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（提案様式２－１）       連携団体内会社一覧 
設計事務所  １４社 ※提案様式２－２に記載した数を含む 

No. 会社名 本社所在市町村 代表者名 主な分野 

１ (株)香設計 
郡山市富久山町久保田

字久保田 100-1 今泉 義明 設計ＣＭｒ 

２ エーユーエム構造設計(株) 郡山市神明町 17-23 濱尾 博文 構造ＣＭｒ 

３ (株)清水公夫研究所 郡山市菜根 3-12-8 清水 公夫 設計ＣＭｒ 

４ (株)山口建築設計事務所 郡山市八山田 4-92 吉田 優 設計ＣＭｒ 

 

施工   ４社 ※提案様式２－２に記載した数を含む 

No. 会社名 本社所在市町村 代表者名 職種 

１ (株)センチュリーホーム 
郡山市安積２－１９４

小野塚昇一 一般建設業 

２ (株)工房夢蔵 
郡山市富久山町八山田
字三宝坦 6-1 吉田 達夫 一般建設業 

３ (株)渡部住建 
西会津町野沢字諏訪西
甲 1061 渡部 伸 一般建設業 

４ 橋本工務店 
郡山市田村町金屋字
下川原 228 橋本 四郎 一般建設業 

 

林業・製材業   ６社 ※提案様式２－２に記載した数を含む 

No. 会社名 本社所在市町村 代表者名 業種 

１ (株)オノツカ 
郡山市安積 3 丁目 200

小野塚昇一 木材加工業 

２ 
福島県郡山地区木材製材協同組
合 

郡山市田村町金沢字大
六 149-10 小松 吉昭 木材製材販売

３ 
福島県郡山地区木材木工工業団
地協同組合 

郡山市安積町成田字三
渡 24 小松 昭人 木材製材販売

４ （株）ツネマツ 
天栄村大字白子字宇内
神 26 常松 久義 木材製材販売

 

資材メーカー   ７社 ※提案様式２－２に記載した数を含む 

No. 会社名 本社所在市町村 代表者名 主な取扱 

１ ジャパン建材（株） 
東京都江東区新木場
1-7-22 大久保 清 総合建材卸業 

２ クリナップ（株） 
東京都荒川区西日暮里
6-22-22 井上 強一 キッチンメーカー

３ ニチハ（株） 
名 古 屋 市 中 区 錦
2-18-19- 山中 龍夫 外壁メーカー 

４ パラマウント硝子工業（株）
須賀川市木之崎字大ヶ
久保 24-4 畑中 昭雄 断熱材メーカー 

 

宅建業   ５社 ※提案様式２－２に記載した数を含む 

No. 会社名 本社所在市町村 代表者名 備考 

１ （有）大東地所 
郡山市横塚 6-16

橋本 英夫  

２ （有）サンワ地産 
福 島 市 笹 谷 字 清 水
18-7 厚海 一三  

３ （株）郷 
い わ き 市 郷 ヶ 丘
3-32-8 佐藤 光代  

４ （有）第一不動産 
南 相 馬 市 原 町 区 栄
3-56 小野 弘  
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（提案様式２－２） 

