
地域型住宅グリーン化事業　平成27年度第1期採択グループ一覧

採択
No

グループ名称 地域型住宅の名称
グループ所在地

（事務局）
グループ代表者

所属
グループ事務局

所属

1 十勝２ｘ４協会
「信頼・安心の絆37年」とかち
２ｘ４エコ住宅

北海道帯広市緑ケ丘一
条通5丁目8番1

株式会社赤坂建設
有限会社ウッズ建築設計
事務所

2 北の四季彩 北の四季彩｢連｣
北海道札幌市中央区北1
条西10丁目1-17

シノザキ建築事務所株式
会社

株式会社ヤマチコーポ
レーション

3
地域に根ざした北海道の工務店
ネットワーク アース21

Save Energy & Long Life
アース21の家

北海道北広島市西の里
東2-3-6

株式会社キクザワ
有限会社住まいの相談室
はしもと

4
北海道ブランドの優良住宅を考
える会

北海道ブランド優良住宅
北海道札幌市西区宮の
沢1条1丁目1-30

株式会社北工房 株式会社ニヘイ

5 北海道ネオマリーダーズクラブ 北海道外断熱長期優良住宅
北海道札幌市中央区北
二条西１丁目１

株式会社太平ホーム北海
道

旭化成建材株式会社　札
幌支店

6 北海道ファース会 大地と住み継ぐ家
北海道北斗市中野通324
番地

桧山建設綜業株式会社 株式会社福地建装

7 北海道ビルダーズ協会 北方型住宅長期優良住宅
北海道札幌市中央区大
通西5丁目11　大五ビル5
階

武部建設株式会社
一般社団法人北海道ビル
ダーズ協会

8
地域工務店グループe-housing
函館

北海道の防災型長期優良住
宅の拠点づくり

北海道北斗市七重浜3丁
目22-15

渋谷建設株式会社 株式会社小西工務店

9 住宅を考える工務店の会
青森県産材合板で作る青森
型グリーン化住宅

青森県十和田市東三番
町3-41

平野商事株式会社 平野商事株式会社

10 雪国型安心住宅研究会 雪国型安心の家
青森県弘前市外崎5丁目
8-2

株式会社かさい材木店 株式会社かさい材木店

11 次世代快適住宅を考える会 次世代快適住宅「幸せな家」
青森県八戸市大字廿三
日町2番地

林崎建設株式会社 株式会社吉田産業

12 想家の会 「ＳＯＹＡ」
青森県青森市緑2丁目
16-21

株式会社Fractal設計事務
所

株式会社Fractal設計事務
所

13 『元気の出るe住まい』 青い杜のe家
青森県平川市新館藤山
16-1

株式会社今井産業 株式会社今井産業

14
未来へつなげる安心住宅
WAZA

北国の安心住宅
青森県三戸郡五戸町天
満後39-6

株式会社丸五 株式会社丸五

15
津軽工務店会　地域資源循環型
住宅供給グループ

津軽　山の恵みの家
青森県平川市日沼富田
19番地7

有限会社石田建設
株式会社吉田産業　弘前
支店

16
青森県南部地域型住宅を考える
会

青森県南部地域型住宅
青森県八戸市大字美保
野13-246

株式会社中村木材店 株式会社中村木材店

17 北東北長期優良推進グループ 代々長持ち住宅
岩手県紫波郡紫波町日
詰西2丁目5-16

有限会社システムテック 有限会社大清建設

18 東北優良住宅研究会　岩手支部
いわて　自然とふれあい、家
族の絆を育む家

岩手県北上市北鬼柳33-
70

千葉建設株式会社 株式会社北洲

19 東北の優良住宅をつくる会 木の家快適住宅
岩手県盛岡市西仙北二
丁目7番8号

株式会社ルームクラフト 株式会社ルームクラフト

20 盛岡寒地住宅研究会 かんちのいえ
岩手県紫波郡矢巾町流
通センター南4丁目1番6
号

有限会社久保田工務店
株式会社ヤマイチ盛岡支
店

21 倖棲の会 倖棲の家
岩手県滝沢市根堀坂
559-5

有限会社ホクブプランニ
ング

有限会社山井建設

22 北いわて快適住まいづくりの会 快適北いわての家
岩手県二戸市堀野字長
地75-4

株式会社松本 株式会社菅文

23 中三陸　家づくり協議会 中三陸　四季香る家
岩手県宮古市金浜第7地
割8番地１

南洋建材株式会社 南洋建材株式会社

24 岩手住環境技術研究会 いわて住環エコハウス
岩手県盛岡市津志田西
1-17-33

株式会社タックホーム 株式会社タックホーム
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25
岩手省エネルギー住宅推進協議
会

