
 

 

   

 

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 

 207
｢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。 
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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。 
 

246
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。


