
 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市八日町1-20 （株）新田組内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 5社（原木供給／０社、製材／1社、建材流通／1社、プレカッ
ト／1社、設計／1社、施工／1社） 価格帯 980～1,500万円 

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

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

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

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ http://www.shindengumi.com   

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
省エネ＋創エネが最新の家づくり 
●次世代省エネルギー基準を満たしています。断熱は家づくりの基本です。
●その家に合った省エネ暖房器具を選択します。家の大きさや間取りによっ
て、最適な暖房方法を検討します。 
●大陽光発電・燃料電池でゼロエネルギー住宅を目指します。 
（オプションとなります） 
●健康材料、自然素材にこだわります。漆喰や珪藻土、木材は岩手県産材で
す。 

 401
「いのちを守る家」創造グループ 
岩手県久慈広域および田野畑村 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●東日本大震災で被害に遭われた方々へ、一日も早い復旧・復興を願っております。 
●良い住まいとは何か？を長きに渡り考え続けた結果、 
家族が健康で有り続けるという当たり前の事が、こんなにも難しいものだと気づきました。 
●地震や自然災害はもとより、普段の生活の中に潜む「危険」を排除することが、 
我々「いのちを守る家」創造グループの最大のテーマです。快適な環境とは何かを常に考え続けています。 
 

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市侍浜町白前1-137-5 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 10 社（原木供給／2 社、製材／1 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／3社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 大西鶴勝（大西建築） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等 ・2005【わが家のかべ自慢コンテスト受賞】 価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
大西鶴勝 
[メール] Sp3v4uc9@heart.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-58-2830 [ＦＡＸ] 0194-58-2830 

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ     

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
高品質・低価格を目指した家 
●次世代省エネ基準を満たす性能をベースに、不同沈下が起こりにくいベタ
基礎の採用や、頑丈なネダレス床組や、高性能断熱材の使用などは標準仕
様となっている。 

 402
大西建築 
久慈市、野田市、普代村、田野畑村 
[グループの特徴とメッセージ] 
●高品質・低価格を目指した家、お施主様の要望や意見を形にして自由設計の家 

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

1 階平面図 2階平面図



 

 

 

 

  

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市長内町19-152 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 14 社（原木供給／1 社、製材／2 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／2社、施工／7社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 上神田正巳（有限会社上神田住建 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
中村玲子 
[メール] Jyuuken.k@drive.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-53-5603 [ＦＡＸ] 0194-53-0066 

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ     

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

●子供が独立後は、再び間仕切りを外して、夫婦の趣味を 
楽しむ空間の部屋へ。 

 403
絆 
岩手県県北地方 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地域に根ざしたグループとして、家はお客様の財産と考え、 
世代を超えて住み続けていける質の高い住まいづくりを目指し、日々頑張っています。 
●また、耐震性に備えた安全で安心な住まいづくりを目指しています。 
●自分たちがつくった家は、そこにある限り自分たちが責任をもって、地域企業だからこそできる定期訪問、 
点検などを行い、修理・修繕を行い、長期的な住宅の維持ができるように取り組んでいます。 
●一つの出会いが一生の付き合いであってほしいと願っています。 

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

2 階平面図 

1 階平面図 



 

 

 

 

  

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市夏井町大崎15-1-1 （有）マルヒ製材内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 23 社（原木供給・製材・プレカット／4 社、建材流通／4 社、
設計／1社、施工／14社） 価格帯 1,500 万円～ 

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

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

価格に含まれない 
項目 

屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 
地盤改良、解体費、浄化漕設置工事（本体も別途） 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ http://www.maruhiseizai.co.jp/    

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

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

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

●総２階タイプもございます。 

 404
北いわて住宅環境研究会 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●地域に根差した工務店として、震災後の木造仮設住宅建設、および応急リフォームにたずさわり、 
生活の基盤である住まいの重要性を、再認識いたしました。 

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

増築プラン１【床面積：87.77 ㎡（26.5 坪）】

増築プラン2 

基本プラン【77.84 ㎡（23.5 坪）】 
代表事例の立面図 

南側立面図 西側立面図 



 

 

    
    