岩手SW・ZEROの家
岩手県奥州市水沢区佐
倉河字梨田川8番地1

丸順工務店有限会社 有限会社協和建工

26 宮城住創造研究会 宮城快適住宅
宮城県宮城郡利府町青
葉台2丁目2-41

大東ハウジング株式会社 有限会社フォレスト２１

27 南東北地域型住宅ネットワーク 南東北Re-Bornの家
宮城県仙台市泉区加茂1
丁目28-2

株式会社ベンチャーデザ
イン

株式会社ベンチャーデザ
イン

28 みやぎ家創りの会 わたし達かぞくの家
宮城県仙台市宮城野区
中野字上袋田18番１

株式会社ｐｒｏｄｕｃｅ・Ｄ
株式会社グリーンハウ
ザー

29 新しい東北の暮らしを考える会 災害に強い健康エコ住宅
宮城県仙台市若林区卸
町3丁目6-3

株式会社吉田工務店
パナソニックリビング北海
道･東北株式会社

30 東北優良住宅研究会　宮城支部
みやぎ　自然とふれあい、家
族の絆を育む家

宮城県仙台市宮城野区
扇町5-3-20

株式会社都市リサーチ設
計

株式会社北洲　仙台支店

31 東北家守りネットワーク
地域優良住宅『木継な(絆)の
家』

宮城県東松島市小野字
中央5番地5

株式会社花坂ハウス工業 株式会社花坂ハウス工業

32 ALLみやぎ住まいラボ みやぎ木魂と暮らす家
宮城県名取市愛島笠島
字桜町22番地

株式会社渋谷木材店 株式会社渋谷木材店

33 秋田こだわり木の家協議会 秋田こだわり住宅
秋田県秋田市中通2-1-
22

株式会社住建トレーディ
ング

株式会社角繁

34 大館ロングライフ・ハウス 大館ロングライフ・ハウス
秋田県大館市上代野字
上代野5番地１

有限会社石川建築 三浦木材株式会社

35 秋田杉匠の会 秋田スギの香る家
秋田県秋田市高陽青柳
町1-43

有限会社小坂工務店
秋田県建設技能組合連
合会

36
秋田地産地消の家づくり部会（山
工会）

秋田地産地消の家
秋田県秋田市御所野湯
本三丁目1-5

株式会社佐々木建材店 山二建設資材株式会社

37 秋田北浦山林再生を考える会 秋田北浦杉の家
秋田県仙北市角館町水ノ
目沢79-1

有限会社仲野谷工務所 株式会社黒澤製材所

38 ZEROこまちNEO推進協議会 ZEROこまちNEO
秋田県雄勝郡羽後町杉
宮字元稲田194番地4

石井建築設計事務所 有限会社ハウジングメイト

39 いではの森林・家づくりの会 いではの森林の家 山形県酒田市北浜町4-7 有限会社桂建設 立花産業株式会社

40
やまがたの木づかい優良住宅を
つくる会

木結（きづな）の家
山形県寒河江市中央工
業団地155-6

株式会社スペースパーツ
山形

株式会社スペースパーツ
山形

41 家づくりネットワークやまがた やまがたの家
山形県山形市松栄1-5-
13

株式会社シェルター 株式会社シェルター

42 さかた「すぎの子」会 酒田森林環境循環型住宅
山形県酒田市みずほ1-
21-11

株式会社大井工務店 株式会社大井工務店

43
やまがたの家・未来研究プロジェ
クト

やまがた蔵王エコプレミアの
家

山形県西村山郡河北町
谷地字月山堂605番地

株式会社荒木建材店 株式会社荒木建材店

44 ふくしま中央建設共同企業体 希望（のぞみ）の家
福島県郡山市安積町日
出山二丁目21-1

株式会社大原工務店 株式会社大原工務店

45 ｼﾞｬｰﾌﾞﾈｯﾄﾋﾞﾙﾀﾞｰ連合福島 地域活性住宅「我が家」
福島県本宮市本宮戸崎
7-1

光建設株式会社 光建設株式会社

46 魔法の積み木　愛好会
丈夫で快適！　２ｘ４パネル
工法の家

福島県本宮市稲沢字入
高野63-5

郡山チップ工業株式会社
郡山チップ工業株式会社
本宮工場

47 山形サスティナブル研究会 山形サスティナブルハウス
福島県郡山市富田町字
諏訪西50

株式会社櫻井建設 株式会社ツボイ

48 ふくしま家づくり研究会 ぬくもりの家
福島県郡山市日和田町
字原12-1

福島県郡山地区木材製
材協同組合

光和建材株式会社

49 宮城家づくり研究会 宮城未来の家
福島県郡山市富田町字
諏訪西50

有限会社菊地住建 株式会社ツボイ
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50 きつつき会 福幸の家
福島県郡山市富田町字
諏訪西50

