家と自然をつなぐ土間スペース。玄関を通らず家庭菜園や庭仕事へ、また
親しいご近所さんとの語らいの場やペットの遊び場として、さまざまな使
い道のある空間です。 
●和室を土間に隣接させることで、客間としてスムーズにお客様を迎える事
ができるように配慮しています。 
●2階はフリースペースを設け家族の共有スペースに。家族の変化に合わせ
て部屋も増やせる間取りになっています。 
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ＧＳＲ 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達が目指すのは、地域の気候風土にあった四季を通じて快適な暮らしと、住む人が使いやすく次世代に受け継いでいける 
 住まいづくりです。そして、地域の景観に調和した外観デザインも大切だと考えます。 
 風土に合った家づくりのノウハウを活かし、独自のSR工法により高耐久・高性能な住まいを実現しています。 
●また、家族の成長や変化に合わせて、いつでもリフォームできるような構造・間取りを重視し、 
 広さよりも使いやすさ・動線を意識した住まいをご提案したいと考えています。 
 そして、木のぬくもりを活かし自然素材に囲まれた心と身体にやさしい住まいです。 
●風土に根差し、世代を超えて、未来への資産として地域の自然と共に末永く住み続けることができる住まいを 
 ご提案させていただきます。 

岩手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。

コンパクトハウス外観 

コンパクトハウス間取り 
岩手の風土にあった 
土間のある家 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 奥州市江刺区八日町2-3-8 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／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／1社） 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 小澤 修（株式会社オザワモクザイ代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・2010年度日本ログハウス・オブ・ザ・イヤー入賞 
・2005年トータルハウジング大賞入賞 

価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、太陽光発電など 

連絡窓口 
小澤 修 
[メール] info@ozawamokuzai.co.jp 
[電話] 0197-35-2318 [ＦＡＸ] 0197-35-6194 

＊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.ozawamokuzai.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
自然エネルギーと自然素材を生かした住宅 
●今回の震災により、いつもは当たり前のように使用していた電気もガソリ
ンも灯油も、自由に使えない事があることを経験しました。 
●この貴重な経験から私たちは、住宅で使用するエネルギーの一部でも自宅
で創り、そして住宅で使用される木材も、森林県である岩手の利点を生か
して県産材を豊富に使用した住宅部材の地産地消をめざします。 
●自然エネルギーと自然素材を生かした住宅を造ります。 
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自然エネルギー復興住宅生産協議会 
盛岡以南内陸部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●東日本大震災及び福島の原発事故以降、日本ではエネルギーの問題があぶり出されました。 
 日本は今までのように原子力や石油に頼ったエネルギーを使い続けて良いのでしょうか。 
 私たちの住んでいる地球、日本、岩手、そして子孫の為にも一度立ち止まって考えなければならない大きな課題なのではないかと
私たちは考えます。 
●住宅における使用エネルギーはこの日本全体のエネルギーの中でも小さいものではありません。せめて、私たちができる住宅
のエネルギー使用に関して、クリーンで再生可能なエネルギーの割合を少しでも増やしたいと考えます。 
●そのために、自然エネルギーである太陽光を利用した「太陽光発電」や、木質バイオマスエネルギーを利用した「薪ストーブ」
などを積極的に導入して、自然素材をふんだんに使用した「地産地消住宅」を目指します。

岩手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 奥州市江刺区愛宕字大畑303-7 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／2 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／3社、その他／1社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 安部建一郎（有限会社アトリエ匠・安部建築計画 代表） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・1991年第 1回岩手県優良木造住宅コンクール受賞 
・1998年第 8回岩手県優良木造住宅コンクール受賞 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
安部知子 
[メール] citro@touhoku.me 
[電話] 0197-35-6618 [ＦＡＸ] 0197-35-6915 

＊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]
心和む環境住宅 
人と環境に優しい住宅づくり 
●自然とのふれあいを大切にした住宅 
 人と人、家族と家族のふれあいを大切にした癒しのある住宅。人々と自然
の交流を大切にした癒しのある住宅。その交流の場で有限な地球の資源間
題に理解を深め、人間の生活も自然と資源の大きなサイクルの中に軟らか
く組み込まれ、資源を有効に使う循環型の住宅。 
●世代を超えて永く住む価値のある住まいづくり 
 家族構成やライフスタイルなどの社会の変化に長期にわたって対応でき、
永く住める住まい、耐久性のある住宅。 
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住環境コラボ岩手 
岩手県県南地方および沿岸南部地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●グループの特徴 
メンバーは、日頃の取引き関係を重点に構成されていることで互いの信頼関係が構築されており、 
良い仕事を残すことに誇りをもった人達です。仕事のパートナーであり、実力を備えたネットワークです。 

●住宅づくりとは、“人や家族の基本的な営み”であると捉えています。 
住宅づくりが面白く有意義で、家族にとって思い出深い基本的な人間の営みである事を感じて 
頂きたいと願って住宅づくりを行っております。 

岩手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 奥州市江刺区岩谷堂字北八日市239 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／1 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／1社、その他／12社） 価格帯 1,270～1,600万円 

代表者名 菊地勝彦（ホームテック菊勝 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 
菊地久美子 
[メール] home.t-k@pup.waiwai-net.ne.jp 
[電話] 0197-35-2089 [ＦＡＸ] 0197-35-2089 

＊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]
家族の温もりにこだわったフラットな家づくり 
●木造平屋建ての住宅です。 
●少数家族向け・高齢者世帯向きです。家の中心にＬＤＫを配し、その南側
には、サンデッキがあり、自然の息吹を感じながら暮らせる住宅です。
 
快適でお客様にあった確かな住まいづくり 
●高気密、高断熱はもちろんのこと、それぞれのご家庭にあわせた住まい（２
世帯住宅等）をご提案いたします。 
●オール電化、太陽光発電等のご希望にもお答えいたします。 
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ホームテック 
岩手県県南地方および沿岸地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちのグループは、「人にやさしく居心地のいい家」を目指しております。 
●安心して心からやすらげる場所。安全と丈夫さにこだわって1棟 1棟心をこめて造っております。 
●限られたご予算の中、お客様の思い描いている家造りのお手伝いをさせていただき 
私たちの持っている知恵や工夫でお客様に喜んでいただける住まいを一緒に造っていきたいと存じます。 

岩手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 胆沢郡金ケ崎町永沢北清水５９－６ 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／1 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／6社、その他／８社） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 菊地 建（金ヶ崎建築設計舎 代表） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 22年 グットデザインエキスポ2010出展 
※グループ構成員の受賞歴・活動内容 

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 
菊地 建 
[メール] archi-kanegasaki@ceres.ocn.ne.jp 
[電話] 0197-44-3162 [ＦＡＸ] 0197-44-3416 

＊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]
伝統工法による家づくり 
●構造材の継手・仕口は金物に依拠せず、栓と木材相互の組合せ（例えば渡
り腮、追掛大栓継ぎ）で構造を組み立ててゆく。柱は４寸角以上を標準と
する。梁・桁などは可能な限り、長尺材（12㎜、約 40尺まで）を使う
ことで、剛性を高める。 
●木の構造材は構造として見えなくなるのではなく、見せる・見えることと
によって木造住宅の美しさが生きてくる。木構造が見えることで住み手は
気持ちの安らぎを得られるはずではないだろうか。 
 又、地元の気仙杉・松を使うことで、材料に対する安心感も得られよう。
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気仙建築研究所 
陸前高田市、住田町、大船渡市 
[グループの特徴とメッセージ] 
●心落ち着いて住み続ける住宅を目標として設計・施工を心がけています。 
又、住み続けるためには強固な構造でなければいけないと思います。 

●私達、気仙建築研究所は100年住み続けることが可能な住宅を目標としています。 
●住む人々の生活の変化にも対応出来るような住宅を常に基本としています。 
●又、住宅は経済効率だけで建てるのではなく、美しくならねばないはずです。 
美しい住宅だからこそ、住み手は住宅を大切にして心落ち着いた住宅で過ごせるはずだと確信しています。 

岩手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 一関市大手町3－1 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／1 社、製材／2 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／2社） 価格帯 1,410～1,700万円 

代表者名 佐々木市郎（株式会社アルファ建設 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・社会福祉関連作業所等の新築及び大規模改修工事（実績2棟） 
・いわて木造住宅耐震改修事業者としての営業活動 

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 
佐々木市郎 
[メール] k.arufakensetu@mist.ocn.ne.jp 
[電話] 0191-31-8508 [ＦＡＸ] 0191-31-8507 

＊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.k-arufa.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
老後の住環境を考慮したやさしい家づくり 
●平屋造りの、内部移動にやさしい間取です。 
●床板は、杉無垢板（30㎜）張りで素足でも温もりが感じられ、満一の転
倒にも考慮したやさしい仕上げです。 
●介護生活に対応出来る様考慮したトイレ洗面付個室も配置したやすらぎ
を感じる家です。 
 
身障者にやさしい快適な住まいづくり 
●駐車場から玄関までスロープを設置し、自力での車椅子移動を可能にして
あります。 
●室内へも無段差のアプローチを採用してあります。 
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アルファ建設 如月会 
岩手県陸前高田市、大船渡市地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●一般木造（軸組工法）住宅から鉄骨造商業施設まで 
建築全般（外構工事等付帯設備を含む）の設計、施工実績が有ります。 

●中でも中心事業は内地材利用の在来工法木造住宅の新築工事及び増改築工事に伴う耐震改修工事です。 
●木造老人福祉施設（デイサービス、老人ホーム）、児童福祉施設の施工も増加傾向にあります。 
●新築工事引き渡しから修繕、増改築工事へとリピートの御客様が多い事が当グループの特徴です。 

岩手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 一関市東五代4-3-301 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／2 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／2社） 価格帯 1,000～2,000万円 

代表者名 及川幸江（アートプランニングＯ株式会社 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 
及川幸江 
[メール] artplanningo@gmail.com 
[電話] 0191-48-3115 [ＦＡＸ] 0191-48-3116 

＊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]
木のぬくもりにこだわったモダンな家づくり 
●県産材の無垢材を、ほどよく､調和させる事で空間に豊かさを与え、暮ら
しの中に精神的な落着きえを与える。 
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オンリー 1 プロジェクト 
一関市、内陸、陸前高田、大船渡、釜石、大槌 
[グループの特徴とメッセージ] 
●主役はあなたです。 
●理想の暮らしにこだわる手助けをするのが私達の役目と思っております。 

岩手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 一関市萩莊字袋田136番地 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／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／3社） 価格帯 1,000～1,700万円 

代表者名 菅原治道 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、地盤改良費、浄化槽 

連絡窓口 
小野寺幸孝 
[メール]  
[電話] 0191-24-4459 [ＦＡＸ] 0191-24-3765 

＊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.sugano.e-arc.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域木材利用の家づくり 
●住宅の内部に柱、洋間の腰壁などに南部アカマツを使用して木材の良さを
取り入れた住空間を提供します。 
 
岩手にあった住まいづくり 
●家の方位などにも気遣い、採光の良くとれる快適で長持ちのする家づくり
を心掛けております。 
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スガノ建設復興住宅グループ 
岩手県陸前高田地方および大船渡地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●スガノ建設復興住宅は、要所に岩手県産材を使用して地域の復興、発展に貢献します。 
●廊下、階段、トイレなどメータモジュールとし狭いながらもゆったり感を出し、 
癒しのある建築を心掛けます。 

●バリアフリーを基本として設計におり込み、人にやさしい生活空間を作り出します。 

岩手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 一関市竹山町6-4 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／3 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／1社） 価格帯 1,550 万円～ 

代表者名 須田光宏（株式会社平野組 代表取締役社長） 価格の基準面積 71.21 ㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 

土地代、地盤補強工事、屋内・屋外付帯工事、浄化槽工事、外構工事、
設計料、諸費用等。 

連絡窓口 
日下 功 
[メール] kusaka@hiranogumi.co.jp 
[電話] 0191-26-3711 [ＦＡＸ] 0191-26-3718 

＊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.hirano-j.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
人と地球にやさしい岩手復興住宅 
●お年寄りの方も安全、快適に暮らすことができるバリアフリー設計。屋内
の動線をコンパクトにしました。 
●日中は家の外で過ごす時間も暮らしの中では大切。物干しスペース、ベン
チで休憩、ご近所との語らいの場として、多目的に利用できる寄合いアー
ケードを設けました。 
●大容量の収納スペースを間取りの中心に配置｡大事な家財をすっきり保管
できます。 
●間仕切りなしのひとつづきの大空間を東・南に配置。可動式家具でＬ・Ｄ・
Ｋ・洋室等自由に仕切ることができます。 
●ひろいトイレで気分もゆったり。 
●太陽光発電（2.76ｋｗ）を標準装備。 
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平野組住宅事業部グループ 
岩手県南部及び岩手県沿岸南部(主に大船渡以南) 
[グループの特徴とメッセージ] 
●人と地球にやさしい住まいづくりをテーマに、健康、省エネ、想いやりのある家づくりを心がけて、 
地域住宅生産者グループを新しく結成いたしました。 

●お年寄りの方にも安全、快適に暮らすことができるバリアフリー設計、先進の断熱材・ペアガラスの使用により、 
高断熱な暖かい家を実現します。さらに地域材を用いた良質・低廉な木造戸建て住宅をつくることにより、 
“人にやさしい家、自然にやさしい家”を、わたくしたちグループひとりひとりが真心こめてつくります。 

●地域の皆様に少しでも役立てることを願いつつ、少しでも早く、一歩一歩、確実に復興できることを祈ります。 

岩手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。

立面図 

立面図 

平面図外観パース 



 

 

   

 

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 一関市東山町長坂字柴宿7-151 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／2 社、製材／3 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 1,250～1,750万円 

代表者名 鈴木寿和（ひかり産業株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 82㎡～115㎡ 

主な受賞歴等 ・日本建築文化を守る会会員 
・WB工法第４回全国大会開催 

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 
鈴木寿和 
[メール] hikari@mist.ocn.ne.jp 
[電話] 0191-48-4788 [ＦＡＸ] 0191-48-4787 