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市新井田4-21-2 黒沼建築設計事務所内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 24 社（原木供給／5 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計(専業)／1社(兼／3)、施工／12社） 価格帯 1,500 万円（税別） 

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

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

価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
里山の木と伝統の技にこだわった家づくり 
●さりげなく迎え

．．
入れ
．．
心身を温かく包んでくれる我が家。その基本は出来る

限り無機質な作りをさけ、「有機質
．．．

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

．．．．．．
が見

え、流域に
．．．

連なる匠
．．．．

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

．．
などで万全を期す。又、冬場の北西風や寒冷地仕様への対策、気

密断熱には万全を期し、省エネ
．．．

、低炭素
．．．

化への対応や生活習慣
．．．．

にも意を用
い、高齢化社会等への対応にもフレキシブルな対応ができる住まいです。

 405
北リアス・里山の木 家ネット 
北リアスを主とした三陸沿岸地域 
 [グループの特徴とメッセージ] 
●心身共に健康な暮らしを持続させる事が出来る、安全・安心な「里山の木の家」をみんなで

．．．．
造ります。 

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

．
や食

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

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

2 階平面図
(39.74㎡) 

1 階平面図 
(59.62㎡) 

 



 

 

   
 
 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市大川目町16-4-2 主な構造・工法 木造軸組工法 

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

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

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
室内環境にこだわった家にも 

家族にもお財布にも優しい家づくり 
●高気密高断熱の仕様により、家の長寿命化にも貢献します。 
●集中管理式の熱交換型24時間換気システムにより、年間を通じて快適な
室内環境を保ちます。 
●ヒートポンプを採用することで、安心安全なエコライフで、家計にも貢献
します。 
 
子育て世代にあった女性目線の住まいづくり 
●適材適所の収納計画で空間を広く活用します。 
●綿密な動線計画により、一人ひとりが動きの中で片付けや整頓を行うこと
で家事の負担を軽減することができます。 

 406
住まいるプロジェクト 
岩手県沿岸北部地域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●我々『住まいるプロジェクト』では、岩手、そして東北の早期復興を切に願うとともに、 
笑顔溢れる住まいづくりを通じ、震災前より住みやすいまちづくりへ貢献したいという強い思いを抱く同志で結成されました。

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市栄町 32-117 主な構造・工法 木造軸組工法 

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

代表者名 繁名裕之（有限会社繁名建設 代表取締役） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
繁名裕之 
[メール] h.hanna38@festa.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-52-1255 [ＦＡＸ] 0194-52-1256 

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ http://www.hanna-kensetsu.jp/   

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市新中の橋37-108-5 （株）久慈設計久慈内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 11 社（原木供給／2 社、製材／2 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／2社） 価格帯 1,000～3,000万円 

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

主な受賞歴等 

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

価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ  

 408
チーム希望くじ 
岩手県全域 
[グループの特徴とメッセージ] 
●「チーム希望くじ」は岩手県久慈市内の設計事務所、工務店等で構成する地域に根づいたプロ集団のネットワークです。 
各社とも当地方の気候、風土を熟知し木造住宅建設に携わりながら、 
長年に渡り郷土の建築文化発展に寄与してまいりました。 

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

キッチン造付家具設置

2階子供室フリースペース

1階、2階平面図 

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



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市大沢第9地割 28番地 7 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 26 社（原木供給／3 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／2社、設計／2社、施工／5社、その他／8社） 価格帯 1,100～1,500万円 

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

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

価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ 外舘工務店：http//www.todate-komuten.com/  

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

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

コンパクトで使い勝手の良い住まい

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



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 久慈市小久慈町37-37-5 （有）西建築設計内 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 9社（原木供給／2社、製材／2社、建材流通／1社、プレカッ
ト／1社、設計／1社、施工／2社） 価格帯 1,400～1,700万円 

代表者名 西 秀志（有限会社西建築設計 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
西 秀志 
[メール] hideshi@juno.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-53-3188 [ＦＡＸ] 0194-53-3130 

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ    

[地域型復興住宅のイメージと特徴]
長尺丸太材にこだわった家づくり 
●桁・梁などの構造耐力を必要とする主要な部材は継手を設けず1本ものを
使用し、それの組み合わせにより地震に強い構造とします。 
●構造部材である丸太材を化粧表しとして、内外壁も板張りなどで仕上げ、
木質感いっぱいで潤いのある仕上げとします。 
 