有限会社柳沼工匠 株式会社ツボイ

51
住み継ぐ家づくりネットワークふく
しま

福家
福島県郡山市富田町字
諏訪西50

株式会社吉成建築 株式会社ツボイ

52 三春町住宅研究会 春陽のいえ
福島県郡山市富田町字
諏訪西50

株式会社宗形工務店 株式会社ツボイ

53 安達太良匠の会
家族と地域の再生を支える
家

福島県二本松市針道字
西ノ内139番地1

有限会社斉藤工匠店 有限会社斉藤工匠店

54 福島ジョイ･コス倶楽部 木が香る100年長持ち住宅
福島県田村郡三春町尼
ケ谷21

有限会社森工務店
有限会社田中建築企画
室

55 『子どもたちの未来を築く会』 『ずっと一緒に暮らせる家』
福島県いわき市小名浜岡
小名字作前7-1

田村森林組合 カネハナ住材株式会社

56 茨城ねんりん会 茨城ねんりんの家
茨城県つくばみらい市狸
穴1386-9

株式会社モリハウジング 有限会社本間工務店

57 とちぎの木の家の会 とちぎの木の家
茨城県水戸市見和2-
246-1　2FC号

株式会社金平 プライムホーム株式会社

58 栃木ねんりん会 栃木ねんりんの家
栃木県真岡市並木町4丁
目12番地1

株式会社ウッドテックホー
ム

日光建設株式会社

59
特定非営利活動法人　森と家を
結ぶ会

とちぎ　やみぞ材の家
栃木県那須郡那須町伊
王野723

益子林業有限会社 益子林業有限会社

60 とちぎ和が家の会 ベリーの家
栃木県宇都宮市下平出
町2328-1

株式会社渡商 株式会社渡商

61 住継ぐ四季の家Tochigi研究会 住継ぐ四季の家Tochigi
栃木県芳賀郡茂木町大
字塩田418-1

茂木トーヨー住器株式会
社

茂木トーヨー住器株式会
社

62 群馬すてきな家づくりの会 ぐんまの家「優馬」
群馬県前橋市天川大島
町1248

株式会社瀧澤興業 平方木材株式会社

63 れいめいの会 かやの家
群馬県利根郡みなかみ町
政所727-1

坂庭建業 比金工務店

64 利根沼田若手職人の会 ウッドソムリエの家
群馬県利根郡川場村大
字谷地1950

有限会社真下工務店 株式会社関工務所

65 上毛（かみつけ）の会 尾瀬の家
群馬県吾妻郡東吾妻町
岩井1036-3

株式会社新井建設 寺嶋開発株式会社

66 彩（IrodorI）倶楽部 彩（IrodorI）
埼玉県川口市東領家5-
13-1

株式会社武井工務店 株式会社武井工務店

67 ＮＰＯ環境住宅 住まい手と造り手の共創住宅
埼玉県さいたま市浦和区
岸町4丁目25番15号

株式会社藤島建設
株式会社宮下設計事務
所

68 さいたま家づくりネットワーク 彩の国あんしん住宅
埼玉県さいたま市大宮区
堀の内町1-697

株式会社榊住建 株式会社桝徳

69
顔の見える「ふるさと絆」木の家
の会

ふるさと絆のすまい
千葉県千葉市美浜区新
港88

丸宇住宅資材株式会社 丸宇住宅資材株式会社

70 東総災害に強い家づくりの会 東総安心住宅 千葉県旭市ニ1710 株式会社丸八工務店
株式会社石川商会住宅
機材

71 特定非営利活動法人　ちば山
千産千消ちばの杉ちば山の
家

千葉県千葉市緑区おゆ
み野南4丁目31番地4

特定非営利活動法人ちば
山

ちば山　真童舎　一級建
築士事務所

72
千葉のすぎぐりの木の家グルー
プ

千葉のすぎぐりの木の家（震
災復興支援住宅）

千葉県旭市神宮寺2106 株式会社ハヤシ工務店 株式会社ハヤシ工務店

73 関東耐震・省エネ研究会 屈強の家
千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷
3-1-4

有限会社REALIZE建築計
画研究所

有限会社REALIZE建築計
画研究所

74 エースホームの住まい研究会
地域型住宅「最高の普通」プ
ロジェクト

東京都新宿区高田馬場
2-14-5 ホンダビル4階

エースホーム株式会社 エースホーム株式会社
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75
無印良品の家・ネットワークパー
トナー会

パッシブデザイン「木の家」
東京都豊島区東池袋4-
26-3

株式会社MUJI　HOUSE 株式会社MUJI　HOUSE

76
木曽川流域木と水の循環システ
ム協議会

木曽川流域のつながる家
東京都港区赤坂2丁目2
番19号アドレスビル5階

株式会社広和木材
一般社団法人木と住まい
研究協会

77
武蔵野の人にやさしい住まいを
考える会

武蔵野の森に根ざした住まい
東京都調布市下石原2-
60-2

有限会社田中住建 株式会社調布ハウジング

78 木の家プレミアムパートナー会
地域工務店が担うＳＯＷＥｄｅ
ｓｉｇｎ住宅４

東京都港区港南一丁目7
番18号 ＤＢＣ品川東急ビ
ル別館4階

株式会社参創ハウテック
株式会社エヌ・シー・エヌ
一級建築士事務所

79 イシンホーム住宅研究会
工務店ネットワークによる地
域材活用住宅「HEIG」

東京都中央区日本橋茅
場町1-1-8

株式会社イシンホール
ディングス

株式会社イシンホール
ディングス

80
「水と緑の循環型住宅」を考える
会

武蔵野の家
東京都東大和市中央1-
1-5

みすゞ建設株式会社 株式会社タカキ

81 「武州」いい家研究会 ～風構明備～サムハウス
東京都東大和市中央1-
1-5

株式会社ささもと建設 株式会社タカキ

82
国産スタイルツーバイフォーの家
を創る会

国産スタイルツーバイフォー
の家

東京都江東区東陽5丁目
30番13号　東京原木会館

ウイング株式会社　白井
工場

協和木材株式会社

83
一般社団法人 TOKYO WOOD
普及協会

多摩の檜でつくる東京の家
東京都小金井市前原町
5-8-15

有限会社沖倉製材所 株式会社小嶋工務店

84 フォレストワークいえづくりの会 UA値採用型住宅
東京都渋谷区上原3-6-6
オークハウス4階

有限会社都市工房 株式会社千金堂

85 首都圏住まいを創る会 首都圏ココロ・つながる家
東京都小平市喜平町1-
10-7

小松建設株式会社 株式会社コバヤシ

86 住宅研究会「彩」 彩の家～いろどり～
東京都東大和市中央1丁
目1番地5

株式会社三国ホーム 株式会社タカキ

87 東京守りの家普及会
地域に根ざした高気密・高断
熱・高耐久の家

東京都中野区大和町1-
53-3

株式会社アイ・ケーイン
ターナショナル

株式会社アイ・ケーイン
ターナショナル

88 健康で長持ちの家を考える会
関東ロングライフデザイン住
宅

東京都渋谷区代々木5-
55-6　コンフォール参宮橋
503

大和屋株式会社
フォワードハウジングソ
リューションズ株式会社
東京支店

89 一般社団法人温熱環境研究所
ゼロ・ワン・ハウス・プロジェク
ト2015

東京都港区新橋2-9-16 株式会社駒匠 株式会社駒匠

90 大径材利用推進協議会 大径材の家
東京都港区赤坂2-2-19ア
ドレスビル1F

一般社団法人日本ログハ
ウス協会

一般社団法人日本ログハ
ウス協会

91
協同組合匠の会　地域型住宅供
給協議会

樹の家100年住宅
東京都中央区築地4-4-
14　ラフィネ東銀座911

株式会社高棟建設工業 協同組合匠の会

92 アソビエクラブ湘　ShoW アソヴィエ
神奈川県横浜市磯子区
岡村1-3-15

株式会社渡辺工務店 株式会社ネダテ住建

93 神奈川住むーずの会
「住むーずハウス　～神奈川
で住む　ずーっとこの家で～」

神奈川県横浜市南区中
村町5-308-1

株式会社ラクジュ 伊藤建材株式会社

94
かながわの地域優良住宅をつく
る会

都市と森をつなぐ家
神奈川県小田原市寿町
3-1-39

有限会社おしうみ建築 竹広林業株式会社

95 チーム　ウッドマイスター
かながわの森で造る「神奈川
の家」

神奈川県横浜市西区北
幸2-10-20

小泉木材株式会社 西区木材協同組合

96 「かながわe家」会
かながわe家（カナガワイーイ
エ）

神奈川県横浜市中区不
老町3-12-2F

一般社団法人神奈川県
建築士事務所協会

一般社団法人神奈川県
建築士事務所協会

97 永く住みつぐ家守りの会 未来につなぐ100年住宅
神奈川県相模原市南区
麻溝台1-6-1

株式会社相模原木材セン
ター

株式会社相模原木材セン
ター

98 関東家守りネットワーク 地域優良住宅「絆を育む家」
神奈川県秦野市鈴張町
1-34

株式会社コラム建設 株式会社コラム建設

99 「かながわきずなの家」をつくる会 かながわ木の香・長生き住宅
神奈川県横浜市中区太
田町2-22

一般社団法人かながわ福
祉リフォームサポート機構

一般社団法人かながわ福
祉リフォームサポート機構
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100 里まちネットワーク 里まちの家
神奈川県相模原市緑区
中野1024番地2