その他  ２２ 社 ※提案様式２－１に記載した数を除く 

No. 会社名 本社所在市町村 代表者名 業種 

１ (株)アルク総合研究所 
長野県茅野市豊平

4734-5960 小菅 哲 コストＣＭｒ

２ (有)まるい設備 
郡山市日和田町字寺池

9 番地の 25 伊藤 勝男 機械ＣＭｒ 

３ (有)日鶴電気ワークス 
郡山市日和田町字鶴見
坦 40-54 戸崎 義博 電気ＣＭｒ 

４ (株)若葉会計センター 
郡山市若葉町 3-25 

遠藤 政勝 税理ＣＭｒ 

５ 桃李社都市・建築設計事務所
会津若松市千石町
3-43-805 秋月 直道 設計ＣＭｒ 

６ (株)テクノス 
郡山市鳴神 2 丁目

109-2 田母神 一吉 調査ＣＭｒ 

７ ㈱東日本マネジメント 
郡山市字古川５２番地

の１ 三瓶 久仁雄 ＣＭｒ総括 

８ ファイナンシャルプランナー 
郡山市安積２－１９４ 

梅津 久子 金融ＣＭｒ 

９ 社会保険労務士 
郡山市若葉町 3-25 

遠藤 敏子 雇用年金ＣＭｒ 

10 高橋岳志建築設計事務所 
郡山市島 2-10-14-105 

高橋 岳志 一級建築士 

11 岡松利彦建築設計事務所 
東京都江東区福住
1-17-9-3F 岡松 利彦 一級建築士 

12 宮園建築研究室 
福岡県福岡市博多区
諸岡 3-9-1-205 宮園 勝 一級建築士 

13 前原尚貴建築設計事務所 
郡山市開成 5-6-2 セ
ラー山崎 301 前原 尚貴 一級建築士 

14 市川設計スタジオ 
郡山市菜根 1-6-20 

市川 敬己 一級建築士 

15 (株)二久室井木材店 
南会津町田島字鎌倉崎

乙 36 室井 武 木材製材販売

16 滝澤木材（有） 
会津若松市門田町大字
一ノ堰村東 滝澤 俊夫 木材製材販売

17 日本エア断震システム（株）
茨 城 県 土 浦 市 板 谷
7-310-9 稲葉 欣司 免震システム

18 ミサト（株） 
埼玉県幸手市上宇和
田 521-18 小菅 義彦 床暖工事 

19 （有）上田建工 
郡山市安積町荒井字
大欠 35 上田 玲子 断熱工事 

20 東京海上日動火災保険（株）
いわき市平字大町 104

両国 剛 損害保険 

21 （株）大東銀行 
郡山市中町 19-1 

鈴木 孝雄 銀行業 

22 （株）ナカノコーポレーション
郡山市御前南 5-18 

加藤 隆治 宅建業 

 

今後、連携を検討している業種及び会社数 

業種 会社数 業種 会社数 

介護サービス事業者 ３ 一級・二級・木造建築士 ６ 

社会福祉士・介護福祉士 １ 住宅・一般建設業 ３ 

精神保健福祉士 １ （一財）日本ＣＭ協会 １ 

子育てサポート企業 ３ 学術研究機関・研究者 ２ 

行政書士 ３ 各地域工務店 適宜 

弁護士 １   
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（提案様式３）        団体の活動内容（実績） 