＊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]
住みやすさと快適性にこだわった家づくり 
●夏と冬で家の性能が変わります。 
●壁を透湿性のある材料で仕上げ、部屋の結露を防ぎます。 
●外部を透湿性耐力面材で囲い、建物の強度を増し地震に強い家です。 
●シックハウス対策済み。自然の力で科学物質が減少し快適な室内空間を保
ちます。 
●太陽光発電を標準装備。 
●木造軸組在来工法なので将来の増築等にも対応可能です。 
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WB工法建築会 
内陸南部、沿岸南部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たち人間は季節に合わせ、衣替えをします。夏はTシャツ。冬はセーターを着るように。 
WB工法の家は夏は夏向きの家に。冬は冬向きの家に、電気や人力を使わずに家の性能を季節に合わせます。 
その高性能な住宅を設計し、造る工務店の集団です。 
※WB工法のWBとはW（ダブル＝2重の通気層）B（ブレス＝呼吸）で 
2重の空気層を持ち呼吸する家を表しています。 

岩手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 一関市大東町摺沢字上堺ノ沢29-2 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／2 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／1社） 価格帯 1,000～2,000万円 

代表者名 及川雅幸（株式会社及友技建 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、諸手続費 

連絡窓口 
菊地博之 
[メール] kikuchi@oitomo.jp 
[電話] 0191-75-3554 [ＦＡＸ] 0191-75-3730 

＊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.oitomo.jp  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
２階建てプラン 
●３２坪の２階建てタイプで、フリースペース部分は自由な間取りが可能。
●階段部分を、北中央とし、水回りユニットをまとめ、２階のフリースペー
スは、自由プラン室です。 
 
平屋プラン 
●２０坪の平屋建てタイプです。 
●高齢者対応としてスロープを設け、水廻り部は、ゆとりのある室内空間を
設けています 
●尚、間取りは自由なプラン設計が可能です。 
 

 236
Oitomo 
陸前高田市・県南地区（一関周辺） 
[グループの特徴とメッセージ] 
●約３０年、地元の皆様と共に成長してきた仲間で結成されました。 
●ひとつひとつは少人数で、決して大手メーカのような施工実績はありませんが、 
設計・大工共に一般建物や公共建物を多量に地図に残しています。 

●少人数体制だからこそできる、建てられる方と密着した体制で、 
「長年共に過ごされる空間をご提供させていただきます」 

岩手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 一関市大東町曽慶字砂子田14－2 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／1 社、製材／3 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／2社、設計／4社、施工／4社、造成／２社、大工、内装／９
社、水道／板金：２社） 

価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 佐藤 誠（佐藤工夢店株式会社 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 
佐藤 誠 
[メール] iriko@f5.dion.ne.jp 
[電話] 0191-75-4414 [ＦＡＸ] 0191-75-4462 

＊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.yumekoumuten.com  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
木の肌にこだわった癒しの家 
●予算に応じて極力木材（地場産材）を全面に出し長く住まわれても飽きな
い、子供や孫にも長く伝えられる家。１００年経っても壊したくない家。
皆、そんな考えは心の隅にあります。 
●そんな家を提供したいと考えております。 
 
住む人に合った快適な住まい 
●千差万別、人間は皆育ちも生き方も違います。その方々の気持ちをミーテ
ィング、設計等でとことん打ち合わせ、希望に出来るだけ近い家を造りた
いと思います。 
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復興サポーター大東 
岩手県内陸南部および沿岸南部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●設計、施工、材料等、以前よりグループとしての交流が有り、コミュニケーションが取れ 
今回の地域型復興住宅生産においてはますます団結が出来、在来軸組み工法住宅としての力が発揮できるものと思います。 

●被災された方々には心よりお見舞い申し上げる所でございます。我々職人と致しましては 
震災に遭われ復興を目指している方々のニーズに総力でお応えします。 
皆さんと一緒に頑張りましょう。 

岩手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 一関市千厩町奥玉字町下６８ 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 10 社（製材／1 社、建材流通／1 社、プレカット／1 社、設計
／1社、施工／3社、その他／3社） 価格帯 1,300～1,600万円 

代表者名 佐藤敬太郎（有限会社ケイユーハウス 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 居宅介護支援事業所を中心に幅広く活動。 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 
佐藤敬太郎 
[メール] h9u7r6@bma.biglobe.ne.jp 
[電話] 0191-51-2411 [ＦＡＸ] 0191-51-2421 

＊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]
地域材にこだわった健康な家づくり 
●地域材を使用した木の香りのする家 
 
高齢者にあった安全な住まいづくり 
●スロープ、バリアフリー等高齢者が歩行しやすい住いづくり 
●廊下、トイレ、階段、寝室等、高齢者用手すり等の取り付引き戸等の設置
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センマヤの会 
岩手県南地域、宮城県北地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちグループは高齢者、障害者向け住宅、住宅改修工事を中心に活動を行っています。 
●特に高齢者、障害者をお持ちのお宅では、玄関までのアプローチ、玄関、廊下、階段、寝室、 
トイレ、浴室等、常に高齢者等が使用する場所を中心に高齢者にとって住みやすい住宅。 
住宅改修をおこなっています。 

岩手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 一関市千厩町千厩字摩王１２－１ 永沢木材（株）内 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／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／26社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 永沢建一（永沢木材（株） 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・国土交通省地域材活用住宅振興事業採択 
・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績５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 
永沢建一 
[メール] nagasawa-mokuzai.com@ab.auone-net.jp 
[電話] 0191-52-5111 [ＦＡＸ] 0191-52-5114 

＊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/nagasawa-mokuzai/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
伝統の技と先進の機能を備えた家 
●末永く快適に、安心して暮らす為に！丈夫な基礎構造、良質な素材、そし
て熟練の技が時を経ても揺らぐ事の無い頑丈な造りをお約束します。 
●木のぬくもりをふんだんに活かした、日本の風土にあった木造軸組み工法
です。プランの自由度が高いので敷地を活かした設計が可能です。また増
改築がしやすいのも大きな魅力です。 
●自然素材をふんだんに使用し、地球と身体にやさしい家造りを目指してい
ます。自然素材ならではの手触りや経年美の味わいは、心地よい生活をも
たらします。 
 
地域材活用住宅振興事業採択モデル 
●岩手県一関市に平成２３年３月オープンの岩手県産材モデルの常設展示
場がございます。岩手県産の杉、赤松、カラ松、クリ、胡桃のフローリン
グの感触や最先端の住宅性能をご体験頂けます。 
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わが街大工の住まいるネットワーク 
岩手県内陸南部、沿岸南部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●わが街大工の住まいるネットワークは、一関市で製材業、木材、建材卸売り業を営む永沢木材㈱とその優良取引先工務店 
２６社からなる、永沢建築会をベースとし、原木供給やプレカット、設計事務所を加えた新ネットワークです。 
しかしベースの会は３０年以上の活動実績のあるグループなので、新築、リフォーム、修繕工事等の相談、 
自社職人による責任施工、アフターサービス等を安心して受けられます。 

●良質な岩手の木材を、木材を熟知した大工が丁寧に施工致します。また事務局による相談やメールでの 
問い合わせは無料です。相談を頂いた後のしつこい売り込み等も一切致しません。 

●わが街大工の住まいるネットワークはこれからの皆様の暮らしが良くなる様に住まい造りを通じて 
心を込めて応援させて頂きます。

岩手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 一関市室根町矢越字湯舟９９－１ 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／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／6社、その他／1社） 価格帯 1,000～2,000万円 

代表者名 三浦昌喜（有限会社三浦工務店 代表取締役） 価格の基準面積 80㎡ 

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 
三浦友子 
[メール] mmmiura@dance.ocn.ne.jp 
[電話] 0191-64-2808 [ＦＡＸ] 0191-64-3911 

＊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]
ぬくもりのある木をふんだんに・・ 
●木造住宅の良さは、ぬくもりです。和風・洋風どんなスタイルにも素材の
良さはマッチします。 
●太い柱や梁は重厚感があり、また杉や松・桧板は壁や床に、造り付け家具
も作ります。 
●地域材をふんだんに使ってみませんか 
 
「集う」家づくり 
●「家族が集う 友達が集う 仲間が集う」 
●絆をだいじにするこの地域だからこそ、みんなが集まる家。増改築・リフ
ォームが出来る家づくりをおすすめします。 
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磐井やすらぎの家グループ 
岩手県南地方および沿岸南部地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私達「磐井やすらぎの家」グループは、岩手県南を中心に建築のスペシャリストで構成したグループです。 
●地元を愛し、気候・風土に合った建物に地域材を使い、木のぬくもりや世代の長きにわたり 
住み続けることのできる家づくりを行ってまいります。 

●日本の伝統的な入母屋造りをはじめとし、現代的でスタイリッシュな家まで、幅広く手掛けている 
実績のある建築家たちが自信を持って提案する「磐井やすらぎの家」、増改築もリフォームも可能な 
木造住宅です。ぜひ一度ご相談ください。 

岩手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 一関市花泉町涌津字松の坊８９-１０ 主な構造・工法 在来工法・新在来木造工法 

グループ構成 合計 25社（原木供給／1社、製材／2社、建材流通／4社、設計／3
社、施工／15社） 価格帯 1,350～1,650万円 

代表者名 千葉徳男 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 新在来木造工法の指導及び普及指導、普及用住宅の建設（19棟） 価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、家具家電品、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
千葉徳男 
[メール] inteluk@olive.ocn.ne.jp 
[電話] 0191-82-2290 [ＦＡＸ] 0191-82-5593 

＊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]
省エネルギーで、しかも‟あったか住宅„ 
●真冬の北海道 旭川、－３２℃ 
●極寒の地 旭川で、午後3時 外気温－３２℃ 
市内を流れる川からは、もうもうと川霧が立ち登り、両岸の堤防から、な
がれ落ちている。 

●そんな極寒の地で、家の中は＋２３℃。真冬でも、真夏の生活ができる生
活空間を皆様方にお届けいたします。 
 
地域材を活用 
●その地域で生まれ、育ち、その地域で活用する、それが、地域環境に最も
適した木材です。 
●その木材を利用して、貴方の家を造ってみては、いかがですか。 
●５０年・１００年と長い間、住むことのできる家を考えてみませんか。
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岩手県南部・ＧＨＰ（グローバル・ハウジング・プロダクツ）
岩手県南部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●岩手南部の研ぎ澄まされた、技術者集団。伝統技術と現代技術、そして未来へ向かう若き ‟匠„ 達の成長を見守る 
地域の和が融合した、将来にわたって、持続可能な社会形成を目指して ‟頑張るグループ„ を製造中。 

●北欧生まれの北海道育ちの、高断熱・高気密住宅を、お手頃価格で皆様にお届け致します。 
●この住宅は、‟省エネルギー住宅„で、暖房消費エネルギー（全館暖房で）が、今までの住宅の1/5～1/10という、 
優れた断熱性能を発揮する住宅です。これに、様々な省エネルギー商品を附加する事により、ゼロ・エネルギーをめざした 
住宅として開発されています。此の商品を、被災された皆様方に御利用頂きたく、 
岩手県南部・ＧＨＰ(グローバルハウジングプロダクツ)として応募致しました。皆様方からの御用命を頂ければ幸と思います。

岩手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 平面図 2F平面図 

立面パース

1F平面パース

2F平面パース



 

 

   

 

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 一関市藤沢町増沢字日当７２－１ 主な構造・工法 在来軸組工法 

グループ構成 合計 18 社（原木供給／5 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／5社） 価格帯 1,500 万円～ 

代表者名 片倉浩彦（（協）トーバン・テクノウット 理事長） 価格の基準面積 80㎡ 

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、諸手続費 

連絡窓口 
皆上広志 
[メール] ktt@lily.ocn.ne.jp 
[電話] 0191-63-5311 [ＦＡＸ] 0191-63-5312 

＊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]
地域材を活用した将来的な家づくり 
●増改築等に対応でき、将来のライフタイルに合わせた家づくりを可能とし
ます。 
●長期にわたり地元工務店が維持管理をサポ－トします。 
 
地元の木材でライフスタイルに合わせた家づくり 
●建築設計士、加工技術者との入念な打ち合わせにより、風土にあった適切
な設計を行います。 
●地元業者、森林組合が一体となって地域材の生産、供給をします。 
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トーバン・テクノウットの家 
県南地域、沿岸南部地域 他 
[グループの特徴とメッセージ] 
●ト－バン・テクノウットの家は、(協)ト－バン・テクノウットと地元工務店、建設会社で構成しております。 
●(協)ト－バン・テクノウットは、在来軸組工法のプレカット工場です。 
（プレカット工場とは、住宅の骨組みをコンピュ－タ制御による機械で加工する工場です。） 

●メンバ－は、一関地方森林組合を含め、林業経営者、チップ工場、製材工場、木材建材住宅設備販売、設計施工等の 
事業を持つ木材関係の１0社で構成されている協同組合です。この組合員で主な住宅部材を調達できます。 
又、施工部門は数多くの実績やノウハウを持った地元の建設会社や工務店により、特長ある家造りを提案致します。 
●長期優良住宅に準ずるオリジナルな仕様とアフターサービスを行い、質の高い住宅を実現致します。 

岩手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 西磐井郡平泉町平泉倉町42-2 小野寺設計室内 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／1 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／14社、その他／4社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 佐藤時男（佐藤建匠 代表） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・平泉古事の森育成事業参加 価格に含まれない 
項目 

冷暖房工事費、地盤調査費、屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手
続費 

連絡窓口 
小野寺郁夫 
[メール] Spay6769@wish.ocn.ne.jp 
[電話] 0191-46-4885 [ＦＡＸ] 0191-34-4009 

＊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://kura42.com/（小野寺設計室ホームページ） 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地震に強い、長尺物を使った家づくり 
●｢構造材は長尺材を使う｣ これは先人の大工さんから受け継いできた教
えです。 
●先の大震災後、被害状況を見ると長尺材を構造材に取り入れた住宅の被害
は少ないものでした。 
●私たちは長尺材を使った家造りを提案し、快適な住まいと共に環境、景観
に配慮した家造りをしていきます。 
 
景観に配慮した現代和風住宅 
●平泉景観建築賞受賞住宅です。柱、構造材、化粧材は岩手県産材を使用し
ています。 
●内・外装とも杉材を多く使用し、落ち着きがあり、いつまでもあきのこな
いデザインになっており景観にあった建物です。 
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平泉木組み会 
岩手県気仙地域および両磐地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●平泉木組み会は、主に平泉建築組合の会員で構成されています。 
組合は大正８年創立、９３年と伝統ある組合で、会員には、社寺建築や一般住宅に携わる職人等、 
建築全般、各職種に職人が揃い、施主様共２代、３代と永い付き合いをしております。 
●グループの特徴は、「構造材（梁）に長尺材を使うことにより地震に強い住まい」、 
「木材を多く使った、温かくぬくもりのある住まい」、「施主様の思いに向き合い、きめ細やかな仕事」。 
以上の様に、家族と共に成長する「誠実」、「堅実」、「安心」をモットーにした建築集団です。 