津久井郡森林組合 津久井郡森林組合

101 湘南プレミアハウス連絡協議会 「湘南プレミアハウス」 神奈川県厚木市七沢305 株式会社イソダ 株式会社市川屋

102 性能住宅を考える会 笑顔が集う家
神奈川県相模原市中央
区並木3-18-30

株式会社開匠建築設計 株式会社開匠建築設計

103 全木協神奈川県協会 かながわ200年の家
神奈川県横浜市神奈川
区神奈川2-19-3

株式会社青木工務店
神奈川県建設労働組合
連合会

104 越後・元気家づくりの会 越後元気（がんぎ）な家
新潟県新潟市南区上下
諏訪木739番地

株式会社大栄 木川木材株式会社

105 妻有の家ネットワーク 雪国エコローカルハウス 新潟県十日町市高山 株式会社カネタケ建設 魚沼木材協同組合

106 新潟いえとも倶楽部 新潟いえともの家
新潟県新潟市西区小新
大通１-6-59

株式会社Re-size.
山清トーヨー住器株式会
社

107
にいがた・木のぬくもりが育てる
愛奏の家つくる会

にいがた・木のぬくもりが育て
る愛奏の家

新潟県新潟市北区木崎
802番地18

株式会社加藤工務店
株式会社たかだ　建材本
部

108 越後の住まいを守る会 越後の住まい
新潟県新潟市中央区鳥
屋野137-1

株式会社阿部材木店
吉久株式会社　新潟営業
所

109
安心・安全・大切（耐雪）な家づく
りの会

安心・安全・大切（耐雪）な家
新潟県長岡市新組町
2430番地11

株式会社諏方木材工業 株式会社トーア

110 新潟いい家の会 美しく性能のいい家
新潟県阿賀野市保田
3858番地

有限会社熊倉建築設計
事務所

株式会社坂詰製材所

111 新潟の家『DASUKE』工務店の会
新潟の地域『DASUKE』の家
Ｖol.4

新潟県新潟市北区内島
見817

株式会社鈴木組 株式会社鈴木組

112
長く住み続ける住宅を建てやす
い会

信越長期優良型の家
新潟県新潟市中央区網
川原1-15-23 新光ビル2F

株式会社ネグプラン 株式会社ネグプラン

113 越後ふるさと家守りの会
１００年暮らす、自然が息づく
「木組みの家」

新潟県妙高市国賀1丁目
2番7号

株式会社内山ホーム 株式会社菱元屋

114 新潟桝マス快適住まいの研究所 エネルギーを生む家
新潟県新潟市中央区紫
竹1-28-2

有限会社フォルトーナ
金桝トーヨー住器株式会
社

115 北陸型木の住まい研究会 北陸型木の住まい 富山県射水市寺塚原415 株式会社中田工務店 ウッドリンク株式会社

116
北陸長期優良住宅 まるわかりの
会

北陸の気候風土と暮らす 快
適な家

富山県富山市草島字古
川10番地

ラミネート・ラボ株式会社 ラミネート・ラボ株式会社

117 富山の快適すまいづくりの会 とやまのかいて木な家 富山県富山市野口812 株式会社マイホーム ヤマイチ株式会社

118 石川木の家普及委員会
北陸五季に対応するブランド
事業

石川県金沢市新保本4-
66-6

イシモク・エモリ株式会社
株式会社イノベーション
ジャパン

119 石川県スマートハウスの会 いしかわの木を活用する家
石川県金沢市本町1丁目
3番36号

株式会社フジタ 株式会社金沢商行

120 加賀伝統の家を考える会
木と共生する美しい街並みの
家

石川県金沢市問屋町3-3 宏州建設株式会社 南陽株式会社　金沢店

121 いしかわ住まい創りの会 いしかわの木まじめな家 石川県金沢市湊2-10 株式会社辻鉄 株式会社辻鉄

122 北陸家づくりの会 爽健の家 石川県金沢市進和町64
株式会社北陸ホームサー
ビスステーション

株式会社北陸ホームサー
ビスステーション

123
かが・のと「伝統×未来」の家を
創る会

木×楽×匠×家　－
Ki.Raku.Syo.Ka－

石川県白山市水島町879
番1

株式会社元木 あさひ木材株式会社

124 ほくろく在来の会 はだしの家
福井県福井市高木2-
1109

信友建設株式会社
小森商事株式会社　福井
支店
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125 福井県家づくりの会 ふくい木の住まい 福井県福井市開発5-315 松山建設株式会社 アロック・サンワ株式会社