団体の過去３年間における活動内容 【 住宅には『木造公営住宅』含む 】 

 １．年間住宅設計棟数（団体内の設計事務所合計の３年間平均） 

              ５０ 棟  うち、設計性能評価取得      ８棟 

                    うち、長期優良住宅の認定    １２棟 

 ２．年間住宅新築施工棟数（団体内の工務店等合計の３年間平均） 

       ９２ 棟  うち、建設性能評価取得     ２０棟 

 ３．年間住宅増改築施工棟数（団体内の工務店等合計の３年間平均） 

                                    ４５棟 

 ４．年間土地販売件数（団体内の宅建業等合計の３年間平均） 

                                    ８０件 

 ５．県産材・地域材の活用実績（○をつけてください） 

  ○ａ .材料の半分以上は県産材・地域材を活用  ○ｂ .建て主の要望に合わせて対応 

  ｃ.材料があれば県産材・地域材を活用 ｄ.県産材・地域材は活用したことはない 

 ６．再生可能エネルギーの導入（○をつけてください） 

  ａ.ほぼ１００％導入している     ○ｂ .建て主の要望に合わせて対応 

  ｃ.利用したことはない 

 ７．景観、地域特性への配慮（項目ごとに○をつけてください） 

  ａ.ほぼ１００％配慮している     ○ｂ .建て主の要望に合わせて対応 

  ｃ.配慮したことはない 

 ８．各種手続き等代行（項目ごとに○をつけてください） 

    ①登記  ②減税  ③融資  ④保険 

     ○ａ .   ○ａ .    ○ａ .    ○ａ .  代行（協力）を常にしている 

     ｂ.   ｂ.    ｂ.    ｂ.  建て主より依頼があればしている 

     ｃ.   ｃ.    ｃ.    ｃ.  行っていない 

 ９．施工した住宅の維持管理（○をつけてください） 

   ○ａ .期間を定めて点検        ｂ.だいたいの期間が過ぎたら点検 

   ｃ.建て主の依頼に合わせ点検    ｄ.点検業務は行わない 

 10．住宅情報履歴の作成（○をつけてください） 

   ○ａ .新築だけでなく、増改築時も作成 ｂ.新築時のみ作成 

   ｃ.要望があれば作成        ｄ.作成したことがない 

 11．その他、実績の PR（カッコ内を参考にし、削除して記載してください。） 

    ＜ＬＬＰ エフシーエム建築総合研究所＞ 

福島県唯一の建築ＣＭｒ団体として、２００５年９月にＬＬＰ組織で結成され

て以来、マンションの大規模改修計画など、共同所有者の意志決定を含む困難な

プロジェクト運営で実績を上げ、さらに店舗旅館改修計画、大学講堂・ホテル・

診療所などの新築改築プロジェクトでもＣＭ方式の業務遂行を実現しています。 
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＜県産材活用グループ「櫟」＞ 

構成メンバーには、県中央木材市場（素材販売、製材品販売、製材、乾燥）が有

り年間取扱量は、丸太２５，０００ｍ３、製材品５，７００ｍ３と、標準的木造住宅

使用量（１０ｍ３換算）では１，８００棟～２，０００棟の供給能力を有しておりま

す。さらに木工団地協同組合は、年間４００棟～６００棟のプレカット加工能力の

設備、（株）オノツカは木造特殊物件設備を所有しており、県産材の安定的に確保

することが出来ます。 
また、県内各地にある地域材利用グループ（展示場建設）を一同に会し、県産材

利用拡大を図る中核を成しております。さらに、今回の原発問題には木材への影響

を知るべく、（財）森林総合研究所の参加を得て県内関係者への教育活動を行って

います。 
本震災による仮設住宅建設では、木材調達（ログハウス、在来軸組）加工では約

４００棟を行なっております。さらに高齢者サポート拠点建設工事へも参加してお

ります。 
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（提案様式４－１）    団体の基本方針・具体的手法 

   ※「基本方針例（別紙 Ⅱ）」を参考にしてください。 

１．連携体制の規模、多様性 

（基本方針） 

大震災、その後の福島原発事故による放射能汚染と風評被害により、被災地としてバラバラにな

りつつある福島県民の力をもう一度結びつけ、地域のコミュニティと住宅の復興を目指すため、コ

ンストラクション・マネージメント方式による復興住宅建設を提案いたします。豊富な経験と知識

で対応できるＣＭｒ集団・ＬＬＰエフシーエム建築総合研究所が、事前相談から工事発注、建物完

成まで、さらに、引き渡し後のアフターサービスや税務・財務、その他困りごと相談まで、住宅建

設に関わるあらゆる問題に対し、ワンストップサービスを実現いたします。 

福島トップクラスの県産材・地域材の安定的流通ルートを有する県産材活用グループ「櫟」と、

ＣＭｒが連携することにより、被災者各々に、その状況や要望にきめ細かく応えられる自由な選択

肢と、素早く適正な価格の住宅供給が可能となります。この連携により、被災者の自立的な復興力

を活用し、ＣＭ方式による地域参加型の家づくり、安心で安全な住まい、持続可能なふくしまの姿

を作り上げていきたいと考えております。 

 