岩手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。

きぐみの家 



 

 

   

 

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 西磐井郡平泉町平泉字柳御所52 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／1社、施工／4社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 千葉哲也（丸貞工務） 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 
千葉哲也 
[メール] marusadakoumu@nifty.com 
[電話] 0191-46-3074 [ＦＡＸ] 0191-46-3613 

＊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]
地震に強い、長尺材を使った家づくり 
●｢構造材は長尺材を使う｣ これは先人の大工さんから受け継いできた教
えです。先の大震災後、被害状況を見ると長尺材を構造材に取り入れた住
宅の被害は少ないものでした。 
●私たちは、長尺材を使った家造りを提案し、快適な住まいと共に環境、景
観に配慮した家造りをしています。 
 
景観に配慮した現代和風住宅 
●平泉景観建築賞受賞住宅です。柱、構造材、化粧材は、岩手県産材を使用
しています。 
●内・外装とも杉材を多く使用し、落ち着きがあり、いつまでもあきのこな
いデザインになっており景観にあった建物です。 
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丸貞会 
岩手県一関市および西磐井地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●先の大震災では、各地で甚大な住宅被害がでましたが、丸貞会で建築した住宅で構造材に長尺材を使用した住宅では、 
建物本体の被害があまりみられませんでした。「構造材には長尺材を使え」という先人の大工の教えを守ったことが、 
当グループで施工した住宅の被害を生まなかったと考えています。 

●長尺材を使用した住宅では、継ぎ手が少ないことから大きな地震が来ても継ぎ手がずれる、 
外れるといった心配がありません。 

●当グループでは、地震に強い家造りのご提案と共に、快適な居住環境、景観に配慮した住宅環境、 
ご希望に沿った家造りのお手伝いを致します。 

岩手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 西磐井郡平泉町平泉倉町42-2 小野寺設計室内 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／1 社、製材／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／2社、設計／4社、施工／4社） 価格帯 1,500 万円～ 

代表者名 佐々木本樹（マルユ住宅 代表） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 17年杉林の間伐ボランティア活動実施 
・平成 18･19年顔の見える家づくりツアー実施 
・平成 21年いわて住まいる講座にて講演 

価格に含まれない 
項目 

冷暖房工事費、地盤調査費、屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手
続費 

連絡窓口 
小野寺郁夫 
[メール] Spay6769@wish.ocn.ne.jp 
[電話] 0191-46-4885 [ＦＡＸ] 0191-34-4009 

＊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://kura42.com/ 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
和風にこだわったモダンな家づくり 
●木のぬくもりと「和」の礼節がつくる美しく高品質な住まい。 
●日本の優れた伝統的な住まい方、技術を取り入れながら地震に強く、省エ
ネ、高齢者にも住み良いバリアフリーの安全安心住宅。 
 
世代間を超えたシンプルな住まい 
●シンプルな間取り家族変化に対応可能な住まい。 
●自然素材を使用した住まい。 
●必要最小限な間取りや設備を作り、その後必要に応じ増築、増床できる住
まい。 
●シンプルだけど、伝統的日本家屋の良さが活かされている住まい。 
●ローコストと高品質を両立した住まい。 
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木よう会 
岩手県沿岸南部、県南地域 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●「木よう会」は、地域のすまいの作り手や住み手と協力して、気候風土、歴史や景観などに適した 
木造住宅建築の研究開発及び標準的な設計の開発、普及活動を行うことを目的に２００３年設立した団体です。 

●その活動は「いわいの家」として岩手県建築住宅課発行パンフレットに岩手型住宅として紹介されています。 
●今回、地域型復興住宅建設にあたりこれまでの英知を結集し、地域にふさわしい住まい造りを行います。 
●特にも地域特有の気候や環境に最大限配慮し、被災地に希望と、にぎわいを創造致します。 
早期復興のお手伝いさせて頂きたいと思います。お気軽にお問い合わせ下さいますよう、 
お待ち申し上げております。 

岩手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。

古いものと新しいもの。 
それぞれの良さをうまく 
取り入れた住空間。 



 

 

   

 

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 西磐井郡平泉町長島字野田95-6 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／1社、施工／2社、その他／2社） 価格帯 1,000～6,000万円 

代表者名 石川利男（石川建築設計事務所 代表） 価格の基準面積 300㎡ 

主な受賞歴等 ・平泉町公共施設和風住宅・平泉町施設住宅・民間木造住宅 価格に含まれない 
項目 屋外工事費、諸手続費、地盤調査 

連絡窓口 
石川利男 
[メール] infoai5276@plum.plala.or.jp 
[電話] 0191-46-5276 [ＦＡＸ] 0191-46-5276 

＊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]
地震にこだわった頑丈な家づくり 
●今後も予想される、大災害などに備え長期優良住宅の仕様で、地震に負け
ない、岩手型の頑丈な骨太の強い家造りを主力に創っております。 
 
暮らしに合った、環境・住まいづくり 
●高気密・高断熱などの自然環境に対して、暮らしやすい 
家造りを行ないます。 
●高齢者・身体障害者などに合わせた、暮らしにやさしい 
家造りを行ないます。 
●岩手県認定証・一級建築士・一級施工管理技術者などの有資格者がおり、
暮らしに安全・安心の、日常、生活ができます。 
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ルネサンス・絆 
岩手県内全域 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●長年、「設計・施工」の、建設業者として、グループ的な組織で工事を行っており、 
地元でも親しまれており、数多くの相談やアドバイスなどを行っており、気楽に話せるグループです。 

●在来工法・和風住宅造りの、木造専門業者です。特に、「地震に強い家造り」、「環境にやさしい家造り」、 
「高気密・高断熱・高齢者にやさしい家造り」、長期優良住宅など、幅広く創っております。 
●高度な技術を持った、一級建築士・一級施工管理技術者も多くおり、実績のある組織です。 
●公共工事などにも長年に渡り数多く行っており、技術的にも信頼があり、「安心・安全に」、信用出来るグループです。 

岩手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 大船渡市三陸町越喜来字肥の田12-2 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／1社、製材／1社、建材流通／1社、プレカッ
ト／0社、設計／1社、施工／2社） 価格帯 1,000～1,800万円 

代表者名 木川田常男（有限会社木川田建設設計事務所 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・奥四ヶ浜地域景観まちづくり活動 
・まちづくりセミナー開催（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 
木川田常男 
[メール] Helloyk5@gmail.com 
[電話] 0192-44-3325 [ＦＡＸ] 0192-44-3326 

＊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]
自然素材にこだわった心豊かな家づくり 
●原木伐採から製材、乾燥、大工に依る墨付加工、建方、造作、外壁・板張
り、漆喰仕上、サッシ以外の建具は地元産の杉材と地場産材でまとめます。
 
浜の風土にあった頑丈な住まいづくり 
●潮風や台風等、浜特有の災害に耐えうる構造とし、津波の来ない高台で長
持ちし頑丈な建物とします。 
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奥四ヶ浜まちづくりグループ 
岩手県気仙地方および上閉伊地域 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●立木の伐採から製材、大工による墨付、加工、建方、造作と一貫した現地生産をします。 
●自然素材を活かし構造材のうち、横架材はなるべく長い木材を使用します。 
●屋根は瓦葺、外壁腰部分は板張り、上部は漆喰壁、軒裏はタル木表し（化粧タル木）とし、浜にマッチした造りとします。 
●住宅内部も自然材をふんだんに使い人にやさしく、心あたたまる家づくりをします。 
●近代に適した、バリアフリーやエコも充分考慮した住まいづくりをします。 
※奥四ヶ浜地域とは、綾里湾、越喜来湾、吉浜湾、唐丹湾の 4つの入り江の総称です。 
藩政時代に伊達藩の北方に位置する気仙地区盛六郷（現大船渡市のうち猪川町・立根町・日頃市町・赤崎町・盛町・大船渡町をいう。） 
の更に奥に位置する入り江であることから、このような地名となった。 

岩手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 大船渡市末崎町字泊里55-9 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／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／1社、その他／13社） 価格帯 万円 

代表者名 菅原正雄（碁石屋建設 代表） 価格の基準面積 ㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 18年陸前高田市匠賞匠うるおい賞 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 
菅原正雄 
[メール] qqks6ue9k@oboe.ocn.ne.jp 
[電話] 0192-29-3398 [ＦＡＸ] 0192-47-3498 

＊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]
施主の思いにこだわった快適な家づくり 
●気仙地域に多い縁側・和室の付いた住宅 
●縁側の付いた和室3部屋つづきに、プラス LDK、2階は若夫婦・孫の部
屋とした三世代同居住宅です。 
●縁側・廊下の床には無垢材にこだわり欅材を使用しました。 
 
地域復興住宅にあった快適な住まいづくり 
●基本は優良住宅瑕疵保険にもとづいた家づくりで、バリアフリーは最初に
入れる項目の一つです。 
●断熱性を上げるように、断熱材は住宅断熱施工技術者が行います。 

 302
おひさまの家 
岩手県沿岸地方および大船渡市・陸前高田市地域 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●大工職人は地元出身者で、各事業者も地元出身県内出身者です。 
各事業者さんとは平成3年から構成していますので今回のグループ化ですが元々の協力業者さんで構成しています。 
●また職人・業者さん共により良い住宅を提供するよう日々意見を出し合い協力し作業しています。 
＜佐藤実建築設計事務所・古座設計事務所・碁石屋建設住宅も津波被災しており図面等は無いのですが、 
写真はありましたので利用しております。＞ 

岩手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。

高気密高断熱住宅 
エアブレス工法の家 



 

 

   

 

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 大船渡市大船渡町字茶屋前55-4 佐藤工務店内 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／1 社、製材／2 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／5社） 価格帯 1,000～1,800万円 

代表者名 志田成樹（有限会社佐藤工務店 代表取締役社長） 価格の基準面積 120㎡ 

主な受賞歴等 ・いわて省エネ・新エネルギー住宅大賞リフォーム部門準大賞 
（グループ内構成員の受賞歴（有）コンノ建設2006年受賞） 

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 
志田成樹 
[メール] konken@vesta.ocn.ne.jp 
[電話] 090-3369-8042 [ＦＡＸ] 0192-27-7067 

＊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]
景観にこだわった快適な家づくり 
●外観に木を見せることにより、気候風土にマッチした家。 
●美しい自然と町並を重視した家づくり。 
●伝統的な気仙大工の建築技術とデザインを尊重した家。 
 
四季折々にあった健康的な住まいづくり 
●内観に杉板 30m/m を使用することにより、季節を通して壁内結露は発
生しにくい。 
●夏はさわやか、冬は寒くなく、杉材断熱効果で快適空間をもたらす。 
●内部に発生する結露・カビ・ダニの発生を抑制する。 
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希望の家・チーム気仙 
大船渡市・陸前高田市 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループは地域性を活かすことに重点を置き、原木の供給から生産加工まで一貫した体制を作り、 
地産地消の理念に基づいて地域が活性化することを目的とします。 
●良質な気仙杉をふんだんに使い、無垢思考の健康住宅をイメージしています。 
気候が温暖で緑豊かな気仙地域に融合した住まい造りを提案致します。 
●内外装共に、杉材を使用してパネル化することで構造体と一体感をもたせ、より優良な住宅に仕上げます。 

岩手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。

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 大船渡市 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／2社、プレカッ
ト／1社、設計／1社、施工／1社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 佐藤國雄（けせん建設職組合 組合長） 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 
木川田敏博 
[メール] ken.johan@cream.plala.or.jp 
[電話] 080-1830-1251 [ＦＡＸ] 0192-22-9012 

＊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]
伝統的軸組工法にこだわった堅固な家づくり 
●地場産の気仙杉を使い地域の風土・文化に適合する住環境形態や細部の納
まり等を配慮し、長期にわたって耐震性を備えた堅固な構造 
●伝統的大工技法である気仙大工の施工によるため確かな施工体制による
安全安心の確保 
 
気仙地方の文化・風土にあった優しい住まいづくり 
●家族の生活スタイルの変化に対応できるような住空間を提案する。 

 304
けせん復興の家 
岩手県気仙地方 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちのグループは震災により、大工道具を流された気仙大工たちが 
全国労働者組合総連合会の支援により、再び大工道具を手にし仲間を集めて組織を結成しました。 
●組織の結成は浅いですが長年気仙大工として培った腕は確かなものがあります。 
一日も早い復興を合言葉に気仙大工としての誇りを持ち前進する覚悟です。 

岩手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 大船渡市赤崎町字諏訪前36-7 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／0 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／2社、その他／10件） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 村上誠需（東日本アセットマネジメント（株） 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 
佐藤光広 
[メール] m-sato@e-jam.cc 
[電話] 0192-21-5677 [ＦＡＸ] 0192-21-5678 

＊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://e-jam.cc   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
絆を紡ぎ出す家 
●床面積約３３坪の木造２階建てタイプです。本体主要部分を総２階とし、
１階の水廻り部分を添わせた構造計画としました。 
●１階に１７帖のＬＤＫ、床下に収納の引出しを備えた小上りの和室が連続
しています。２階の廊下はトップライトからの採光もあり、主寝室と連続
する子供部屋は壁を建具とする事により将来的なライフスタイルの変化
に対応します。 
●屋根に太陽光発電ソーラーパネルを設置し光熱費の削減を図っています。
家族が集まるＬＤＫと引戸で仕切る階段室も冷暖房効率を高めます。 
●家族が各々で過ごす時間と皆で共に語らう時間の適度な距離感と一体感
をもたらすゾーニングは、時を経てなお家族の絆を紡ぎだします。 
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東日本アセットマネジメント株式会社グループ 
大船渡市・陸前高田市・釜石市 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●東日本アセットマネジメント株式会社（以下E-jam）が主体となり、岩手、宮城、福島などで賃貸マンションの 
企画設計施工をおこなっております。 
オーナー様にとっても入居者様にとってもメリットのある良質でリーズナブルな商品の提供に努めてまいりました。 
●又、同グループの株式会社杉山組は、気仙地方沿岸地域の企業として、 
戸建て専用住宅等の施工を２５年以上行ってきており、施工内容とアフターに於いて建主様より高い評価を頂いております。
●E-jamが賃貸マンション等で培った企画提案力と杉山組の堅実な施工能力により 
地元地域の皆様に納得の頂ける良質な住宅をご提供できる体制は整っております。 
これからの長い復興への道のりを共に地域に根ざした地元企業グループと一緒に歩んでまいりましょう。 

