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（提案様式１） 

平成２４年１月１７日 

 

提提提提    案案案案    書書書書 

               

申請団体名いわき家ナビ 

               代表会社名（株）正木屋材木店 

               代表者名大平宏之 

               代表者住所いわき市常磐下船尾町古内１３３ 

                  電 話 ：０２４６−４３−６００６ 

                  ＦＡＸ ：０２４６−４３−６００３ 

 

主な活動地域（複数ある場合は優先を付けて①,②･･･,⑧と表示してください） 

 ※会社の現住所ではなく、住宅供給活動を行う地域としてください 

  □喜多方        □県北       □相双  

  □会津若松       □県中           

  □南会津        □県南       �いわき 

 

団体内の総会社数  （  ３４社） 

    総業種数  （  ５種） 

 

 代表設計事務所 代表工務店 林業・木材関係 

事業者 

会社名 まちづくり工房（株） （株）後田工務所 （株）正木屋材木店 

住所 いわき市常磐関船

町矢津２９−３５ 

いわき市花畑４８−１

３ 

いわき市常磐下船

尾町古内１３３ 

電話番号 ０２４６−７２−１

８８２ 

０２４６−９２—４８

５２ 

０２４６−４３−６

００６ 

代表者名 檜山延雄 後田哲男 大平宏之 

設計事務所登録番号／ 

建設業登録番号／ 

木材業者登録番号 

福島県知事登録 

１級建築士第１８ 

（００４）０３４１ 

福島県知事許可 

２８（８０４） 

第０５２４号 

福島県 

 

第９２０７４号 
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（提案様式２－１）       連携団体内会社一覧連携団体内会社一覧連携団体内会社一覧連携団体内会社一覧 

設計事務所設計事務所設計事務所設計事務所            ５５５５社社社社 ※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 まちつくり工房 いわき市 檜山延雄 建築設計 

２ KD 設計 いわき市 佐藤大 建築設計 

３ 酒井晃建築設計 いわき市 酒井晃 建築設計 

４    他２社 

 

施工施工施工施工        ２２２２２２２２社社社社 ※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）後田工務所 いわき市 後田哲男 工務店 

２ （株）江尻建築 いわき市 江尻茂樹 工務店 

３ （有）南波工務店 楢葉町 南波真 工務店 

４ 他１９社    

 

林業林業林業林業・・・・製材業製材業製材業製材業            １１１１社社社社 ※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）正木屋材木店 いわき市 大平宏之 製材業 

２     

３     

４     

 

資材資材資材資材メーカーメーカーメーカーメーカー            １１１１社社社社 ※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 東京  建材住設 

２     

３     

４     

 

宅建業宅建業宅建業宅建業            １１１１社社社社 ※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）つむらや いわき市 圓谷 都志  

２     

３     

４     



- 3 -

（提案様式２－２） 

そのそのそのその他他他他            ３３３３社社社社 ※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 オフィスククイ いわき市 大平勇一 行政書司 

２ 建物修復支援ネットワーク 新潟市 長谷川順一 建築 

３ moconoco(いわき遊木民) いわき市 草間直司 木工業 

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

※提案様式２－１に記載できない会社を記入してください。 

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 

銀行 信組   ２   

建材メーカー   ５   
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（提案様式３）        団体団体団体団体のののの活動内容活動内容活動内容活動内容（（（（実績実績実績実績）））） 

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 】 

    １１１１．．．．年間住宅設計年間住宅設計年間住宅設計年間住宅設計棟棟棟棟数数数数（（（（団体内団体内団体内団体内のののの設計事務所合計設計事務所合計設計事務所合計設計事務所合計のののの３３３３年間平均年間平均年間平均年間平均））））    

               ２０棟  うち、設計性能評価取得       棟 

                    うち、長期優良住宅の認定    ５棟 

    ２２２２．．．．年間住宅新築施工年間住宅新築施工年間住宅新築施工年間住宅新築施工棟棟棟棟数数数数（（（（団体内団体内団体内団体内のののの工務店等合計工務店等合計工務店等合計工務店等合計のののの３３３３年間平均年間平均年間平均年間平均））））    

      １００棟  うち、建設性能評価取得     １０棟 

    ３３３３．．．．年間住宅増改築施工年間住宅増改築施工年間住宅増改築施工年間住宅増改築施工棟棟棟棟数数数数（（（（団体内団体内団体内団体内のののの工務店等合計工務店等合計工務店等合計工務店等合計のののの３３３３年間平均年間平均年間平均年間平均））））    