126 甲斐縁隊
ハレる家～晴れの舞台、晴
れの住まい～

山梨県甲府市相生1丁目
16-15

有限会社楽建舎 中央ベニヤ株式会社

127 山梨住宅ナビ 太陽と暮らす甲斐適ハウス 山梨県甲府市向町296 株式会社トミタケ建設 株式会社七保

128 信州・絆でつくる優良住宅の会 信州・木ずなの家
長野県長野市吉田5丁目
25-7

株式会社ミズケン 株式会社マルオカ

129
信州－襷（ＴＡＳＵＫＩ）の家普及協
議会

信州－襷（ＴＡＳＵＫＩ）の家 長野県佐久市野沢94-1 株式会社竹花組
株式会社タカサワマテリ
アル

130 自然と暮らす家づくりの会 北アルプスの眺める「家」 長野県大町市社776-1 横澤建材株式会社 横澤建材株式会社

131 信濃長期優良住宅研究会 信濃長期優良型住宅
長野県塩尻市大字広丘
吉田384-2

株式会社ウーノライフ 株式会社ウーノライフ

132 佐久平いぶきの家を創る仲間達 佐久平いぶきの家 長野県佐久市前山75-1 株式会社すまい一 株式会社すまい一

133 チーム刻人 次世代に引き継ぐ木の家
長野県伊那市荒井3942-
2

株式会社滝川
株式会社工務店支援機
構風土里舎

134 協同組合あすみ住宅研究会
あすみ型　東濃檜・長良杉の
家（平成２７年度版）

岐阜県中津川市坂下208
番地15

窪田建設株式会社
協同組合あすみ住宅研究
会

135 東濃桧住宅供給協議会 東濃桧が活きる木の家
岐阜県恵那市長島町正
家613-10

協同組合東濃地域木材
流通センター

KeyPoint設計室

136
「ぎふの木の家」産直住宅建設協
議会

「ぎふの木の家」産直住宅
岐阜県岐阜市六条江東2
丁目5番6号

株式会社飛騨工務店 岐阜県産直住宅協会

137 住まーとシティ　岐阜
ぎふナチュラル　ＭＯＫＵＲＥ
Ｎ

岐阜県羽島郡岐南町み
やまち1-3

ヤマガタヤ産業株式会社 ヤマガタヤ産業株式会社

138 東海住まいづくりネットワーク
東海の家（地域材町屋対応
住宅）

岐阜県岐阜市旦島中1丁
目5-25

株式会社山一建材 株式会社山一建材

139
一般社団法人　静岡木の家ネッ
トワーク

丈夫で長持ちするいえ２０１５
静岡県浜松市浜北区於
呂1685

株式会社桑原建設
一般社団法人静岡木の
家ネットワーク

140 「もてなしの家」協議会
あしたか地域ブランド住宅「も
てなしの家」

静岡県駿東郡清水町新
宿214番地の22

株式会社中野建築設計 株式会社中野建築設計

141
一般社団法人富士山木造住宅
協会

富士山の木を活用した住ま
い2015

静岡県富士市大渕2410-
1

株式会社大功建設
一般社団法人富士山木
造住宅協会

142 OMソーラー静岡2015
静岡で暮らす気持ちのいい
家

静岡県浜松市西区村櫛
町4601

OMソーラー株式会社 OMソーラー株式会社

143
遠州バザール実行委員会地産
地消推進グループ

天竜材循環住宅「つながる
家」

静岡県浜松市浜北区平
口5584-12

有限会社エフベース 株式会社鈴三材木店

144
ブルーブリッジプロジェクト普及
促進会

遠州　木づなの家
静岡県御前崎市佐倉
4680-56

福代工務店 株式会社ナカモク

145 しずおか木の家ネットワークス しずおか匠の家
静岡県静岡市葵区牧ケ
谷2092

株式会社リメックス 株式会社マルチ

146 ストック循環型住宅研究会 「つなぐ」家サポートシステム
静岡県富士宮市浅間町
12番15号

株式会社ケイテック 株式会社共和

147 ふじのくに静岡優良住宅の会 ふじのくに静岡優良住宅
静岡県静岡市葵区竜南3
丁目16番18号

大隆木内工務店株式会
社

株式会社山清片山

148
静岡パッシブデザイン・パート
ナー会

復興と県産材、未来につなげ
るエコな家　　Ver.4

静岡県伊東市宇佐美
2785番地の1

株式会社アキヤマ 株式会社梅原建設

149 i-worksプロジェクト i-works 2015
静岡県浜松市西区村櫛
町4601

有限会社伊礼智設計室 OMソーラー株式会社
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150
しずおか優良木材供給センター
協力工務店グループ