岩手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 

イメージパース 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 大船渡市赤崎町字諏訪前42-9 主な構造・工法 木造軸組工法（キラクトラス工法：特許取得済） 

グループ構成 合計 14 社（原木供給／1 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／0社、設計／3社、施工／3社、その他／3社） 価格帯 700万円～ 

代表者名 熊谷秀明（木楽創研株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 50㎡～ 

主な受賞歴等 
・平成 21年～長期優良住宅先導事業採択（実績3棟） 
・平成 20年～いわてエコハウスビルダー認定 
・第 6回環境・省エネルギー住宅 住宅金融公庫総裁賞受賞 

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 
篠村浩二 
[メール] kiraku@marble.ocn.ne.jp 
[電話] 0192-47-3242 [ＦＡＸ] 0192-47-3243 

＊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]
地域産にこだわった家づくり 
●気仙産の木材の使用、特に間伐材の有効利用により地元の方々が関わる機
会を多くし少しでも雇用創出に役立てたい。 
●省施工のキラクトラス工法により建物に掛かるコストを抑えることに努
めている。 
●施工者も地域の業者を中心とするが地域以外の業者とのコラボレーショ
ンを図り、より良質な住宅を供給します。 
 
スケルトンインフィルの自由空間 
●室内の空間には柱がないので自由な間取りの住まい設計が可能です。 
●床下空間を利用して収納や部屋にもなります。その際には中２階を作り立
体的に全体を有効に使うことが出来ます。 
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復興住宅三陸の夢を叶える会 
岩手県（沿岸地域） 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●地域業者を中心としたグループで特許取得済（特許第４８８６０７８号）の間伐材を利用し 
地元の木質資源の有効活用を目指して開発したキラクトラス工法のよる構造体による住まいづくりによって 
地域の産業復興やまちづくりなどの加速と雇用創出への貢献を目的としています。 
●構造強度については一関工業高等専門学校との共同研究により確認するなど 
民間と研究機関とのコラボレーションも図っています。 

岩手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。

多様な空間利用の例 設計例 3 間×6 間(18 坪)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 陸前高田市高田町字本宿97-5 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 35 社（原木供給／4 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／6社、その他／15社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 長谷川順一（株式会社長谷川建設 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4棟） 
・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績1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 
鳥井 光 
[メール] gethappy@poplar.ocn.ne.jp 
[電話] 0192-55-2211 [ＦＡＸ] 019２-54-2274 

＊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.khasegawa.co.jp   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
コンパクトで使いやすい家づくり 
●決して無理をしない家づくり！これが、けせん木木自然倶楽部の考える復
興住宅の在り方です。 
●シンプルでコンパクトでありながら使えるプランをご用意いたしました。
 
何よりも安く住まえる家づくり 
●建物の安さや買い得感だけで住宅を選ぶのは失敗します。本当に大事なこ
とは安く住まえる事。 
●安く住むためにはしっかりとした省エネ・耐震・劣化対策がなされていな
ければなりません。そして何かあったらすぐ駆け付ける 
アフター体制が重要！ 
●耐震・省エネ・劣化対策・維持管理の各項目が最高等級。長期優良住宅の
認定基準を超える高い性能の住宅です。そして5年間の完全保証で故意に
壊したもの以外はすべて無料で対応します。 
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けせん木

も く

木
も く

自然倶楽部 
陸前高田市・大船渡市・釜石市・住田町 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは昨年の東日本大震災の被災地である気仙で、トップレベルの実績を誇る地域密着型のグループです。 
震災直後の仮設住宅建設においても、社屋の流出等の被害を受けながらも、 
当グループメンバーの協力の元に木造在来工法にて２００戸の建設を成し遂げました。 
●また、仮設住宅の管理においても、陸前高田市内の全ての管理を一手に引き受け、 
被災者の皆様に少しでも快適な生活を送っていただける様、日々がんばっております。 
●私たちけせん木木自然倶楽部では、施工は勿論・何かあればとにかく直ぐ駆けつけ、 
グループ全体で住まいにかかわる問題の解決にあたります。【心と大地の復興】を合い言葉に、 
新しい形での早期復興に努力してまいります。 

岩手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 陸前高田市竹駒町字相川144-6 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 22 社（原木供給／2 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1 社、設計／2 社、施工／6 社、造成工事／3 社、その他／3
社） 

価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 及川賢治（ＫＥＮ設計 代表） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 被災者を対象としてファイナンシャルプランナーによる生活設計支
援、一級建築士による地震に強く暖かい家を目指した住宅無料相談 

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 
及川賢治 
[メール] fbmdy179@yahoo.co.jp 
[電話] 0192-54-2522 [ＦＡＸ] 0192-47-3172 

＊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]
強く優しい夢のある家。 
●３月１１日に襲った大地震と想像を絶する津波は、わたしたちの故郷の風
景を一変させてしまいました。しかし、じっとしているわけにはいきませ
ん。時は刻々と流れ、私たちの次の世代の時代が待ったなしで訪れます。
家づくりに関わる人間として、故郷の復興のために今できる最善のことを
やりたい、と思います。 
●家族の幸せを支える、もっとも身近な存在である家を、激しい地震や津波
にも耐えられる強さに生まれ変わらせたい。災害への強さと、人間と地球
環境への優しさをハイレベルで身につけた家を目指したい。シンプルで美
しいデザイン性と、リーズナブルな価格体系を実現しています。 
●強く優しい性能を備えた美しい家を、故郷に共に暮らす皆さまの安心と幸
福な人生のために力を尽くしたい。それがKENプロジェクトの願いです。
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自立再建支援ＫＥＮプロジェクト 
陸前高田市 
[グループの特徴とメッセージ] 
●ＫＥＮプロジェクトは、一日でも早い住まいの再建を目指す人を応援いたします。 
安心して暮らせる住宅は生活の基盤です。 
●ＫＥＮプロジェクトは、地権者から土地の情報をいただいております。 
土地情報や宅地造成から御提案する事ができます。 
●ＫＥＮプロジェクトは、「地震に強く暖かい家」を目指します。 

岩手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。

大屋根 type 耐震等級３を確保し、2階にゆとりを持たせた大屋根タイプ 
2階のゆとり空間を住まいの方に合わせて活用でき、和室のニーズにも対応可能です。

１階 ２階 



 

 

   

 

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 陸前高田市高田町字西和野91-6 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／2 社、製材／2 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／3社、インテリア／2社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 及川裕敏（及川建築事務所 代表 一級建築士、一級施工管理技士） 価格の基準面積 30坪 

主な受賞歴等 ・平成 11年度いわて優良木造住宅コンクール最優秀賞 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
及川裕敏 
[メール] ohiro@wave.plala.or.jp 
[電話] 0192-55-4012 [ＦＡＸ] 0192-55-4012 

＊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]
海と共生するための住まい 
●海を生業の場とする太陽光発電搭載の住まい。 
●暮らしながらつくる未完成な部分の２階をもつシンプルなプラン。 
●長靴のままで作業できる大きな土間と玄関。 
●バルコニー下は漁具の置き場にもなる。 
●大きな LDKと大きな風呂。 
 
リタイア世代のための小住宅 
●リタイアされた施主とご母堂の住まい。 
●１階は炉のある床座リビングと連続したキッチン、そして仏間のある老人
室からなります。 
●２階は仕上げなしの大きなワンルームで、これからつくるスタイル。気持
ちのよい空間です。 
●仕上げはシンプルですが高断熱高気密。窓をあければ気持ちの良い風がは
いります。 
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陸前高田地域住宅の会 
陸前高田市とその周辺地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●住まいは、いのち、家族、暮らし、子育て、生業の基本です。陸前高田の自然、気候風土、文化、生業、 
まちなみをよく知る私たち地域住宅の会は、地域性を考慮した設計、監理、施工に習熟しています。 
●いま、復興住宅を迅速につくるためには、人、技術、デザイン、モノ、金融、保証を外との連携した仕組みづくりが必要です。
１．山古志村の復興住宅建設に尽力された建築家・三井所清典先生の「地域住宅研究会」との連携。 
２．明治大学の山本俊哉先生グループとの連携。 
３．陸前高田のふるさと大使の内田祥哉先生が学校長の「住まいの学校」との連携を行います。 
●暮らしと生業の基となる住まいづくりのお手伝いをさせていただき、 
陸前高田の復興と子供たちが誇れる快適で美しい住まいとまちなみづくりに励みます。

岩手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 
1 階 55.48m2 2 階 46.37m2

延べ床面積101.85m2(30.75 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 気仙郡住田町世田米字日向61-1 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／2 社、製材／5 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／10社、その他／5件） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 佐々木一彦（住田住宅産業株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・第 5回全国耐震グランプリ復興功績賞 
・2011年住宅・木材振興表彰国土交通省住宅局長賞 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
中野和人 
[メール] sumi-jyu@mx51.et.tiki.ne.jp 
[電話] 0192-46-2465 [ＦＡＸ] 0192-46-3154 

＊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.ii-ie.net/smita/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
３世代が住み継ぐことのできる家づくり 
●どんなに素晴らしい修飾語を重ねても、いい材料を使い、確かな腕で建て
られた家にはかなわないと思います。良質の気仙杉を使い、匠集団の手で
造られる住田の家は、親から子へ、子から孫へと３世代が住み継ぐことの
できる家です。 
 
木を知り、木を活かした住まいづくり 
●木は生えていたように使え、と言います。ところを得た木は年を重ねるほ
どに良い味をだして、鉄よりも永く持つものなのです。だから住田の家は
地域材にこだわります。適材適所、本当にいい木だけをふんだんに使い木
肌の伝わる家づくりをします。 
 
住まいの健康診断をします 
●木が持つ様々な特性により、木の家で暮らすと健康で長生き出来ると言わ
れています。住田の家は造る技術だけでなく、住まいの健康診断も怠りま
せん。お客様に心の満足を提供し続けます。 
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住田型復興住宅生産者グループ 
岩手県気仙地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●面積の90％が森林という森の町住田町は戦後拡大造林された地域であり、今日に至るまで良質な『気仙杉』の生産地として知
られてきました。同時に巧の誉れ高い気仙大工の技を伝える町としても有名です。 
●“良い住まい”を求める人たちの指向は各地の気候や風土とあいまって地方色豊かな『家』をかたちづくってきました。 
●伝統を幅広く受け入れるなかで、簡素ななかにも住まいの奥行きや木の持ち味を生かした、さりげないセンスとあらゆるもの
を受け入れる調和と包容力を持ち合わせます。 
●又、住田の家づくりは町ぐるみの努力と情熱で木材の生産から家づくりに至るまでのラインを一本化した『産地直送』システ
ムを確立しております。 

岩手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 釜石市甲子町10-405-11 内 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／4 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／8社） 価格帯 1,000～1,500 万円 

代表者名 佐々木智明（有限会社義智工務店 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 
昆文昭・佐々木智史 
[メール] yocitomo@arion.ocn.ne.jp 
[電話] 0193-27-3659 [ＦＡＸ] 0193-27-3660 

＊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://yocitomo.com/ (現在休止中)   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地震・台風・火災に強い家 
●耐力面材パネルを使用することにより住宅の耐震性能・台風性能を高めて
おります。 
●パネルは燃えにくい無機質原料でできておりますので万が一の火災に強
い構造になっております。 
●壁内の湿気を通しやすくし土台、柱など木材の腐りにくい長持ちする住宅
です。（白蟻にも強い） 
 
エコ住宅 
●主に高性能グラスウールを使用し断熱性能を高め冷暖房のランニングコ
ストを抑え、家計の節約とCO2削減に配慮しています 
 
健康に暮らせる家 
●SODリキッド工法により家中ﾏｲﾅｽｲｵﾝを発生させます。さまざまな効果が
期待できます。 
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安心・安全住宅創造グループ 
沿岸全域・遠野 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは三陸沿岸に根ざして活動している一級・二級建築士事務所と工務店を中心として 
地元建材会社などの応援を受けて立ち上げたグループです。 

●グループ内に被災された企業・個人もおり、地域の復興と、安定した生活の支えとなる 
住宅の整備の早期実現を望む思いは強いです。「皆様の気持ち」に寄り添って復興に携わってまいります。 

●小さな企業の集合体ですが、「地元の企業だからできること」はたくさんあります。 
小さな声もしっかりと受け止めてカタチにしてきた豊富な実績があります。 

●この地の気候、風土、暮らし方をよく知っていますので地域にあったさまざまなご提案ができると思います。 

岩手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 釜石市甲子町115-90-9 佐々木建工内 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／2社、施工／12社） 価格帯 1,000～2,500万円 

代表者名 佐々木勝久（有限会社佐々木建工 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 
佐々木勝久 
[メール] Kenko-s@amber.plala.or.jp 
[電話] 0193-23-1025 [ＦＡＸ] 0193-25-0861 

＊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.ii-e.net/sasaki-kenkou   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
木にこだわった家づくり 
●県産材のスギ材を床・腰壁に使用、冬でも素足でも平気です 
 
大家族にあった大収納の住まいづくり 
●1階と 2階の中間と小屋裏に収納スペース 
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岩手県三陸復興推進住宅協議会 
岩手県沿岸地方および釜石地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●県産材を使い木のぬくもりが感じる家『心がなごむ木の家』 
高気密・高断熱・高耐震・充実の保証制度＜スーパーウォール工法＞で、弊社は地域の皆様がより快適に、 
より安心に、より健康に、より幸せになる住まいづくりをテーマにして、 
最新の技術と材料を使い、伝統の良さを生かした住まいづくりを提案しております。 

岩手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 釜石市平田町 6-3-2 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 8社（原木供給／1社、製材／2社、建材流通／1社、プレカッ
ト／2社、設計／1社、施工／1社） 価格帯 1,250 万円～ 

代表者名 松浦武司（株式会社エイゼン建工 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 
松浦淳一 
[メール] eizenkenko@comet.ocn.ne.jp 
[電話] 0193-26-5941 [ＦＡＸ] 0193-26-6588 