                                  １００棟 

    ４４４４．．．．年間土地販売年間土地販売年間土地販売年間土地販売件数件数件数件数（（（（団体内団体内団体内団体内のののの宅建業等合計宅建業等合計宅建業等合計宅建業等合計のののの３３３３年間平均年間平均年間平均年間平均））））    

                                   ２０件 

    ５５５５．．．．県産材県産材県産材県産材・・・・地域材地域材地域材地域材のののの活用実績活用実績活用実績活用実績（（（（○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください））））    

  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 

    ６６６６．．．．再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導入導入導入導入（（（（○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください））））    

  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 

    ７７７７．．．．景観景観景観景観、、、、地域特性地域特性地域特性地域特性へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮（（（（項目項目項目項目ごとにごとにごとにごとに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください））））    

  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 

    ８８８８．．．．各種手続各種手続各種手続各種手続きききき等等等等代行代行代行代行（（（（項目項目項目項目ごとにごとにごとにごとに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください））））    

    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 

    ９９９９．．．．施工施工施工施工したしたしたした住宅住宅住宅住宅のののの維持管理維持管理維持管理維持管理（（（（○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください））））    

   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 

    10101010．．．．住宅情報履歴住宅情報履歴住宅情報履歴住宅情報履歴のののの作成作成作成作成（（（（○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください））））    

   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 

    11111111．．．．そのそのそのその他他他他、、、、実績実績実績実績のののの PRPRPRPR（カッコ内を参考にし、削除して記載してください。） 

  平成２２年いわき市産学官ネットワーク補助事業により、省 co2 型いわきの家の開 

  発。またいわき市復興祭にて企業ブースの設置、木の復興住宅のパンフレット配布。 
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（提案様式４－１）      

団体団体団体団体のののの基本方針基本方針基本方針基本方針・・・・具体的手法具体的手法具体的手法具体的手法    

            ※「基本方針例（別紙 Ⅱ）」を参考にしてください。 

１１１１．．．．連携体制連携体制連携体制連携体制のののの規模規模規模規模、、、、多様性多様性多様性多様性    

（基本方針） 

 平成１７年いわき家ナビの設立。いわき市内及び近郊の住宅関連業者の普及啓蒙活動、勉強会や

部材の開発、定期的なイベントの開催、住宅相談等をおこなっている。また、各種団体との連携に

より山から川下までネットワークをつくり、山や森関する勉強会、イベント等も開催している。現

在会員は、設計事務所６社 工務店２２社 製材業１社 不動産業１社。 

会員の中で被災した会員や双葉郡で避難を余儀なくしている会員及び大工職もおり、就労支援も目

的とする。又中越地震でノウハウを培った新潟県の工務店ネットワークとも連携を持つ予定であ

る。 

 若手木工業者のグループ（moconoco いわき遊木民）の主催。現在２０社程会員で構成、昨年は

いわき市内の仮設住宅への卓袱台プロジェクト、宮城県 女川町仮設住宅への部材受注等を行っ

た。また今年は県産材等を使った家具の開発等も行う予定である。 

このような、今迄構築してきたネットワークを活かし「ひととつくる、木でつくる浜通りの復興住

宅プロジェクト」を展開予定である。 

（具体的手法） 

① いわき家ナビ内に、メンバーを中心にして、復興住宅プロジェクトチームを創設。 

② 被災地（双葉郡の工務店）及び新潟県工務店 GR との連携ネットワーク化 

③ プロジェクトチーム内に、復興住宅相談窓口対応 GR 設計 GR 工務店 GR 建具木工 GR、を造

り役割分担を決定する。 

④ 最低月１回以上の会合を持つ。 
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２２２２．．．．事業事業事業事業のののの実現性実現性実現性実現性（（（（供給計画供給計画供給計画供給計画    ３３３３カカカカ年程度年程度年程度年程度））））    