注：コンストラクション・マネージメントとは 

   建設プロジェクトにおいて、建設発注者から準委託を受けたコンクトラクション・マネ

ージャー（ＣＭｒ）により、中立的に全体を調整して、所期の目的に向かって円滑に事

を運ぶ為の行為のことである。ＣＭ方式ともいう。 

 

（具体的手法） 

１．復興住宅を希望する方それぞれに専属専任のＣＭｒが付き、事前相談から住宅引き渡し後まで

の相談相手となります。 

２．高度な専門知識を要する問題の解決は、ＬＬＰエフシーエム建築総合研究所が選定する専門Ｃ

Ｍｒがその対応に当たります。 

３．ＣＭｒ会議を定期的に開催し、復興住宅建設に関わる情報整理と県担当部署との入念な情報交

換を行い、情報の透明化、共有化と効果的な復興計画を策定します。 

４．各専門ＣＭｒは、実施設計から工事段階、完成後段階までの第三者品質管理、検査、クレーム

・リスク管理等を行い、高品質な住宅提供を提供します。 

５．全国に散らばる福島県民の避難者に対しては、全国の日本ＣＭ協会会員と連携して、わざわざ

福島に出向くことなく、避難地にて復興住宅相談を受けられるネットワークを構築します。 

６．住宅建設の高い技術と地域ネットワークを持つ県産材活用グループ「櫟」は、様々なバリエー

ションと自由度をもち、かつ適正価格で高品質なＳＩ型住宅システムを提供いたします。 

７．ＳＩ型住宅システムにより、地域における建設産業、木材産業との連携を計り、雇用の創出、

地域のコミュニティの活性化、若手の育成など、永続的自立型の地域づくりを促します。 
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２．事業の実現性（供給計画 ３カ年程度） 

（基本方針） 

 ＣＭｒは、住宅建設過程における基本計画段階から設計、工事発注段階、引き渡し後まで、一貫

して施主と関わることにより、ユーザーと施工者の間を取り持つ重要な役割を担います。このため、

経験豊富なＣＭｒがグループを組み、短期間に集中する住宅相談を効率よく対応できる体制づくり

を行います。ＬＬＰエフシーエム建築総合研究所と県産材活用グループ「櫟」は、長期的な連携体

制をとるべく契約を締結し、アフターサポートへの対応を計ります。 

  

（具体的手法） 

専属ＣＭｒは、需要量に応じ不足する場合は全県から公募いたします。また、設計技師等が不

足する場合も、全国のネットワークを利用しこれに対応します。ＣＭｒおよび設計士の職業倫理

教育や技能レベルの維持は、エフシーエムが定期的に勉強会や情報交換会を通じて行う計画です。

「櫟」メンバー、中央木材市場の素材（原木）扱い量は 25,000m3、製材品は 5,700m3、と県内国有

林、民有林からの出材であり、70m3の乾燥設備をも有し供給量としては問題ありません。また「櫟」

メンバーである木工団地(協)はプレカット加工施設を有し供給能力は年間 400～600 棟、「櫟」メン

バー㈱オノツカはパネル製作、大型木造物件供給者でも有り、他メンバーも夫々に素材集荷、製材、

加工と公共工事を始め住宅建設への木材供給を行なっております。 

 団体解散後の住宅アフターサポート体制については、担当企業が継続してサポートをする原則で

すが、各状況にも対応できるよう様々なメンテナンス契約を提示できるよう考えております。 
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（提案様式４－２）    団体の基本方針・具体的手法 

 

３．復興住宅コンセプト（維持管理、プラン、環境対応、コスト、地域性等） 

（基本方針） 

復興住宅コンセプト「つなぐ住宅－ふくしまの家－」 

１．被災者と日常生活をつなぐ 

２．住宅関連産業をつなぐ 

３．住宅関連産業と生活関連産業をつなぐ 

４．県外の力とつなぐ 

５．コミュニティをつなぐ 

６．環境をつなぐ 

７．ふくしま県をつないでいく 

 