しずおか優良木材の家
静岡県藤枝市岡部町岡
部2047-2　静岡県森林組
合連合会静岡営業所内

しずおか優良木材供給セ
ンター

しずおか優良木材供給セ
ンター

151
静岡循環型省エネ住宅推進委員
会

静岡県循環型省エネ住宅「２
×４桧駿河の家」

静岡県静岡市清水区尾
羽574-1

有限会社木場建築設計
エス・エルワールド株式会
社FAZ配送センター

152 静岡・牧之原ｅｃｏ住樹の会 自然の恵
静岡県牧之原市細江
2749-5

株式会社小澤工務店 榛南建材株式会社

153 ふじの住まい研究会 nico ふじの家
静岡県富士宮市宮原130
番地

株式会社旭建設 株式会社西川材木店

154 ハウジングサポートサービス だんらんの家
愛知県一宮市城崎通6-
24

株式会社西村工務店 中村木材株式会社

155 愛知ハートフルハウスの会
尾張・三河住み継げる安心の
家

愛知県東海市富木島町
池下10番地3

株式会社名東木材 株式会社名東木材

156
名住協地域型ブランド住宅推進
協議会

City House　「匠の家」
愛知県名古屋市東区矢
田1-9-29

名古屋市住宅建設協同
組合

ランドマーク株式会社

157
ＢＨＢ会（グリーン化事業を考え
る部会）

地域材を活用した「住まい手
に優しい家 ２７」

愛知県名古屋市中区正
木1丁目1番4号

株式会社ヤマガタヤ 株式会社ヤマガタヤ

158 あすなろ住まい創りの会　東海 心育む年輪の家
愛知県名古屋市中区千
代田2-1-13

株式会社丹羽工務店 株式会社山西

159
外断熱の普及促進協議会（東
海）

四季を感じ、長く愛される住
まいづくり

愛知県弥富市楠1丁目
106番地

株式会社吉兼工務店 株式会社山西

160 エコハウスプロジェクト 地材促進の家
愛知県北名古屋市井瀬
木140

株式会社OHKENハウス
一般社団法人中部地域
材促進会

161 地産地消の家造りの会 本物の木の家
三重県四日市市北町3番
4号

株式会社アート・宙 株式会社アート・宙

162 近畿すまい守りネットワーク
地域優良住宅「収納上手な
家」

三重県伊賀市猿野1238
番地

森大建地産株式会社 森大建地産株式会社

163 東海家守りネットワーク 地域優良住宅「集いの家」 三重県伊賀市猿野1238 森大建地産 森大建地産

164 「きだての家」プロジェクト きだての家
三重県津市垂水1389番
地１

特定非営利活動法人もり
ずむ

特定非営利活動法人もり
ずむ

165 近江長期優良住宅の会 近江長期優良住宅
滋賀県東近江市建部下
野町16番地

やわらぎ住宅株式会社
株式会社プライウッド・オ
ウミ

166 木の家倶楽部 近江木の家倶楽部の家
滋賀県蒲生郡竜王町綾
戸328-3

華建築株式会社 村地綜合木材株式会社

167 滋賀びわ湖型住宅供給協議会 滋賀びわ湖に住まう家
滋賀県近江八幡市末広
町13番地

大塚工務店株式会社
有限会社シガオータラン
バー

168
滋賀らしい環境こだわり住宅、つ
くり手ネットワーク

滋賀ほんまもんの家
滋賀県大津市滋賀里4丁
目11番3号

三和総合設計株式会社 三和総合設計株式会社

169 北山杉　京あいの家づくりの会 北山杉  京あいの家
京都府京都市右京区西
院中水町18番地4

有限会社ニコー環境建設
OSMネットワーク株式会
社

170 共緑会 火に強い木の家
京都府京都市南区西九
条御幸田町3-3

株式会社アイビ建築 株式会社クレマ

171 京都くらし方研究会 永く住み継ぐ京(みやこ)
京都府長岡京市城の里
13-1

株式会社リヴ
株式会社リヴ一級建築士
事務所

172
近畿エコガラス普及促進地域協
議会

近畿エコブランド住宅
大阪府大阪市天王寺区
大道5丁目5番2号

近畿エコガラス普及促進
地域協議会

山下硝子建材株式会社

173 木楽会 木楽を愉しむ家
大阪府堺市美原区木材
通1丁目13番28号

中畑木材株式会社 中畑木材株式会社

175 未来型住宅を考える会 未来創造住宅
大阪府大阪市北区中之
島3-3-23中之島ダイビル
29F

通商株式会社 通商株式会社
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176 安心住宅サポート“住ま～と”
長もち快適住宅“住ま～とロ
ング”

大阪府大阪市西区阿波
座2丁目4番23号　西本町
大五ビル9階

株式会社大五
株式会社大五　営業企画
部

177 窓みらい　低炭素住宅研究会 窓みらい　低炭素住宅
大阪府和泉市テクノス
テージ1丁目3番9号

和泉トーヨー住器株式会
社

和泉トーヨー住器株式会
社

178 高知産住まいづくり協議会 高知産　木造りの家
大阪府大阪市大正区千
島3-19-20

株式会社頃安木材 株式会社頃安木材

179 小規模住宅事業研究会
次の世代に受け継がれていく
家

大阪府大阪市中央区内
平野町2-1-9 シグナスビ
ル9階

フォワードハウジングソ
リューションズ株式会社

フォワードハウジングソ
リューションズ株式会社

180 未来塾 Casa　securitas
大阪府羽曳野市島泉九
丁目23番4号

二上木材株式会社 二上木材株式会社

181
一般社団法人　近畿木造住宅協
会

はんしん木心地のいえ
大阪府大阪市中央区南
船場4-13-12南船場ＯＭ
ビル内

株式会社ベターホーム
一般社団法人近畿木造
住宅協会

182 これからの住まいづくり みずうみの家
大阪府吹田市岸部北5丁
目32番1号

大輪建設株式会社 株式会社岡本銘木店

183
和の心・真の日本のすまいづくり
協議会

7つの理念実践住宅
大阪府大阪市中央区本
町4丁目8-1-7F

一般社団法人真の日本
の住まいを目指す会

一般社団法人真の日本
の住まいを目指す会

184 近畿・良い住まいを創る会 かんさい・えー家プロジェクト
大阪府岸和田市下松町1
丁目17-9　プラザ21　105
号

しあわせ家族住宅株式会
社

ナカザワ建販株式会社
下松事務所

185 近畿ビルダーズネット 地域材活用住宅『わが家』
大阪府高槻市寿町3丁目
13番1号

有限会社髙澤工務店 広和建設株式会社

186 ＭＯＫＳＯＨＯネットワーク
土、漆喰等の左官素材を使っ
た地域型住宅

大阪府大阪市福島区福
島2-9-16

トヨダヤスシ建築設計事
務所

トヨダヤスシ建築設計事
務所 MOKSOHO事務局

187 ひとときネット　プラス 吉野ＳＴＹＬＥ
大阪府堺市西区鳳北町
3-140

阪口製材所 奥野浩徳設計工房

188 Beaver's
Y O S H  I N O ‐ 木の家つく
りの会

大阪府東大阪市横小路
町4-6-20

一般社団法人Beaver's 一般社団法人Beaver's

174 ひょうご木のすまい協議会 ひょうご木のすまい
大阪府大阪市西区北堀
江2-2-25

株式会社山弘 アット・リンクス株式会社

189 「兵庫の家」推進協議会 地球に優しい木づかい住宅
兵庫県加西市田原町宮ノ
谷3179番地の3

株式会社後藤工務店 ヨドプレ株式会社

190 NPO法人ひょうご新民家21 ちょうの家
兵庫県西宮市平松町8番
27号

NPO法人ひょうご新民家
21

NPO法人ひょうご新民家
21

191 はりま風土木の家プロジェクト はりま風土木の家
兵庫県姫路市飾磨区恵
美酒414

今村産業株式会社 今村産業株式会社

192 はりまe家ネット
兵庫県産材スギ活用の家
“SUMIKA”

兵庫県姫路市広畑区早
瀬町2丁目26-2

コーラルハウジング株式
会社

コーラルハウジング株式
会社

193 奈良をつなぐ家づくりの会 奈良をつなぐ木の家
奈良県生駒市北田原町
1052-1

株式会社伏見建築事務
所

株式会社伏見建築事務
所

194 奈良匠の家協議会 奈良県産材　奈良匠の家
奈良県大和郡山市高田
町86-1

株式会社花田材木店 株式会社花田材木店

195
十津川郷土（さと）の家ネットワー
ク

十津川郷土(さと）の家
奈良県吉野郡十津川村
林460番地

十津川村森林組合
十津川村森林組合　木材
加工流通ｾﾝﾀｰ

196
省コスト住宅・ゼロエネルギー住
宅研究会

省コスト省エネ住宅
奈良県奈良市八条町464
番地3

カネマル株式会社 カネマル株式会社

197 和歌山・良い家つくりの会 地域に根差した快適住宅
和歌山県和歌山市湊
1252-5

キタヤマトーヨー住器株式
会社

キタヤマトーヨー住器株式
会社

198 紀州　吉宗の家　研究会 紀州　吉宗の家
和歌山県和歌山市小倉
411-32

ダイワトーヨー住器株式
会社

ダイワトーヨー住器株式
会社

199 環境住宅”とっとり”推進協議会 環境住宅”とっとりの家” 鳥取県鳥取市徳尾134-1 鳥取木材協同組合 久大建材株式会社
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200 山陰すてきな家づくりの会 山陰のすてきな家
鳥取県米子市両三柳
2360-8

