
 

 

   

 

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。 
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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 

 316
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。 
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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。 

 328
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。 

 329
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。