長寿命住宅で生活スタイルの変化に対応できる 
住まいづくり 
●住宅を長寿命とするため構造体を骨太にして、軒の出を深く、外装は耐久
性能の高い材料を使い、土台・柱などを過酷な天候から守り、耐候性を向
上させます。 
●家族構成や年代により変化を求められる間仕切りなどは構造体と分けて、
増築や改修時に容易に変更できるようにします。 
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リアス匠工房 
岩手県 
[グループの特徴とメッセージ] 
●私どもは、『安心安全で、やすらぎある住まい』また『使用する建材の種類を極力少なくしたシンプル住宅』と、 
人にやさしい住まいの実現を目標としています。 

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 九戸郡洋野町大野8-83-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 9社（原木供給／2社、製材／2社、建材流通／1社、プレカッ
ト／1社、設計／1社、施工／2社） 価格帯 1,000～1,500万円 

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

主な受賞歴等 

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

価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ http://shimodate-kmt.jp/  

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 九戸郡洋野町帯島字弥栄268-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 9 社（原木供給／2 社、製材／1 社、建材流通／2 社、設計／2
社、施工／2社） 価格帯 1,000～1,500万円 

代表者名 川代照雄（有限会社カワダイ建築 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
川代一文 
[メール] kawadai.teruo@white.plala.or.jp 
[電話] 0194-77-5541 [ＦＡＸ] 0194-77-5541 

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ    

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

A様邸

B様邸 

A様邸 

B様邸 



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 九戸郡洋野町種市6-52-3 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 15 社（原木供給／2 社、製材／2 社、建材流通／1 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／6社、その他／２社） 価格帯 1,600 万円 

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

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ    

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

外観 1 内観 1



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 九戸郡洋野町種市15-91-2 主な構造・工法 木造軸組工法 

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

代表者名 一郷勝美（有限会社郷栄建設 代表取締役社長） 価格の基準面積 100㎡ 

主な受賞歴等  価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
大久保江利子 
[メール] kyuei-3913@guitar.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-65-3913 [ＦＡＸ] 0194-65-4044 

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ    

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

２Ｆ平面図

１Ｆ平面図



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 九戸郡野田村大字野田31-25-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 16 社（原木供給／3 社、製材／2 社、建材流通／2 社、プレカ
ット／2社、設計／1社、施工／4社） 価格帯 1,000～1,300万円 

代表者名 晴山茂美（晴山建築設計事務所 代表） 価格の基準面積 83㎡ 

主な受賞歴等 ・住宅金融支援機構『災害復興住宅融資』説明会開催 価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

連絡窓口 
三上達也 
[メール] o-sawa.j@sunny.ocn.ne.jp 
[電話] 0194-78-2552 [ＦＡＸ] 0194-78-2559 

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ    

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

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

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。

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



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

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

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

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

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

価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ   

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

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

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

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

グループ構成 合計 7社（原木供給／1社、製材／1社、建材流通／1社、プレカッ
ト／1社、設計／1社、施工／1社、住宅ローン／1社） 価格帯 1,200～1,500万円 

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

主な受賞歴等 

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

価格に含まれない 
項目 外構工事費、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ http://www.excelgarden.net/housing/  

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。



 

 

   

 

グループの基本情報 地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

所在地 二戸郡一戸町高善寺字大川鉢22-1 主な構造・工法 木造軸組工法 

グループ構成 合計 13 社（原木供給／1 社、製材／3 社、建材流通／3 社、プレカ
ット／1社、設計／1社、施工／2社、専門業者／2社） 価格帯 1,500～1,800万円 

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

主な受賞歴等 

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

価格に含まれない 
項目 屋外工事費、外構工事費、設計料、諸手続費 

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

＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 
詳しくはお問い合わせください。 

ホームページ   

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

岩手県地域型復興住宅推進協議会
本協議会は、木を使った復興住宅の建設を推進するため、設置した団体です。建設、木材に関する
住まいづくりのプロたちにより構成され、国土交通省や林野庁、県などの支援を受けています。