（具体的手法） 

 この復興住宅コンセプトを実現すべくＣＭｒと「櫟」が一体となって取り組みます。 

 ・ＳＩ住宅を活用したＣＭ方式コスト管理により高品質の住宅を適正価格で提供 

 ・ＳＩ住宅におけるスケルトン部分の規格化、パネル化による大量供給。 

 ・インフィル部におけるＣＭ方式による地域業者との連携、地域「職」の創出。 

 ・ＳＩ住宅にもとづく内部可変性での自由度の高い設計。 

 ・地元参加型のインフィル工事による各地域での維持管理契約の実現。 

 

注：ＳＩ住宅（スケルトン・インフィル住宅）とは 

   建物のスケルトン（柱・梁・床等の構造躯体）とインフィル（住戸内の内装・設備等）を分

離した住宅の建設工法を示す。 

 

４．品質、性能確保 

（基本方針） 

 ＣＭ方式を復興住宅建設に採用することにより、実現が期待されるものは以下の通りです。 

１．多様な建設生産・管理システムの形成により、施主の選択肢が多様化します。 

２．コスト構成の透明化、それによる適正価格の把握が可能となります。 

３．発注プロセスの透明化の確保、施主、補助事業などへの説明責任が果たせます。 

４．設計、発注、施工の各段階における全国レベルでの専門家の登用、技術の活用が出来ます。

５．品質管理が徹底できます。 

６．発注体制の強化（発注者内技術者の量的、質的補完）ができます。 

７．品質・技術に優れた施工者の育成（特に専門工事業者）ができます。 
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（具体的手法） 

 ＣＭ方式を復興住宅建設に正しく採用することにより、上記基本方針を実現することができま

す。 

 

５．県産材・地域材の活用 

（基本方針） 

・住宅使用部材においては県産材・地域材使用を原則とします。 

・使用木材流通は、県産材活用グループ「櫟」メンバーの流通ルートを主といたします。 

 

（具体的手法） 

「櫟」メンバー、中央木材市場の素材（原木）扱い量は 25,000m3、製材品は 5,700m3、と県内国有

林、民有林からの出材であり、70m3の乾燥設備をも有し供給量としては問題ありません。他メンバー

も夫々に素材集荷、製材、加工と公共工事を始め住宅建設への木材供給を行なっております。 

原発問題からの県産木材の利用、山林維持を前向きに実行するため、（仮）阿武隈川流域森林・

木材を考える会を設立することとなりました。この会は、阿武隈流域内５森林組合、６地区木材製

材協同組合で構成され、この連携により県産材供給は量、時期、質共に問題なく供給できます。 
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（提案様式４－３）    団体の基本方針・具体的手法 

 

６．各種手続き代行 

（基本方針） 

エフシーエム構成メンバーの豊富な経験と実績、更に住宅建設に関わる全コンサルタント業務を

網羅するＣＭｒを揃えて、事前相談、計画段階から、実施設計、工事発注、建物完成までの諸手続、

さらに、引き渡し後のアフターサービスや税務・財務相談、その他困りごと相談まで、ワンストッ

プサービスを実現いたします。 

 

（具体的手法） 

１．資金計画の相談には、各種資格を有する若葉会計センターＣＭｒ、および大東銀行個人融資部

が対応します。 

２．登記手続きには、担当ＣＭｒおよび各地の提携行政書士が対応いたします。 

３．減税手続きの書類作成等は、担当ＣＭｒおよび若葉会計センターＣＭｒが対応します。 

４．火災保険等は、提携する東京海上日動火災保険福島各支店が対応いたします。 

５．各種補助金制度、長期優良住宅事業等の諸手続は、担当ＣＭｒが対応いたします。 

６．住みかえ支援相談は、担当ＣＭｒが窓口として対応いたします。 

 