＊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]
心がやすらぐ家族の家づくり 
●おらが家（自分の家）は、施主様のライフスタイルや、子供の成長及将来
両親と同居等対応した増改築にも対応できる木造軸組工法住宅です。 
●夫婦が働いていても室外干しできるスペースを設置。 
●2階は、子供の成長に合わせて壁を仕切れるようにドアを2ヶ所に設置な
ど、施主様の自由な意見で自由に間取りを考え、共に、築いてゆく住宅づ
くりです。予算や生活スタイルにあわせたおらが家（自分の家）を紹介し
ます。 
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エイゼン建工グループ 
釜石、大槌、宮古 
[グループの特徴とメッセージ] 
●エイゼン建工グループは、釜石、大槌、宮古で生まれ育ち地元に在籍する職人で構成する会社です。 
●基礎工事、木工事、資材納入会社、外壁屋根塗装工事、給排水工事、内装建具工事、電気設備工事、 
全て地元の協力業者で構成しています。 
●地域型復興住宅 おらが家は、施主様ご家族が 心休まるやすらぎのいえとして共に築きたいと思います。 

岩手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 釜石市新町４－２３ (有)佐々忠建設内 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／1 社、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／3社、設計／2社、施工／2社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 佐々木忠一 （有）佐々忠建設 代表取締役 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 21 年既存住宅流通活性化事業採択  
・第 23 回住生活月間における国土交通省住宅局長表彰の受賞 
（東日本大震災に際して応急仮設住宅の迅速な供給の功績）

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 
佐々木正忠 
[メール] sasachukensetu@yahoo.co.jp 
[電話] 0193-23-8102 [ＦＡＸ] 0193-23-3096 

＊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]
4 寸柱の安心・安全な家づくり 
●元の木を使った家づくりの基本は4寸柱。 
●建坪は小さくても各部屋をつなぐ廊下を極力なくし、居間、台所、居室を
広く使えるように工夫した間取りを提供したい。 
 
可変対応な空間 
●1階 2階ともに家族構成や住まい方に対応して間仕切りを可変対応とし
たい。 
 
ぬくもり感じられる健康的な住まい 
●柱や梁桁の構造材に地元の杉を使うだけでなく、家族が集う空間等に木の
ぬくもり感じられる家づくりをしていきたい。 
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釜石・大槌地域復興住宅応援グループ 
釜石・大槌地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●釜石・大槌の山々に育つ杉の木を活用し、家をつくる。豊かな資源は見直され、 
日本全国に流通しはじめている。地元の家づくりでも地域の杉を活用したい。 

●地産地消のコンセプトが携わる林業・製材・流通・加工・施工の活性化に寄与し、良質な住まいはお客様の笑顔を引き出す。
これが地域復興に寄与するものと確信しております。 

●木の家は健康・安心の住まいを提供できると自負しており、施主様のこだわりに丁寧に対応し、 
各種支援制度の提供も含めて多様なニーズに応えてまいります。  

●当グループの工務店は公共施設・民間住宅・店舗・工場の復旧に尽力してまいりました。 
大工はじめ施工技術者が不足しておりますが、当グループの直営作業員の強みを活かすとともに、 
グループ拡大を図りさらなる復旧復興に対応します。

岩手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。

敷地条件は多種多様で、釜石は狭隘な土地が多い。モデルプランをその
まま建築できることは少ない。敷地及び周辺環境を考慮しながらもライ
フスタイルに応じた可変対応可能なプランニングを提供します。

外観イメージ

家族が集う空間に杉板使用 



 

 

   

 

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 釜石市鵜住居町第3地割 8-3 釜石地方森林組合内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 49 社（原木供給／2 社、製材・加工／9 社、建材流通／1 社、
プレカット／1社、設計／5社、施工／20社(予定)、その他／2社） 価格帯 900～1,500万円 

代表者名 柏舘旨緒((有)アルファシステム 代表取締役) 価格の基準面積 延床面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 23年 11月設立 
・会員研修会3回 
・住宅企画検討会10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 
高橋幸男 
[メール] Kamamori07@kamamorikumi.jp 
[電話] 0193-28-4244 [ＦＡＸ] 0193-28-2901 

＊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]
それぞれの生活に合せた家づくり 
●外周部の耐力壁と変更可能な内部間仕切壁で家族の変化に伴う生活スタ
イルの変化に対応可能な家づくり 
●住む場所特有の気候・風土に合わせた断熱・設備を組み入れ、四季の生活
を楽しむ家づくり 
●これまでの生活をもとにコストと仕様のバランスを図り、将来に渡る維持
費用の軽減を提案いたします。 
●木質バイオマスストーブ・ソーラー発電など環境配慮型の住宅の対応もい
たします。 
 
心に残る故郷の風景 
●生活を積み重ね形成された街並み・集落を意識し、それぞれが心に残る故
郷の風景を大事にしながら家づくりを考えます。 
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上閉伊地域復興住宅協議会 
岩手県釜石市・大槌町と周辺 
[グループの特徴とメッセージ] 
●釜石市、大槌町、遠野市の林業、木材加工、設計、建築の事業者が集まり、 
川上の木材供給から川下の住宅建設まで、連携して地域木材を積極的に使い、 
地元ならではの創意工夫を盛り込んだ、ひとりひとりの生活に最適な住宅をご提供いたします。  

●顔の見える地元関係者が家作りを手掛け、後々まで家の見守りのお手伝いができますので、 
緊急時や増改築にも気軽に相談でき長く安心してお住まいいただける家づくりを目指しております。 

岩手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 釜石市小佐野町2-3-29 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／1 社、製材／2 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／2社、協力会社／18社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 菊池 護（有限会社菊池建築 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 13 年建設業労働災害安全衛生大会（事業場賞）
・平成 21 年低層住宅工事住宅安全対策推進事業  
・平成 23 年東日本大震災災害警備(岩手県警察本部長)

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 
菊池忠孝 
[メール] myhome.dream-kikuchi@ia2.itkeeper.ne.jp 
[電話] 0193-23-5872 [ＦＡＸ] 0193-23-5836 

＊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]
暮らす楽しみにこだわった明日への家づくり 
●家族の夢をかたちに…理想の家づくり 
●暮らす楽しみ、家族の愛を感じる家 
●居心地の良い快適空間 
 
がんばれ“いわて”地域型復興住宅 
●自由度の高いシンプルなプラン 
●将来の増改築に対応できる成長可能なプラン 
●省エネ・創エネに対応するなど環境に配慮 
●耐震性を備えた安全安心な構造 
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築(きづく)～ dream works 
岩手県釜石市・大槌町 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは、街の小さな工務店。 
●こだわりは、日々の暮らしに楽しみを増やし家族に笑顔を与える家づくり。 
●施主様の希望に添えるアドバイスを提案し、ご家族に合った最適の家を一緒に考えます。 
●温かな光あふれるご家庭をやさしく包み込む、そんな家をご提供します。 

岩手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。

S 邸イメージ ２F和室 



 

 

   

 

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 宮古市板屋１-２-１９ 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／3 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／3社） 価格帯 1,500 万円～ 

代表者名 君澤仁也（有限会社インデュアホーム宮古 代表取締役） 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3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 
藤田裕子 
[メール] emiyako@io.ocn.ne.jp 
[電話] 0193-63-2709 [ＦＡＸ] 0193-77-3883 

＊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://endure.jp/fc/miyako   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
ｅｃｏにこだわった住みよい家づくり 
●太陽光発電を設置し、電気温水器などで、光熱費を抑えた住宅造りをして
います。 
 
季節ににあった暖かく涼しい住まいづくり 
●基礎断熱他、換気システムなど、住んでいる人の為の住みよい空間を作っ
ています。 
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インデュアホームグループ 
岩手県全地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●県内３社がグループとなり、連携し、ユーザー様の意見などを取り入れ、 
お客様の納得行く家造りをしております。 

岩手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 宮古市太田 1-8-20 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／0社、設計／1社、施工／2社、その他／7社） 価格帯 1,500～3,000 万円 

代表者名 乙戸 勲（（有）乙戸建設取締役） 価格の基準面積 100 ㎡～165 ㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 設計料、諸手続費 

連絡窓口 
乙戸 勲 
[メール] otutokensetu@if-n.ne.jp  
[電話] 0193-63-8532 [ＦＡＸ] 0193-64-2488 

＊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]
住む人にこだわった快適・安心・安全な家づくり 
●地域の木材と地元の業者で施工することで地域の復興に役立ち施工後の
メンテナンス、アフター等で末永いおつきあいをしていきたいと思ってい
ます。 
 
一人一人の暮らしにあった快適・安心・安全な住まいづ
くり 
●県産材を使用し住む人の暮らしに合わせた、快適・安心・安全、健康な住
まい。 
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（有）乙戸建設 
岩手県宮古地域および県内地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●（有）乙戸建設グループは住む人の暮らしに役立つ情報を提供していきたいと思っております。 
●また、資金計画からプランの施工、アフターサービスまで末永いおつきあいをしていきたいと思います。 

岩手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。

和風の 2世帯住宅 

和洋の 2世帯住宅 

和洋の 2世帯住宅 



 

 

   

 

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 宮古市近内２－６７－３ 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／2 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／4社、その他／1社） 価格帯 1,250 万～1,600万円 

代表者名 菊地昭一（株式会社キクチ工務店 代表取締役社長）  価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・長期優良住宅年平均３棟営業 
・技術研修年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 
岩ケ澤史 
[メール] fumito@kikuchi-co.com 
[電話] 0193-63-4060 [ＦＡＸ] 0193-63-0605 

＊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.kikuchi-co.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
潤いに満ちた暮らしが家族を「包む」 
●ライフスタイルに合わせて間取りを変更できる将来設計を考えた家造り
 
自分「らしく」暮らすための趣向を凝らした住空間 
●平屋ならではのシンプルで機能的な間取りとアトリエ感覚の住まい 
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キクチ工務店 
岩手県沿岸北部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●わたしたちはキクチの家を通じ、快適で、なおかつ健康な暮らしを提供するとともに 
地域社会の発展に貢献することをグループの理念としています。 

●高気密、高断熱、高性能の住宅着工の実績のあるグループで、岩手県沿岸北部の復興に全力で取り組みます。 

岩手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 宮古市津軽石10-23-11 伊藤建設(株)内 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／0 社、製材／1 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／3社） 価格帯 1,300～1,500 万円 

代表者名 伊藤勝博（伊藤建設株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  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 
伊藤洋子 
[メール] Ito-katuhiro@siren.ocn.ne.jp 
[電話] 0193-67-3888 [ＦＡＸ] 0193-67-3845 

＊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    

岩手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]
生活環境重視・家族的な家づくり 
●お客様のニーズに合った住環境の提案 
●生活環境も考慮した住宅の提案 
●高品質で安全安心な住宅の提案 
 
基本プランでの快適な住まいづくり 
●基本プランを基準として、自由性が高くデザイン性を考慮し、生活スタイ
ルの変化に対応した暮らしのできる住宅 
●耐震性に優れ、安心安全な住宅・快適で健康的な住環境の木造住宅 
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グローバライズホーム 
岩手県宮古地方および沿岸地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちグローバライズホームは地域型復興住宅生産グループを立上げ、これまでこの地域を拠点として活動した建築技術を発
揮し、住宅建築をしてまいります。 
●この地域にあった住宅の建築と、この地域で暮らす生活者の住みよい住宅をめざし、いろいろなニーズに対応させていただき
たいと考えています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 宮古市西町 1-2-11 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／1社、施工／2社、その他／2社） 価格帯 1,300～1,500万円 

代表者名 宮本勝吉（宮本建築工房 代表） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・宮古地区建設組合所属 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 
宮本勝吉 
[メール] mi2345@lily.ocn.ne.jp 
[電話] 0193-64-5486[ＦＡＸ] 0193-64-5482 

＊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]
自然木にこだわった快適な家づくり 
●「やっぱり木の家」をスローガンに、ぬくもりの感じられる家づくりにこ
だわっています。 
●当初よりバリアフリーは標準仕様としており、 
すべての要望に対応しています。 

●床下の炭は遠赤外線効果。湿度調整や防虫効果もあります。 
 
ひとりひとりにあった安心な住まいづくり 
●耐震性に優れた安心な住まいづくり。 
●使い勝手がよく、くつろげる住まいづくり。 
●人にやさしい住まいづくり。 
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地域住宅センター 
岩手県沿岸地方および宮古地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●気心の知れた職人の集まったグループです。施主様の要望に親身になって相談に応じます。 
必要なときに声をかけてください。必ずお役に立ちますよ。 
●私たちはハウスメーカーの洒落たデザインとは異なりますが、 
手作業でつくるからこその木のぬくもりを感じてもらいたいとの思いで１棟１棟作っています。 
●安心安全なやすらぎの家いかがですか。 

岩手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 宮古市津軽石9-6 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・製材／1社、建材流通・プレカット／1社、設
計／1 社、施工／1 社、左官工事業／1 社、屋根工事業／1 社、建具
工事業／1社、電気工事業／1社、水道工事業／1社） 

価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 宝来佑好（宝来工務店社長） 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 
宝来佑好 
[メール] yymsr@basil.ocn.ne.jp 
[電話] 0193-67-2933 [ＦＡＸ] 0193-67-2933 

＊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]
県産材にこだわった適な家づくり 
●製材所社員が山を歩き、木を1本 1本見て直接仕入れた県産材を乾燥、
加工した材木を使用します。 
●木は切っても生きています。岩手県で育った木を使い、その木が持つ保温
性、調湿性を最大限に活かし、冬暖かく、夏涼しい家を造ります。 
 
木のぬくもりを感じられる空間を 
●木材は人間の可聴範囲で不快感を伴う高音部と低音部を吸収する働きが
あり、程よい音響空間をつくります。 
●木材が有するやわらかさは心を落ち着かせてくれます。少ない床面積でも
ゆったりとした生活空間を求めることができます。 
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復興住宅応援団 松佑 
岩手県宮古市・山田町 
[グループの特徴とメッセージ] 
●先人の知恵である在来工法と、最新の技術であるYSストロングフレーム工法を利用して、 
抜群の強さと木のぬくもりが調和した優しい住まいを提供したい・・・と立ち上がった家造りグループです。 
●国内有数の森林保有県である岩手県の県産材を利用することで地元の山林所有者および従事者に協力でき、 
また地球規模でも温暖化や森林災害を防止することができます。 
●今回グループとして立ち上げましたが、これまでにも県産材にこだわり、 
宮古地方の気候風土にあった住みやすい住宅建築を目指してきた職人で構成されています。 