（基本方針） 

 平成２０年から、展開してきたいわきに特化した省 CO2 型住宅「次世代型いわきの家」はインタ

ーネットのみの PR で、１年間で１０棟の受注ができた。今回は復興住宅に特化しながら、 

 「ひととつくる、木でつくる復興住宅」をキーコンセプトに、高性能で汎用性の高い１０タイプ

のプランをベースに省コスト、打ち合わせの省力化、施工の短期化をはかりながら、インターネッ

トを中心に PR 受注していく。工務店 職人との連携を計りながら、合理的に受注をこなせるよう

な体制をつくり、本格的な復興需要に備えるつもりである。また、代表的なモデルプランで、展示

住宅を創る予定である。今後、年間５０棟以上の復興集宅を供給して行きたいと考えている。 

（具体的手法） 

① 省エネで快適な高性能な基本プランを１０タイプ作成。 

② 基本プランをベースにモジュールの標準化。流通の省コスト化を計る。 

③ いわき家ナビ 木の復興住宅専用窓口の設置。専用サイトの設置。（各種相談、ヒアリング、

土地情報、基本プランをベースにした、設計事務所工務店の紹介） 

④ パンフレットの作成 （作成済み）市内各所で配布。 

⑤ 職人サイトの創設。各職方が不足してきているので、物件毎に職人の過不足情報をメンバー内

で共有し、融通を計れる仕組みを作る。 

⑥ 銀行、信用組合と提携した、資金計画の作成。標準プランによる１２００万円から１４００万

円位の資金計画書の作成（実施済み） 

⑦ プロジェクト終了後はいわき家ナビを窓口とし引きつづき各種相談に応じる予定である。 
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（提案様式４－２）    団体団体団体団体のののの基本方針基本方針基本方針基本方針・・・・具体的手法具体的手法具体的手法具体的手法    

    

３３３３．．．．復興住宅復興住宅復興住宅復興住宅コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト（（（（維持管理維持管理維持管理維持管理、、、、プランプランプランプラン、、、、環境対応環境対応環境対応環境対応、、、、コストコストコストコスト、、、、地域性等地域性等地域性等地域性等））））    

（基本方針）  

福島県で住宅を必要としている被災者は、地震、津波の被害に加え、原発の被害も受けているの

で、心から安心して住める木の家を提供したい。新しい暮らしを始めるに相応しい、永く安心して

住める木の家の「我が家」を提案する。家の「なか」と「そと」を意識した、自然なコミュニケー

ションがとれる計画とする。又、仮設住宅でのワークショップを実施、設計に反映させてゆく。 

浜通りの気候を活かし、エネルギー環境に配慮した高性能な家を低価格で提供する。無駄のない

コンパクト（２５坪程度）でありながら、増改築のバリエションの豊富な計画とします。太陽光等

を利用した自然エネルギーに対応できるものとする。 

（具体的手法） 

平面計画は 1 間を基本モジュールとし、2 間角、又は 2×3 間、4 間角等のシンプルな間取りとす

る。柱 4 寸×4 寸、梁桁 4 寸×8 寸を標準とし、構造の単純化を計り、地域産の厚板を床材、踏天

井、野地板に使用し、温熱環境の性能アップと、低コスト（１２００万円〜１４００万円）、地域

材の活用を計る。 

断熱性能は次世代省エネ基準Ⅳ地域をクリアー、また太陽熱温水器等設置費用が低価で効率の高

いパッシブなエネルギー活用を提案する。（基本料金に含まず。） 

    

    

    

    

    

    

４４４４．．．．品質品質品質品質、、、、性能確保性能確保性能確保性能確保    

（基本方針） 

設計にあたり標準化できるところを共通の仕様とする。（木材、断熱材、建材類） 

また、住宅履歴を整備し、長期のメンテナンスを容易にする。 

また、建築にあたっては責任の所在を明確にする。 

（具体的手法）    

木材、断熱材共通設計仕様書の作成。（製作中） 

住宅履歴に関しては、必須で作成するものとし、いわき家ナビで保管、管理する。（２０年間） 

設計責任（設計事務所）と施工責任（工務店）を明確にし、トラブルが起きた際の対応を行う。 
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５５５５．．．．県産材県産材県産材県産材・・・・地域材地域材地域材地域材のののの活用活用活用活用    

（基本方針） 

雇用や資源の循環が生まれるような家が福島、いわきの真の復興につながると考えている。 

 復興住宅の使用部材は、全て県産材とし、構造、内装、外装、デッキ、家具等にも杉を利用でき

る開発した部材を活用する。 

また、放射線量を定期測定し、お客様の不安を払拭する努力を常に実施する。 

（具体的手法） 

 平成２４年３月に着工予定で展示住宅を建てる予定である。（代表プランのスキップフロアー２

階建てプラン。）協力製材業者も受注に応じて拡大する予定である。 

木工職人 GR moconoco とのコラボで杉材を利用した、簡易家具システムの開発予定。又ワークショ

ップなどで、居住者自ら家具を製作してもらう。 
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（提案様式４－３）    団体団体団体団体のののの基本方針基本方針基本方針基本方針・・・・具体的手法具体的手法具体的手法具体的手法    

    

