
 

 

   

 

 
  

  

  

 

 

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。

１Ｆ ２Ｆ



 

 

   

 

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。 
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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。