岩手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 宮古市津軽石10-64-4 堀内工務店内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 
合計 15 社（原木供給・製材／1 社、建材流通／2 社、プレカット／
1 社、設計／1 社、施工／1 社、電気／1 社、板金／1 社、塗装／1
社、設備／2社、内装／2社、畳／1社、左官／1社） 

価格帯 1,300 万円～ 

代表者名 堀内 功（堀内工務店 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 
堀内 功 
[メール] Horiuchi-daikusan@gaea.ocn.ne.jp 
[電話] 0193-67-3496 [ＦＡＸ] 0193-67-3496 

＊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]
無垢材にこだわった快適な家づくり 
●県産材をふんだんに使用し、家中に木の香りが漂い、まるで森林浴をして
いるかのような居心地良い住まい造りを目指しています。 
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堀内工務店 
岩手県沿岸部 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地元で長年営業している製材所や建会社と熟練の職人たちグループです。 
●地元の環境を知り尽くしており、地元に密着した家造りをしております。 
●お気軽にご相談下さい。 

岩手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。

無垢材の格天井（工務店にて製作） 腰壁に杉板を使ったトイレ。杉材は製作所にて加工 床の間（県産床柱使用） 

杉板使用の玄関ポーチ 



 

 

   

 

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 宮古市黒田町2-27ハウスリプラン内 加藤設計 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 19 社（原木供給／4 社、製材／3 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／3社、施工／5社、合板ボード／2社） 価格帯 800～2,000万円 

代表者名 山内英彦（株式会社ヤマウチ 代表取締役社長） 価格の基準面積 130㎡ 

主な受賞歴等 ・平成 21年地域木造住宅市場推進活性化事業採択 
・みやこ型住宅のシステム構築 

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 
加藤 尚 
[メール] K10arc@rondo.ocn.ne.jp 
[電話] 0193-62-4424 [ＦＡＸ] 0193-63-5175 

＊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]
地域材利用の家づくり 
●住宅の内部に地域材 南部アカマツを使い、 
温かみのある住空間を提供します。 

●柱・梁など木材をあらわしで使い、木のよさを感じるように 
設計しています。 
 
宮古地方の温かな住まいづくり 
●宮古地方の気候風土にあった安全快適で 
長命な住まいづくりをめざしています。 

●住宅内部は可動間仕切りなどにより、広がりある空間となっています。
●沿岸は日照時間が長いので開口を広くとる設計をしています。 

 324
みやこ型住宅ネットワーク 
宮古・下閉伊・山田地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●みやこ型復興住宅は、森林所有者から木材業者及び建築業者が一体となり、 
県産材（特に宮古・下閉伊で生産される木材）を使用した地域資源循環型の復興住宅生産システムをつくり、 
地域の復興・発展に貢献することを目的とし、地域性を生かした健康で快適な住空間を提供します。 

岩手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 宮古市上村 2-3-16 (有)甲斐谷建築企画内 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／1社、プレカッ
ト／０社、設計／２社、施工／３社、その他／２社） 価格帯 1,500～2,000万円 

代表者名 加藤 尚（加藤設計 代表） 価格の基準面積 120㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 8年岩手県ローコスト住宅アイデアコンテスト最優秀賞受賞 
・平成 8年住宅セミナー開催 
・平成 14年みやこ型住宅標準モデル基本設計 

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 
甲斐谷修治 
[メール] kaitani-kk@violet.plala.or.jp 
[電話] 0193-63-7311 [ＦＡＸ] 0193-63-7316 

＊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://www16.plala.or.jp/kaitani/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域材にこだわった家づくり 
●宮古、下閉伊地域の木材を24㎥、全体の83％使用した住宅です。 
●柱は宮古産のスギ、梁は岩泉産の赤松、内部の羽目板、 
フローリングにもスギや赤松を使用しました。 

●内部建具も地元の建具職人が製作し、木のぬくもりを 
感じることのできる安全で、快適な住空間を提供します。 
 
地域の気候風土にあった温かな住まいづくり 
●沿岸地域特有の冬場の良好な日差しを有効活用出来るように、 
南面開口部を大きくとり、庇での夏場の日射遮蔽や、 
上下の気流を利用した通風計画とパッシブな計画をしています。 
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宮古の住まいを考える会 
宮古・下閉伊・山田 
[グループの特徴とメッセージ] 
●宮古の住まいを考える会は、「宮古下閉伊地域の風土と気候にあった性能と設備を持ち、快適で長命な住まい造りを通して、地
域の発展に貢献する」と規定し、地域性を生かした健康で、快適な住空間を提供することを目的に活動しています。 
●設計事務所・建築業者・流通業者で組織し結成後１８年の長い実績で、宮古・下閉伊地域に高性能住宅を広くアピール・建設
してきました。震災後応急仮設住宅建設に始まり、自分たちが出来ることで復興に役立つことがあるならば、何でもやる覚悟
で頑張ってきました。 
●復興住宅が地元の経済活性化につながり又、地元職人が後継者を育成でき、１人でも多くの若者が地元に暮らせるよう、地元
企業に復興住宅を依頼して頂きますようお願いします。 

岩手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 宮古市宮町 4-3-13 内 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／1 社、製材／1 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／1社、その他／11社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 中嶋 裕（宮古住宅産業株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・完成見学開催（年4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 
中嶋 裕 
[メール] r-es-miyako@if-n.ne.jp 
[電話] 0193-63-1133 [ＦＡＸ] 0193-63-1483 

＊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.r-es-miyako.com    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
無垢の木をふんだんに使った家づくり 
●本物の木の命のなかで、優しく人間の命を育んで欲しい。 
そんな願いから、リビングやダイニングなど家族が集まる 
大事な空間を無垢材を使用します。 

 
ひとり一人の人生を大切に 

ライフスタイルに合った家づくり 
●二世帯住宅でも、それぞれのプライバシーにも配慮したり。 
●共働きのご家族には、家事が楽に出来る工夫や子供さんと触れ合える工夫
を取り入れたり。 
●皆さんのライフスタイルを考えた家づくりを心がけています。 
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みやこ のぞみホーム 
宮古市 下閉伊地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地元の木材を活用した住宅を建築することが、宮古下閉伊地域の活性化に役立ち、それによってこの地域の復興にも貢献でき
るものと考えています。 
●木造の住宅は本当に健康に良い住宅です。素足で歩いてみても優しく暖かく気持ちのいいものです。 
●これから家を建てようとしている皆さんに元気になってもらえるよう、一緒に家づくりをしていきたいと思います。 
地元の木材を使い地元の職人が心をこめて施工させていただきます。 
●一日も早く皆さんの生活が回復されるよう、お手伝いさせていただければと思っています。お気軽にご相談ください。 

岩手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 宮古市宮町 4-5-22 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 19社（製材／2社、建材流通／2社、設計／2社、施工／1社、建
築施工関連／12社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 鈴木勇平（有限会社鈴井建設 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・安全対策会議（年12回） 
・地域清掃活動（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 
鈴木秀志 
[メール] s-kensetu@mx51.et.tiki.ne.jp 
[電話] 0193-62-0564 [ＦＡＸ] 0193-62-0560 

＊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.umineko385.net/~s-kensetu/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
笑顔で快適に過ごせる住まいづくり 
●高気密、高断熱仕様により快適な生活のお手伝いをします。 
●熱交換型２４時間換気システムやヒートポンプの採用によりエコライフ
を再現し、お財布にも優しいご提案をします。 
 
お施主様のニーズにあった優しい住まいづくり 
●ご家族一人一人の生活スタイルにあった居住空間のご提案を行います。
●岩手県産材を主とした、地域型の木造軸組工法を行っております。 
●断熱性、耐久性に優れたご提案をし、快適な暮らしを守ります。 
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有限会社 鈴木建設 
岩手県沿岸全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たち「有限会社鈴木建設」は、震災からの早期復興の家づくりを目的とし、 
これまで通りの地域密着型をテーマに、豊富な知識と様々な経験を生かせる家づくりを行います。 

●皆様の一日も早い笑顔が見られますよう、「木組・軸組」のみではなく、 
「心組み」も共に岩手県、そして東北の復興を切に願う想いで皆様のお手伝いをさせて頂きたいと思います。 

岩手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 下閉伊郡岩泉町岩泉字合の山１２－４ 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／3 社、プレカ
ット／1 社、設計／3 社、施工／12 社、電気整備／3 社、機械設備
／4社） 

価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 西倉正三（株式会社西倉工務店 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 外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
西倉志保 
[メール] c4rairai@cocoa.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-22-2407 [ＦＡＸ] 0194-22-2494 

＊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://nishikurabuilding-co.ftw.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域材にこだわった堅固な家づくり 
●事例の住宅は木材を刳り貫いたように、大量の木材を使用した住宅です。
すべて岩泉町産の木材を多年に渡り天然乾燥をした木材をなるだけ使用
して作って、人に優しい塗装を塗った建物です。 
（森林承認材ももちろん使用しています） 

 

地域気候にあった夏涼しく冬は暖かな住まいづくり 
●冬は太陽がいっぱい家中まで差込み暖かく、夏は軒の出を多く出して、勾
配をきつくして日差しを遮って、涼しくしています。 
●窓は大きく風の通りをよくした建物を心掛けています。 
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いわいずみ地域型復興住宅会 
岩手県沿岸地方および県内地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●岩泉地域の丸太を、岩泉地域の製材所で製材して、岩泉地域の職人さんの手で作った住宅に住んで貰いたい。 
●木は乾燥機に入れ１７％以下の木材を使用し、又角目も１２０（４寸角）を使用し 
１００年たってもまだまだ使える住宅を作って長く住んで貰いたい。 

岩手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 下閉伊郡岩泉町岩泉字中野40-96 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／未定、製材／3 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／3社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 西倉謙吾（株式会社ジーエヌ企画 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 
西倉正五 
[メール] m.nishikura@snow.plala.or.jp 
[電話] 0194-22-4075 [ＦＡＸ] 0194-32-3433 

＊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]
地元の木にこだわった心豊かな家づくり 
●地域の杉材をふんだんに使った心温まる和室。 
家族との団欒、地域のかたがたとのふれあいの場として8帖ずつ設けた。
●地元大工の木組み構造、金具使用、尺モジュールとし耐震を重んじ、 
壁量 1/2以上の耐力壁均等配置とした。 

 
高齢化にあった長期的な住まいづくり 
●老齢化に備えたバリアフリー、段差ゼロ、手摺取り付け、トイレ水洗等を
考慮する。 
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ふるさと支援ぐるーぷ 
田野畑、岩泉、宮古、山田地域 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●地域産山の木を主材料とし、地域の棟梁仕込で鍛えた技を結集し作り上げる 
住宅そして使ってもらう人のために作り上げる家。 

●地産地匠、土参土宝、心土不時○をモットーとして使う人のため、 
使う人が次ぎ日の活力のためになる家、心身ともに癒える家を提供し、 
少しでも被災者へのお手伝いをし、長期にわたり皆様にご協力できるぐるーぷとしていきます。 
 

岩手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 久慈市八日町1-20 （株）新田組内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 5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） 価格帯 980～1,500万円 

代表者名 新田貞治（株式会社新田組 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 次世代省エネルギー基準を満たした省エネ住宅の研究と太陽光発電
を組み合わせたゼロエネルギー住宅の復旧に努めています。 

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

連絡窓口 
新田裕介 
[メール] shinden-y@rice.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-52-1115 [ＦＡＸ] 0194-521-1159 

＊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.shindengumi.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
省エネ＋創エネが最新の家づくり 
●次世代省エネルギー基準を満たしています。断熱は家づくりの基本です。
●その家に合った省エネ暖房器具を選択します。家の大きさや間取りによっ
て、最適な暖房方法を検討します。 
●大陽光発電・燃料電池でゼロエネルギー住宅を目指します。 
（オプションとなります） 
●健康材料、自然素材にこだわります。漆喰や珪藻土、木材は岩手県産材で
す。 
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「いのちを守る家」創造グループ 
岩手県久慈広域および田野畑村 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●東日本大震災で被害に遭われた方々へ、一日も早い復旧・復興を願っております。 
●良い住まいとは何か？を長きに渡り考え続けた結果、 
家族が健康で有り続けるという当たり前の事が、こんなにも難しいものだと気づきました。 
●地震や自然災害はもとより、普段の生活の中に潜む「危険」を排除することが、 
我々「いのちを守る家」創造グループの最大のテーマです。快適な環境とは何かを常に考え続けています。 
 

岩手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 久慈市侍浜町白前1-137-5 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／2 社、製材／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／3社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 大西鶴勝（大西建築） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・2005【わが家のかべ自慢コンテスト受賞】 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 
大西鶴勝 
[メール] Sp3v4uc9@heart.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-58-2830 [ＦＡＸ] 0194-58-2830 

＊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]
高品質・低価格を目指した家 
●次世代省エネ基準を満たす性能をベースに、不同沈下が起こりにくいベタ
基礎の採用や、頑丈なネダレス床組や、高性能断熱材の使用などは標準仕
様となっている。 
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大西建築 
久慈市、野田市、普代村、田野畑村 
[グループの特徴とメッセージ] 
●高品質・低価格を目指した家、お施主様の要望や意見を形にして自由設計の家 

岩手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 久慈市長内町19-152 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／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／7社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 上神田正巳（有限会社上神田住建 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 
中村玲子 
[メール] Jyuuken.k@drive.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-53-5603 [ＦＡＸ] 0194-53-0066 

＊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]
木の温もり・木の偉大さにこだわった家 
●家族を支える強くて丈夫な父のイメージである大黒柱。家の中央にたっ
て、家屋をしっかり支える太い柱。 
●耐久性・耐震性を高め、家族にゆとりと安らぎを与える古くて新しい間取
りを提案します。 
 
家族と一緒に成長する家 
●子供の幼児期には、安全にのびのびと遊べるように間仕切りせずに一つの
部屋へ。 
●子供の就学期には、間仕切りで子供にプライバシーを 
つくってあげる部屋へ。 