協同組合レングス 株式会社ミヨシ産業

201 本気で断熱　研究所 本気で断熱　山陰の家
鳥取県鳥取市青谷町養
郷211

株式会社小田原工務店
いなばハウジング株式会
社

202 中国地域家守りネットワーク
地域優良住宅「地元自慢の
家」

鳥取県境港市福定町
671-1

株式会社アート建工 株式会社アート建工

203 県央地域型住宅供給協議会
しまねの木活用住宅「かいて
きないえ」

島根県大田市大田町大
田イ443番地5

株式会社コラム建築設計
事務所

大田ベニヤ商会設計監理
部

204 「しまねの森の家」プロジェクト
しまねの森からつながる循環
型住宅「しまねの森の家」

島根県松江市北田町35
番地3

株式会社藤原木材産業
一般社団法人島根県住ま
いづくり協会

205 岡山　住まい夢ネットの会 『四季を感じる』瀬戸内の家
岡山県岡山市東区西大
寺新地166-1

株式会社ウッディワール
ドのざき

株式会社ウッディワール
ドのざき

206 まにわ型住宅推進協議会 まにわ型グリ－ン化住宅 岡山県真庭市惣357番地 山下木材株式会社 谷岡建築設計事務所

207
晴れの国から～家づくりネット
ワーク

晴れる家～hareruya～
岡山県玉野市田井3-20-
28

株式会社ネクサスアーキ
テクト

株式会社ヤマホン

208 みまさか住まいづくり研究会 みまさかエコハウス
岡山県津山市戸島634-
14

有限会社山根工務店 株式会社土居建材店

209 ＨＯＴネットＩ・Ｅ（家）の会 晴れの国・岡山の家
岡山県岡山市中区海吉
1840-5

株式会社北屋建設
株式会社マルティックス山
陽

210 岡山やさしい家つくり倶楽部 はれのくに岡山安心住宅 岡山県倉敷市中島2360 株式会社木の城いちばん 株式会社浅野材木店

211 岡山200年会 ecoスマイルハウス
岡山県岡山市南区豊成
3-15-25

山佐産業株式会社 山佐産業株式会社

212 おかやま住まいのＷＡ ももたろうが育つ家
岡山県岡山市北区田中
159番地の104

有限会社桜井工務店 株式会社タカ建築

213 ひろしま地域住宅の会 もみじの家
広島県広島市南区大州
1-10-15

中村建設株式会社 株式会社スガノ

214
住生活の変化に対応できる家の
会

元気な家の会
広島県廿日市市木材港
北6番23号

カオル建設株式会社
広島ランバーテック株式
会社

215 尾三の木の家をつくる会 尾三の木の家
広島県三原市古浜2丁目
10-1

株式会社建工 赤谷木材株式会社

216 peace of mind. 快適生活 since 2015
広島県福山市明王台3-
12-7-201

有限会社福千住宅工業 開原工務店株式会社

217 びんご住宅研究会 エコセトラの家
広島県福山市南本庄2丁
目12番27号

株式会社オキ 光和物産株式会社

218 快適な備後の家をつくる会 福山地域活性家ＢＩＮＧＯ
広島県福山市新浜町1丁
目3番44号

株式会社森本製材所 株式会社森本製材所

219 広島県工務店協会 風・光・安芸のいえ
広島県広島市南区西霞
町2-31-601

一般社団法人広島県工
務店協会

一般社団法人広島県工
務店協会

220 田舎もん 四季を感じる田舎の暮らし
山口県萩市西田町68番
地

有限会社アーキテック工
洋

株式会社水建

221 西瀬戸ビルダーズサロン
木の温もりを感じる西瀬戸の
家

山口県岩国市柱野1667
番地3

株式会社隅田技建 株式会社白石木材店

222 やまぐち木の家ネットワーク
やまぐち木の家ネットワーク
型地域住宅3

山口県山口市朝田131-1 株式会社原工務店 株式会社トピア

223 山口エコ・セ・トラの会 山口エコ・セ・トラの家
山口県山口市小郡下郷
796-5

株式会社トピア 株式会社三和

224 山口木配り・喜組みの会 山口木配り・喜組みの家
山口県岩国市関戸1038-
1

今井木材株式会社 今井木材株式会社
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225 安心長持ち徳島住宅の会 安心長持ち徳島住宅
徳島県徳島市東沖洲2丁
目16番3