７．ふくしま（地域）らしさの取り入れ 

（基本方針） 

福島県全域での住宅供給を考えております。福島県には浜通り、中通り、会津地方、さらには県

南中北とそれぞれ特色のある地域があり、場所、場所に気候風土、文化、更には住宅の形の違いが

あります。私たちは”ふくしまらしさ”を具体的な形として取り入れるのではなく、気候風土、文

化、住まい方、地域の考え方を汲み取りながら形をつくることが“ふくしまらしさ”につながると

考えています。 

 

（具体的手法） 

“ふくしまらしさ”を取り入れるために、様々な要素を読み解きながら住宅を形づくることが重

要です。具体的な要素の例を下記に列挙します。 

読み解く要素 

・降雨雪量 ・季節風 ・地盤の状態 ・災害リスク（洪水、高潮、津波、崖崩れ） ・敷地の形状、

大きさ ・周辺環境の状況 ・ユーザーの固有性、住まい方  ｅｔｃ 

現れるかたち 

・建物の配置 ・建物の形 ・屋根の形 ・使用材料、色  ｅｔｃ 

これらを基に住宅を形づくると自然にふくしまらしさ、地域特有の住宅の形が現れ、更には地域特

有の街並みが出来上がるのだと考えています。 
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８．地域における先導性（活動） 

（基本方針） 

「ふくしまの家」にＣＭ方式を採り入れると、以下の５つが期待されます。 

１． 建築事業の透明化 

２． 地元専門工事業界の健全化 

３． 建設会社のダンピング合戦からの解放 

４． 地域経済の発展 

５． 新産業の産出による雇用の拡大 
 

（具体的手法） 

ＣＭｒによる「ふくしまの家」企画・推進・管理は、以下の手法により進められます。 

ステップ１  テーマ設定と解決策の立案 ＝特定の目的の設定 

 ①解決したいテーマ・目的を決める 

       ②現状を把握する 

       ③基本方針・解決方針を決める 

       ④解決策を決める 

ステップ２  実行計画の立案＝全ての数値化と文書化 

① 作業計画とスケジュールの作成 

② 組織体制・作業分担の明確化 

③ 予算書の作成・投資対効果の評価 

④ リスク・マネジメント  

ステップ３  実行と評価＝アンノウン・ファクターへの対応 

① プロジェクトの発足と関係者への認識 

② 実行と進捗管理 

③ 問題発生時の是正処理・実績評価  
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（提案様式４－４）    団体の基本方針・具体的手法 

 

９．原子力事故及び風評被害対応 

（基本方針） 

１．敷地、土壌の空間線量調査は全て行うこととします。 

２．使用資材に関しては検査証明書等にて対応し、各測定結果などのデータは全て公開いたします。

３．当初より施主の要望を丁寧に聞き取り、不安を少しでも和らげるよう努力します。 

（具体的手法） 

１．空間線量調査は、行政等の調査内容に準じた手法にて行います。 

２．使用資材特に県産材に関しては、県林業研究センター、県ハイテクプラザでの線量測定依頼に

より対応いたします。 

 

１０．省エネルギー、再生可能エネルギーの活用 

（基本方針） 

１．「ふくしま」らしいデザインをつなぐ 

２．省エネルギー対策・環境対策をつなぐ 

３．地域の技術、素材をつなぐ 

４．地域をつなぐ 

 

（具体的手法） 

１．地域の気候風土、文化を重視したデザイン（自然エネルギーを積極的に活用しランニングコス

トを抑えます）。 

２．次世代省エネルギー基準相当の断熱性と気密性を考慮します。 

３．安全で健康な建築材料を厳選し、木のぬくもり、シックハウスへの対策も充分行います。 

４．県産材や地元大工の活用で、地域経済、技術の伝承、地産地消の環境づくりをお手伝いします。

ＳＩ方式によるスケルトン部分の継続的利用により、地域としての資産価値の持続と継続的なコ

ミュニティを保つことができます。 

 

 