６６６６．．．．各種手続各種手続各種手続各種手続きききき代行代行代行代行    

（基本方針） 

 いわき家ナビに専用窓口を設置し、お客様がわかりやすく、スピーディーに各種、手続きが出来

るように体制作りを行う。受注側の省力化、省コストにもつながる。 

基本的な必要書類は事前に作成しておく。（標準プラン、資金計画、土地情報、各種打ち合わせ用

シート。） 

（具体的手法） 

相談窓口 いわき家ナビ復興住宅専用窓口の創設（実施済み） 

資金計画書の作成及び金融機関の案内（復興住宅専用窓口）  

不動産情報 メンバー内の宅建業者が手続き代行。 

    

    

７７７７．．．．ふくしまふくしまふくしまふくしま（（（（地域地域地域地域））））らしさのらしさのらしさのらしさの取取取取りりりり入入入入れれれれ    

（基本方針） 

浜通りは海洋性気候により、夏は海風が涼しく、冬は降雪がほとんどないという県内でも気温差の

少ない、日照時間の多い暖かな地域である。浜通りの中でも沿岸部、内陸部、山間部とそれぞれに

特徴のある気候風土を持ち、生活、文化のスタイルが異なっている。その土地の暮らしを理解し、

特徴を活かしていく。 

（具体的手法）浜通り全体としては日照と通風を考慮した大きな開口部と深い庇とし、温熱環境は

自然エネルギーを大いに活用する。又、沿岸部では塩害や台風対策、内陸部はより通風を考慮した

蒸し暑さの対策を考える。山間部は冬期の季節風の対策を検討してゆく。風土との関係は、その地

域毎に、その計画住宅の隣家、集落、村、街といった生活環境を考慮した生活の場として、その家

族に合った計画を立案する。 
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８８８８．．．．地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける先導性先導性先導性先導性（（（（活動活動活動活動））））    

（基本方針）木を通して山や森、家づくり等に関わる様々な業種と連携を深め木の普及啓蒙活動や

商品開発、イベント、勉強会等活動を行ってきた。今後は福島県の復興を見据え、まちづくり等も

含めて活動を行って行きたい。 

（具体的手法） 

いわき市内に避難してきている双葉郡の方達とも連携も深め、仮設住宅住民とのヒアリングやワー

クショップを開催し、今後の街創り、家づくりに活かして行きたい。過去いわき家ナビ内でこども

フォレスクラブを展開し、山や森の勉強会や、普及啓蒙活動を行ってきた。「福島県緑の住宅促進

事業」しかしながら、山の線量が高くこどもが安心して山に入れる状態ではない為、まちなか森プ

ロジェクトを実施し、まちの中に放射能の心配がなく安心して遊べる森（公園）をつくる活動を実

施する予定である。 
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（提案様式４－４）    団体団体団体団体のののの基本方針基本方針基本方針基本方針・・・・具体的手法具体的手法具体的手法具体的手法    

    

９９９９．．．．原子力事故及原子力事故及原子力事故及原子力事故及びびびび風評被害対応風評被害対応風評被害対応風評被害対応    

（基本方針） 

 放射能は目に見えない為、数字で可視化するということが消費者の安心につながると考え、測定

を中心とした県産材の正しい情報を定期的に発信していく。 

 基準になる数値を設定し、それを上まわった場合は除染、または使用しない事を明確化にする。 

（具体的手法） 

 ４月から毎月県のハイテクプラザにおいて製材品の放射線量の測定を行い、インターネット上に

公表している。平成２３年１２月現在放射能は全く検出されていない。 

今後も毎月の測定を行い、情報を公表して行く予定である。 

完成後の住宅に関しても、引き渡し前に線量調査を行い公表する予定である。 

    

１０１０１０１０．．．．省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの活用活用活用活用    

（基本方針）過去いわき家ナビでは次世代型いわきの家を提唱し、いわき最大の特徴である、冬期

の長い日照時間を活かし省エネ省 co2 な家創りを行ってきた。又平成２２年度にはいわき産学館ネ

ットワークの補助事業により省 co2 型いわきの家の開発を行った。この研究データーを活かし、い

わきの人、物、自然を取り入れた復興住宅にして行く予定である。 

（具体的手法）研究データーを元に省コストで、省エネルギーの家に成るような、各種シュミレー

ション（Q-PEX 等）を行い復興住宅のプランニングに取り入れて行く予定である。 

 復興住宅では省コストが予想される為、コストパフォーマンスのよい断熱やプラニングを考えて

行く。 

 

    

    

    

    

    

    

    



スキップフロアにすることで
コンパクトながら
広がりのある空間に。