●子供が独立後は、再び間仕切りを外して、夫婦の趣味を 
楽しむ空間の部屋へ。 
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絆 
岩手県県北地方 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地域に根ざしたグループとして、家はお客様の財産と考え、 
世代を超えて住み続けていける質の高い住まいづくりを目指し、日々頑張っています。 
●また、耐震性に備えた安全で安心な住まいづくりを目指しています。 
●自分たちがつくった家は、そこにある限り自分たちが責任をもって、地域企業だからこそできる定期訪問、 
点検などを行い、修理・修繕を行い、長期的な住宅の維持ができるように取り組んでいます。 
●一つの出会いが一生の付き合いであってほしいと願っています。 

岩手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 久慈市夏井町大崎15-1-1 （有）マルヒ製材内 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・製材・プレカット／4 社、建材流通／4 社、
設計／1社、施工／14社） 価格帯 1,500 万円～ 

代表者名 日當和孝（有限会社マルヒ製材 取締役専務） 価格の基準面積 80～135㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 23年長期優良住宅先導事業採択（実績１５棟） 
・平成 23年木のまち整備促進事業採択（実績５棟） 
・平成 23年木造仮設住宅建設（110戸） 

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 
地盤改良、解体費、浄化漕設置工事（本体も別途） 

連絡窓口 
太田辰男（（有）マルヒ製材） 
[メール] ohta@maruhiseizai.co.jp 
[電話] 0194-53-2800 [ＦＡＸ] 0194-53-2238 

＊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.maruhiseizai.co.jp/    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
住まい継がれる地域共生の家 
●廉価で求めやすい価格にするため、凹凸をなくした、床面積２４坪の木造
平屋タイプです。 
●住まい手のライフサイクルに柔軟に対応でき、 
可変性をもたせてあります。 
また、やませや、雪の多いながい冬にも下屋を活用でき、 
四季と共生が可能です。 

●北いわて地方になじみのある、２間×２間を基本とし、 
耐震性に優れた構造としました。 

●ながい冬でも快適な室内環境を提供するため、 
住まい手の健康維持に役立つ省エネ性の高い住まい。 

●総２階タイプもございます。 
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北いわて住宅環境研究会 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地域に根差した工務店として、震災後の木造仮設住宅建設、および応急リフォームにたずさわり、 
生活の基盤である住まいの重要性を、再認識いたしました。 

●住まいづくりを通し地域の早期復興を目指します。 
●廉価で被災者が取得しやすい価格とする。 
●心地よく暮らせること。ゆとりをもって地域と共に生活できること。 
●きめ細やかなアフターサービスをすること。 
●県産材を活用・利用促進し、長期にわたり住み継ぐことができ、地域のみなさまとの長い付き合いができる、 
北いわての風土にあった住まいづくりを目指す。 
 

岩手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。

増築プラン１【床面積：87.77 ㎡（26.5 坪）】

増築プラン2 

基本プラン【77.84 ㎡（23.5 坪）】 
代表事例の立面図 

南側立面図 西側立面図 



 

 

    
    

 

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 久慈市新井田4-21-2 黒沼建築設計事務所内 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／5 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計(専業)／1社(兼／3)、施工／12社） 価格帯 1,500 万円（税別） 

代表者名 黒沼忠雄 (黒沼建築設計事務所 代表) 価格の基準面積 99.36 ㎡（30坪） 

主な受賞歴等 ・「第 1回全国金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ･施工例写真ｺﾝﾃｽﾄ｣最優秀賞H15.3.6 
・いわて木造住宅ｺﾝｸｰﾙ最優秀賞H10.11.4(ｸﾞﾙｰﾌﾟ内構成員の受賞歴)

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 
奥寺英幸 
[メール] anber.9@smile.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-52-2552 [ＦＡＸ] 0194-53-9750 

＊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]
里山の木と伝統の技にこだわった家づくり 
●さりげなく迎え

．．
入れ
．．
心身を温かく包んでくれる我が家。その基本は出来る

限り無機質な作りをさけ、「有機質
．．．

」な木材等を多用した家づくりです。
●「里山の木の家づくり」は、住む人を受け入れる無垢なる里山の木材の温
かさをイメージさせるものです。すなわち川上で木をつくる人の顔

．．．．．．
が見

え、流域に
．．．

連なる匠
．．．．

達の技にこだわった手づくりの地域型復興住宅です。
 
やませ風土にあった住まいづくり 
●冷涼なやませ風土は、夏期は比較的しのぎやすいが、南東からの風雨対策
には下屋

．．
などで万全を期す。又、冬場の北西風や寒冷地仕様への対策、気

密断熱には万全を期し、省エネ
．．．

、低炭素
．．．

化への対応や生活習慣
．．．．

にも意を用
い、高齢化社会等への対応にもフレキシブルな対応ができる住まいです。
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北リアス・里山の木 家ネット 
北リアスを主とした三陸沿岸地域 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●心身共に健康な暮らしを持続させる事が出来る、安全・安心な「里山の木の家」をみんなで

．．．．
造ります。 

●住まいは、衣・食・住の三大要素の中で、私達にとって欠くことの出来ない最も身近な「モノ」です。 
それだけに衣

．
や食

．
と同様に、本来、無農薬で育てられた有害な物質を含まない木材で建てたいものです。 

●私たちは、里山で木を育てる人から川下で木材の加工流通に関わる者等が連携し、何よりも、里山を育み、 
「モノづくり」の技を磨き抜いた匠が力を合せ、「身も心もいやされる」里山の香り高い地域型住宅をお造りします。 
災害に強い家づくりを基本とし、「里山の木」特にも当地方の赤松や杉材を多用した、温かく重厚感のある住まいは、 
北リアスの風土や、地域の街並みにもなじむものとなります。 

岩手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。

外観パターン・Bタイプ 外観パターン・Aタイプ 吹き抜ける空間（イメージ） 木の香り高い小屋組（イメージ） 

2 階平面図
(39.74㎡) 

1 階平面図 
(59.62㎡) 

 



 

 

   
 
 

 

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 久慈市大川目町16-4-2 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 8社（原木供給／0社、製材／2社、建材流通／2社、プレカッ
ト／0社、設計／2社、施工／2社） 価格帯 1,200～1.600万円 

代表者名 繁名正人（有限会社ハンナホーム 代表取締役社長） 価格の基準面積 100～120㎡ 

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、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
繁名 隆 
[メール] yutaka-h@hanna-home.co.jp 
[電話] 0194-55-3480 [ＦＡＸ] 0194-55-3967 

＊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]
室内環境にこだわった家にも 

家族にもお財布にも優しい家づくり 
●高気密高断熱の仕様により、家の長寿命化にも貢献します。 
●集中管理式の熱交換型24時間換気システムにより、年間を通じて快適な
室内環境を保ちます。 
●ヒートポンプを採用することで、安心安全なエコライフで、家計にも貢献
します。 
 
子育て世代にあった女性目線の住まいづくり 
●適材適所の収納計画で空間を広く活用します。 
●綿密な動線計画により、一人ひとりが動きの中で片付けや整頓を行うこと
で家事の負担を軽減することができます。 
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住まいるプロジェクト 
岩手県沿岸北部地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●我々『住まいるプロジェクト』では、岩手、そして東北の早期復興を切に願うとともに、 
笑顔溢れる住まいづくりを通じ、震災前より住みやすいまちづくりへ貢献したいという強い思いを抱く同志で結成されました。

●グループ構成メンバーとしては少数ですが、古くから地域に根差した企業の集まりであり、 
各社ともに『お施主様との生涯を通したお付き合い』をコンセプトとした地域密着型の少数精鋭グループとなっております。

●また、長期優良住宅においては、各社ともに年間数棟の設計、施工実績を持っており、 
すべてのお客様に、あらゆる部分でレベルの高いご提案が出来ることを自負しております。 

岩手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 久慈市栄町 32-117 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 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／2社、施工／2社、その他／2社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 繁名裕之（有限会社繁名建設 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 
繁名裕之 
[メール] h.hanna38@festa.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-52-1255 [ＦＡＸ] 0194-52-1256 

＊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.hanna-kensetsu.jp/   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
『住み良い住まいづくり』 
●住宅のバリアフリー化や誰もが住みやすい住まいなど、移りゆく時代のニ
ーズにいち早く取り組み、お客様の期待・要望にお応えできるよう努めて
おります。 
●また、岩手の風土に合った住みやすい住まいを『ひと』や『環境』にやさ
しい自然素材の特色を活かして、熟練の大工が『匠の技』で丁寧に造り上
げます。 
 
『環境に配慮したエコ住宅』 
●住宅における省エネ化・エコ化が、進んでいる中で、 『節電』・『節水』・
『CO2削減』など、環境にやさしい 設備機器を使用することで、いつ
も通りの生活スタイルでも、省エネに努めることができます。 
●太陽光発電・節水型トイレ・LED 照明などの設備を取り付けることによ
り、光熱費を抑えることが出来るので、お客様ひとりひとりの『省エネ』
への意識をお手伝いしていきます。 
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住み良い住まいづくりグループ 
岩手県沿岸地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちグループは、「住みよい住まいづくり」をモットーに地域と共に発展して参りました。 
●長年の連携により、硬い絆と信頼の上に種々の困難も乗り越えてきました。 
●地域型復興住宅施工でも、必ずや皆様のご希望に添える住宅をお届けできると確信しております。 
皆様からのご依頼をお待ちしています。 

岩手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 久慈市新中の橋37-108-5 （株）久慈設計久慈内 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／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／2社） 価格帯 1,000～3,000万円 

代表者名 生平浩一（株式会社久慈設計久慈 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 

・岩手型住宅登録工務店 
・いわて森の棟梁登録工務店 
・いわて木造住宅耐震改修事業者登録 
・岩手県高齢者向け住宅ﾘﾌｫｰﾑ相談員登録 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
佐々木勇 
[メール] isamu429@coral.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-53-3079 [ＦＡＸ] 0194-53-1132 

＊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  
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チーム希望くじ 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「チーム希望くじ」は岩手県久慈市内の設計事務所、工務店等で構成する地域に根づいたプロ集団のネットワークです。 
各社とも当地方の気候、風土を熟知し木造住宅建設に携わりながら、 
長年に渡り郷土の建築文化発展に寄与してまいりました。 

●久慈地方の良質な木材を切り出し、地元で製材し、ある程度規格化されたプランとプレカットを採用することで 
大幅なコストダウンを実現します。高価な材料を多用するのではなく、木材の乾燥状態や材料強度、温熱環境等を大切にし、
新しい住宅を評価する基準で災害に強い「安心出来る家づくり」を目指しています。 

●震災で被災された方々のために、まさに地産地消で将来に大きな「希望」の持てる「風土に根づく家」を提供します。

岩手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。

キッチン造付家具設置

2階子供室フリースペース

1階、2階平面図 

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
地域材と共に暮らす家づくり 
●当地域で産出している赤松材、杉材を中心に家づくりをしています。 
●梁、柱等には耐久性を高めることと環境にも配慮して塗料に柿渋を使用し
ています。 
 
家族の成長にあった住まいづくり 
●30坪程度の住宅で2階子供室はフリースペースになっていて、ライフス
タイルに合わせて自由に変更できます。 
●無駄のない機能的な間取りになっています。 
●コンパクトな間取りながら造り付家具等を設置して収納スペースを確保
しています。 



 

 

   

 

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 久慈市大沢第9地割 28番地 7 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／2社、設計／2社、施工／5社、その他／8社） 価格帯 1,100～1,500万円 

代表者名 長内健一（株式会社長内健一建築設計事務所 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・第２３回住生活月間功労者国土交通省住宅局長感謝状受賞 
（東日本大震災関係） 

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 
長内健一 
[メール] osanai.sekkeijimusyo@d011.dant2.jp 
[電話] 0194-52-2412 [ＦＡＸ] 0194-52-2400 

＊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 外舘工務店：http//www.todate-komuten.com/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
「家族の絆を育む」家づくり 
●気候や風土に育てられた地域材を構造材や内装材に使い、木が持っている
温もりや優しさで家族を包み込み、それが「心のバリアフリー」へと繋が
っていくような居心地の良い空間。 
●「家計に優しい快適な暮らし」をコンセプトに、高断熱での全館煖房設備
を取り入れた熱エネルギーロスの少ない造り。 
●コンパクトプランのなかにも、十分な収納ができるスペースを確保。 
●子供の成長を見守りながら、楽しく快適に過ごせるように配慮した生活動
線。 
●1階の客間は、将来（老後）居室としての利用を考え、トイレや浴室に隣
接させた平面プラン。 

（担当者：外舘直人）
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チーム吉田・外舘・長内 
岩手県 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループでは、木材の「多様性」と、大工の「伝統の技」を活かした住宅建設を特徴としています。 
地域型住宅においては、建材の乏しい中での「早期完成」が求められるものと考え、現在、木材のストックや 
住宅のプラン・工法・積算等の準備を進めております。 

●くじ『匠の家』からの提案 
① 自在に「伸縮する家」―掃除の行き届かない部屋は設けない。 
② 資源・マテリアル消費の低減―自然素材活用による「呼吸する家」の提案 
③ パッシブ手法による省エネ―遮熱シートによる断熱・防露・気密工法提案 
④ 無垢材を活かす―伝統の技による柔軟性と剛性を合せ持つ木構造

岩手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。

コンパクトで使い勝手の良い住まい

解放感のある玄関ホール 木に囲まれ、森を思わせる空間 梁が見え、天井の高いリビング 



 

 

   

 

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 久慈市小久慈町37-37-5 （有）西建築設計内 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／2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） 価格帯 1,400～1,700万円 

代表者名 西 秀志（有限会社西建築設計 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 
西 秀志 
[メール] hideshi@juno.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-53-3188 [ＦＡＸ] 0194-53-3130 

＊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]
長尺丸太材にこだわった家づくり 
●桁・梁などの構造耐力を必要とする主要な部材は継手を設けず1本ものを
使用し、それの組み合わせにより地震に強い構造とします。 
●構造部材である丸太材を化粧表しとして、内外壁も板張りなどで仕上げ、
木質感いっぱいで潤いのある仕上げとします。 
 
長寿命住宅で生活スタイルの変化に対応できる 
住まいづくり 
●住宅を長寿命とするため構造体を骨太にして、軒の出を深く、外装は耐久
性能の高い材料を使い、土台・柱などを過酷な天候から守り、耐候性を向
上させます。 
●家族構成や年代により変化を求められる間仕切りなどは構造体と分けて、
増築や改修時に容易に変更できるようにします。 
 

 410
リアス匠工房 
岩手県 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私どもは、『安心安全で、やすらぎある住まい』また『使用する建材の種類を極力少なくしたシンプル住宅』と、 
人にやさしい住まいの実現を目標としています。 

●桁・梁や壁材などを中心に無垢材を多用しながら、シックハウス症候群や化学物質過敏症の原因となる、 
揮発性有機化合物（VOC）を発生させる材料を排除し、潤いと温かみのある仕上げとします。 

●伝統工法に基づく大工職人をはじめ、建築技術と知恵を継承しつつ、さらに構造計算に基づいた骨太の構造計画と、 
目覚ましく進化している接合部金物を組み合わせて、シンプルで堅固な住まいを実現・提供します。 

岩手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 九戸郡洋野町大野8-83-1 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／2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） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 下舘孝光（株式会社プライム下舘工務店 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 

・第 23回国土交通省住宅局長表彰(東日本大震災) 
・平成 20年度岩手県産業安全衛生大会入賞 
・洋野町商工業振興特別功労賞 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
下舘斉央 
[メール] skhome@seagreen.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-77-2331 [ＦＡＸ] 0194-77-2332 

＊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://shimodate-kmt.jp/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
『自然と調和する住空間』 
●太陽の光がいっぱいに注ぐオープンキッチン。風の通り道になる吹き抜
け。明るくのびやかなくらしのご提案。 
●住まいの中心の開放的なリビングが、家族の心地よいコミュニケーション
を育みます。 
●個性を主張しつつ、街並みになじむ外観。施主様の数だけ生まれる住空間
をご提供致します。 
 
『自由を演出・100年住宅』 
●ロフトを有効活用する自分の趣味の空間「PAPA’s CORNEパパコーナ
ー」 
●くらしの動線上に振り分けた効率の良い収納。日々の家事がゆとりの時間
に変わる「MAMA’s CORNER ママコーナー」 
●自然エネルギーを利用した、人にも地球環境にも優しい省エネ・創エネ・
スマートハウス。快適性と経済性、そして長寿命を兼ね揃えた、次の世代
へとつながる新しいエコライフ住宅。 
●http://primejuken.jp/にアクセスすると、パソコンで展示場見学が出来
るフォトリアル展示会が公開中です！ 
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プライム下舘工務店 
岩手県内全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私どもは震災復興、地域経済の発展を目指し、長年、協力体制を築いてきた企業によりグループを構成しております。 
●最優先の行動指針とし、施主様、地域の皆様のご要望、ご希望に応える事を掲げ、家族の成長を見守り続け、 
受け継がれる住まいづくりを目指します。 

●また、住宅設計・施工・管理各分野のエキスパートが積み重ねた実績と信頼に基づき、復興住宅の建築に取り組みます。 
●本プロジェクトが早期に、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。 

岩手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 九戸郡洋野町帯島字弥栄268-1 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／2 社、製材／1 社、建材流通／2 社、設計／2
社、施工／2社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 川代照雄（有限会社カワダイ建築 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 
川代一文 
[メール] kawadai.teruo@white.plala.or.jp 
[電話] 0194-77-5541 [ＦＡＸ] 0194-77-5541 

＊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]
ぬくもりのある快適な家づくり 
●平面は凸凹の少ない平面計画を基本とし将来の増築、リフォームについて
も対応出来るよう提案致します。 
●計画は原則としてフリープランとしバリアフリー、省エネルギー等にも配
慮したぬくもりの感じられる空間構成に取り組みます。 
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匠グループ 
岩手県北部地方 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たち匠グループは地場産の資材（木材）を使い地域の気候風土、地域の景観に調和した地域型住宅を提案致します。 
●木の香りと温かみのある家づくりをしたいと考えております。又新建材使用の家づくりも提案致します。 
●又住まいづくりについては自然乾燥による木材の調達、地元大工さんによる施工技術を駆使し 
地元に受け継がれた工法による家づくりを行います。 

岩手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。

A様邸

B様邸 

A様邸 

B様邸 



 

 

   

 

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 九戸郡洋野町種市6-52-3 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 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／1社、施工／6社、その他／２社） 価格帯 1,600 万円 

代表者名 船渡勝男（フナワタリ建設株式会社 代表取締役社長） 価格の基準面積 132㎡ 

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 
岡本善彦 
[メール] Funawatari-k@fuga.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-69-2045 [ＦＡＸ] 0194-75-3420 

＊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]
現代和風にこだわったモダンな家づくり 
●一見、純和風に思えますが、至るところで「和」を残しつつ現代風にアレ
ンジしております。 
●又、外観はシックで落ち着きのある仕上がりとなっています。 
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たねいち 
県北地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●当グループは、県北沿岸地域で長年、住宅事業に携わってきた業者で結成されました。 
沿岸の風土に適した住宅に関し今まで培ったノウハウを十分に生かした設計力、施工力で 
ご期待に答えられると考えております。 

●又、老人福祉施設、町営住宅等の公共建築物等も手がけており幅広い対応が可能であります。 

岩手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 1 内観 1



 

 

   

 

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 九戸郡洋野町種市15-91-2 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 8社（原木供給／0社、製材／1社、建材流通／1社、プレカッ
ト／0社、設計／1社、施工／3社、その他／2社） 価格帯 1,000～1,700万円 

代表者名 一郷勝美（有限会社郷栄建設 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 
大久保江利子 
[メール] kyuei-3913@guitar.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-65-3913 [ＦＡＸ] 0194-65-4044 

＊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]
お客様の夢の実現化 
●限られた予算の中でプランニングの段階から念密に打ち合わせを行い、自
由設計の利点を生かし、施主様のご要望を最大限に取り入れられる住ま
い・施主様の生活スタイルに合わせた住まいを提案します。 
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洋野・種市 
岩手県沿岸北部地方 
[グループの特徴とメッセージ] 
●県北沿岸地域の厳しい環境の中、長年の経験を経た職人のグループです。 
●当地域独特の環境でも、快適で健康な生活を支えるための家づくりを第一に考え、 
地域に合う住まいを提案・施工させて頂いています。 

●また、新築だけではなく風化した箇所の修繕・改築・増築のご相談も提案させて頂いています。 
何よりも住む人のことを考える職人のグループです。 

岩手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平面図

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 九戸郡野田村大字野田31-25-1 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／3 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／4社） 価格帯 1,000～1,300万円 

代表者名 晴山茂美（晴山建築設計事務所 代表） 価格の基準面積 83㎡ 

主な受賞歴等 ・住宅金融支援機構『災害復興住宅融資』説明会開催 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 
三上達也 
[メール] o-sawa.j@sunny.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-78-2552 [ＦＡＸ] 0194-78-2559 

＊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]
『４寸柱』と『木組み』の家づくり 
●木と木の相性は抜群。金物に頼りすぎては本当の意味での『強い住まい』
は出来ません。丸太を見て、木を見て職人の目で適材適所に木を生かしま
す。 
●４寸柱をベースに骨太構造の家にこだわります。構造はリフォームできま
せん。見えないところにこだわるのがお客様の為と考えます。 
 
『陽だまりのあたたかさ』 
●断熱材の密度と厚さ、開口部サッシの性能にこだわります。次世代省エネ
基準をクリアした住まいを提供します。 
●『太陽の光を取り入れる』。冬は角度の低い位置からの太陽光がサッシを
通して柔らかく室内に入り込みます。自然光の光を遮らないタイプの高断
熱ペアガラスの使用をおすすめします。 
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北三陸のだ・木の香る家づくりネット 
県北沿岸地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●職人がつくる、日本の木の家。人・健康・環境にやさしく、いざという時に心強く、末永く愛着をもって住める家。 
これが私たちの家づくりコンセプト。 

●夏涼しく、冬暖かい。そして何より地震に強い。これまで何百年と育まれてきた『木組みの技術』と 
『現代の技術革新』をうまく組合わせた家づくりが大切であると考えます。 

●日本は太古から地震と湿気の多い地域。その中で永く耐えてきた木造建築物はやはり木組みの家であり、 
先人から受け継ぐ『技術と実績』を大切に考えています。 

●現代の高断熱技術やペアガラスサッシ等を融合させて、『強さ』・『陽だまりの暖かさ』の長期優良住宅を『手の届く価格』で 
ご提供させていただきます。被災地野田村で奮闘している地域型グループです。何卒宜しくお願い申し上げます。

岩手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。

いざという時に心強く、愛着を持って住める家 木の香りと陽だまりのあたたかさ 



 

 

   

 

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 九戸郡野田村大字野田15-45-5 林崎建設（株）内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 22 社（原木供給／2 社、製材／2 社、建材流通／4 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／3社、その他／8社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 林﨑文雄（林崎建設株式会社 代表取締役） 価格の基準面積 74 ㎡ 

主な受賞歴等 
・平成 22年度長期優良住宅先導事業採択（実績2棟） 
・平成 23 年度東日本大震災復興木のいえ整備促進事業採択（実績 1
棟・建築中） 

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 
林﨑早苗 
[メール] marurin@rose.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-78-2502 [ＦＡＸ] 0194-78-3251 

＊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]
絆にこだわった家づくり 
●長期優良住宅は、文字どおり長期にわたって住み続ける住宅です。親から
子へ、子から孫へ。大切に住み続ける「シアンの家」は、安心（シアン）・
未来へ続く青い空（シアン）。家族で絆をつくっていく住宅です。 
 
省エネにこだわったシアンの家 
●私たちの住む野田村は、温熱環境の地域区分でⅡ地域に該当するため、関
東以南の住宅仕様では寒くて不快な住宅となります。 
●電気のみをエネルギー源とするオール電化住宅では、建物の保温力が重要
となります。つまり、建物自体の保温性すなわち「魔法瓶力」がきめてに
なります。 
●シアンの家はその生命線である「サッシ・断熱材・換気システム」にこだ
わり続けます。1 年中、15℃以上を保つ「シアンの家」では、南国沖縄
のハイビスカスをはじめとする写真の花々が咲き誇っています。 
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TEAM RISING SUN 
岩手県野田村および久慈・洋野地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●チームライジングサンは、林崎建設（株）を主体として結成した、復興住宅建設のための団体です。 
1級建築士5名を中心としたメンバーで、豊富な経験と高い技術が自慢の団体です。 

●東日本大震災では、その知識と豊富な経験を活かし、迅速な対応で被災した方々を支援させていただきました。 
●もちろん、24時間対応です。現在も、岩手県住宅センターとの委託契約により、野田・久慈・洋野地区の 
仮設住宅の水道凍結や雨漏りなどによる被害の応急対応を、迅速かつ柔軟に24時間体制で行っております。 

●相談は「0194-78-2502」リンザキケンセツまで、お気軽にお問い合わせ下さい。 

岩手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 二戸市石切所字荷渡22-13 エクセルハウジング内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 7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／1社、住宅ローン／1社） 価格帯 1,200～1,500万円 

代表者名 小野寺徹（エクセルハウジング（有） 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 

・「南部木組の家」が平成 19 年度県北・沿岸地域起業化支援事業に
採択された。 
・過去、７棟の長期優良住宅の施工実績 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

価格に含まれない 
項目 外構工事費、諸手続費 

連絡窓口 
小野寺徹 
[メール] housing@excelgarden.net 
[電話] 0192-22-3877 [ＦＡＸ] 0192-22-3878 

＊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.excelgarden.net/housing/  

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
オンリーワンの家づくり 
●南部・木組の家」に、規格はありません。ご家族の夢100％かなえる、
世界でただ一つの注文住宅です。 
●オンリーワンの家づくりを実現するために、内装デザインに岩手の木工作
家を採用するなどオリジナリティを追及しています。 
 
岩手の風土にあった住まいづくり 
●岩手で育った木は、岩手の気候や風土に鍛えられているため、どんな状況
にも耐えられる。つまり岩手の家に一番適している。 
●岩手の木で岩手の家つくり、そして森を元気にする。「南部・木組の家」
は自然に恩返しする家です。 
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チーム・エクセル 
岩手県北地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私たちは、地産地消の家づくりを始めています。岩手が誇る「南部赤松」をふんだんに使い、 
地元の木を知り尽くした職人が家をつくる。 
「いわての木」にこだわることは、地場産業を盛り上げ、森林を再生させることにもつながります。 
「南部・木組の家」は人も木も「いわてブランド」の住まいです。 

岩手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 二戸郡一戸町高善寺字大川鉢22-1 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／1 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／2社、専門業者／2社） 価格帯 1,500～1,800万円 

代表者名 田中義浩 （株）田中建設 代表取締役社長 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 

・第 24回東北建築賞受賞 
・（社）日本建築学会東北支部主催 作品賞：御所野縄文博物館 
 （株）田中建設 JV施工 
※グループ内構成員の受賞歴・活動内容 

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 
建築部 井上一男 
[メール] soumu@tanaka-kensetu.jp 
[電話] 0195-33-4111 [ＦＡＸ] 0195-33-4119 

＊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]
コンパクトな間取りにこだわった暖かな家づくり 
●少人数世帯の為に余分なスペースを抑え、冷暖房、照明等のランニングコ
ストを低減、断熱性能を確保し低価格、維持費節約型の住宅です。 
●省エネルギー及び断熱は屋根断熱を行い、開放的なロフトを間取りに取り
入れています。 
 
施主様のニーズにあった開放的な住まいづくり 
●二世帯住宅で将来三世帯住宅にも対応できるよう設計、施工しています。
●木材は県産材を中心に使用し、木造軸組在来工法です。 
●建物の性能は、省エネ、断熱、太陽光発電を採用。 
●環境問題も考慮、長期優良住宅省エネ基準にも対応しています。（性能評
価付：住宅） 
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県北住建グループ 
盛岡・県北広域振興局管内地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●県北地区で長年営業している建築関連業者のグループです。県産材を使用した注文住宅を家作りのプロ集団にお任せ下さい。
建築・設備・外構工事まで全て対応できます。和風、洋風住宅へのデザイン対応、高気密、断熱住宅、健康住宅への対応、イ
ンテリア、エクステリアへのご相談にも応じます。 
●設計については、長期優良住宅申請の実績がある設計事務所が対応します。コスト意識をもって品質が良く低廉な住宅を提供
します。長期優良住宅講習会、勉強会、見学会等へ参加し、長期優良住宅の受注に向け営業活動をしています。 
●住宅の施工については、ISO9001により管理し、良質な品質を確保します。 
●グループとして、単独での官民の施工実績があり、機動力も発揮できます。 
●あなたの理想の「マイホーム」を実現するために、｢がんばる岩手の未来住宅｣をお選び下さい。 

岩手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。