株式会社青木建設 三友物産株式会社

226 たくみ 100年住宅たくみ
徳島県徳島市東新町2丁
目12第3パルビル１F

株式会社たくみ設計工房 株式会社たくみ設計工房

227 フレッセ長持ち住宅供給協議会 フレッセ長持ち住宅
徳島県徳島市南矢三町3
丁目3-29

フレッセ（全徳島建設労働
組合）

フレッセ（全徳島建設労働
組合）

228 協同組合徳島県木造住宅協会 『地山地匠』あわの家
徳島県徳島市中常三島
町一丁目3番地3

株式会社城工務店 株式会社樹

229
一般社団法人徳島県木の家地
域協議会

とくしま型健康省エネ住宅「木
と暮らそう」

徳島県徳島市津田海岸
町7-21

株式会社山田工務店 三友ビルド株式会社

230 住まい守りネットワーク四国 陽木な家
徳島県徳島市東吉野町
2-45-1

ラッフルズホーム株式会
社

ラッフルズホーム株式会
社

231
ＮＰＯ法人とくしま山・すまい・まち
ネット

山とまちをつなぐ家
徳島県板野郡上板町七
條字一里山ノ上26-1

NPO法人とくしま山・すま
い・まちネット／株式会社
林建築事務所

プリズム建築設計室

232 瀬戸内の家研究会 四季ori・ori
香川県高松市木太町
5039番地6

高松トーヨー住器株式会
社

高松トーヨー住器株式会
社

233 ハウスネット讃木 讃木の家
香川県三豊市詫間町詫
間890番地1

株式会社ライフスタイル 株式会社喜田建材

234
省エネルギー住宅推進協議会四
国支部

四国採暖採涼設計の家
香川県高松市牟礼町牟
礼2109番地3

吉田建設株式会社 吉田建設株式会社

235
協同組合耐震・省エネルギー・エ
コロジー住宅を創る工務店ネット
ワークかがわ

さぬきエコハウス　link
GAINAISM

香川県丸亀市垂水町
3145-1

津山建材株式会社 株式会社大丸工業

236 「小豆島の家」研究会 木もちいい「小豆島の家」
香川県小豆郡土庄町渕
崎甲2013-4

株式会社西崎組 丸島産業株式会社

237 燃費がいい家研究会 愛媛CO(エコ)な家
愛媛県松山市高岡町437
番地

有限会社アーキテクト工
房Pure

伊予木材株式会社 松山
支店

238
「工務店学校」四国・温熱環境研
究会

KGS パッシブハウス
愛媛県松山市南吉田町
375-3

白石木材商工株式会社
四国エアフォーム株式会
社　南吉田

239 瀬戸内住宅研究団 太陽サンサン瀬戸の家 愛媛県松山市高岡町437 株式会社藤工務店
伊予木材株式会社二級
建築士事務所

240 「五寸角の家」普及推進協議会 「五寸角の家」
愛媛県八幡浜市若山2番
耕地15番地

與那原浩建築設計室 有限会社マルヨシ

241
こうちスマートウェルネス住宅推
進協議会

四国スマートウェルネス住宅
高知県高知市大川筋1丁
目6番21号

こうちスマートウェルネス
住宅推進協議会

一般社団法人高知県中
小建築業協会

242 九州普請研究会 森のちから
福岡県みやま市瀬高町下
庄2460番地の1

有限会社image 株式会社江上組

243 西日本住宅研究会 西日本住宅研究会の家
福岡県直方市上頓野
1479-2

株式会社直方建材
株式会社直方建材一級
建築士事務所

244 木のマイホーム促進会
木のマイホーム～九州美林・
笑顔の家～

福岡県福岡市博多区住
吉2-4-7-913

ＧｔｏＳ ＧｔｏＳ

245 100年の木の家づくりの会
未来に残そう九州県産材の
伝統美

福岡県宗像市徳重546-1 株式会社永島建設
株式会社キタモク　宗像
営業所

246 福岡ｴｺ・ｾ・ﾄﾗの会 福岡ｴｺ・ｾ・ﾄﾗの家
福岡県古賀市青柳2886
番地4

株式会社槇
株式会社三和　福岡営業
所

247 人にやさしい家を考える会 人にやさしい家
福岡県みやま市瀬高町長
田2003-1

徳永産業有限会社 徳永産業有限会社

248 長もち快適九州の家 未来を築くまごころ住宅 福岡県行橋市上稗田6-5 秋満工務店株式会社
株式会社キタモク　行橋
営業所

249 住まいの環境快適住宅 地域密着型快適住まい造り 福岡県飯塚市楽市594-1 有限会社大村建設
株式会社キタモク　飯塚
営業所
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採択
No

グループ名称 地域型住宅の名称
グループ所在地

（事務局）
グループ代表者

所属
グループ事務局

所属

250 すまいるネットワーク九州 地域優良住宅「よかハウス」
福岡県糸島市前原西5-
1-31

株式会社へいせい 株式会社へいせい

251 さがの木の家研究会 さがの木の家
佐賀県唐津市和多田南
先石1番29号

株式会社井本ホーム 福井木材株式会社

252 佐賀県建設産業協会 佐賀松浦の家 佐賀県唐津市久里1384 株式会社中村建築 株式会社松岡工ム店

253 雲仙・ながさ木の家づくり会 ながさ木の家
長崎県島原市新馬場町
894-1

合資会社内島材木店 合資会社内島材木店

254 長崎すて木な家づくりの会 長崎のすて木な家
長崎県諫早市栄田町20
番31号

有限会社四季工房 株式会社クロダ

255 優良住宅ネットワーク長崎 家族だんらん長崎の家
長崎県西彼杵郡時津町
浜田郷728-1

林田設計企画 有限会社末次材木店

256 くまもと希望の星 くまもと希望の家
熊本県熊本市南区城南
町舞原195番地22

株式会社エバーフィール
ド

株式会社エバーフィール
ド

257 くまもと・よか家づくり推進会 くまもと・よか家
熊本県熊本市中央区河
原町11番地

株式会社平野設計室 出田実業株式会社

258 樹香会 樹の香るおうち
熊本県合志市須屋1635-
99

株式会社熊建資材 株式会社熊建資材

259 KKN TAKUMI未来住宅
熊本県上益城郡益城町
大字古閑107番地12

株式会社三善建設 KKN（株式会社トーソー）

260 KS倶楽部
「地域材活用DE山の元気」住
宅

熊本県上益城郡嘉島町
鯰2803-4-2F

株式会社喜太郎
株式会社喜太郎　統括本
部

261
NPO法人　九州の杉・天然乾燥
研究会

環境共生に配慮したくまもと
型木造住宅「熊本の木の家」

熊本県熊本市南区近見8
丁目9-85

新産住拓株式会社 新産住拓株式会社

262 くまもと未来の住宅を考える会
新・肥後住宅『ＡＢＡIE』（アバ
イエ）

熊本県熊本市中央区琴
平二丁目4番10号

有限会社上林建設 株式会社田中材木店

263
おおいた長期優良住宅推進グ
ループ

大分県快適住宅
大分県大分市豊海4丁目
3番8号

有限会社渡辺建築工房
株式会社キタモク　大分
営業所

264
日田グリーン化事業「天領木の
会」

日田杉活用住宅「天領木の
家」

大分県日田市大字石井
777番地

株式会社天領木 株式会社日田十条

265 耳川スギで住まいを創る会 耳川杉の匠人
宮崎県日向市日知屋
5514番地18

耳川広域森林組合
東九州プレカット事業協
同組合

266 相棒倶楽部 みなみのいえ
宮崎県都城市早鈴町
1866番地10

持永木材株式会社 持永木材株式会社

267 かごしま家づくりの会 かごしまの環境共生住宅
鹿児島県鹿児島市西別
府町2995-5

株式会社新建設 株式会社中澤

268
かごしま型長期優良住宅普及協
議会

桜島克灰長優住宅「ヴォル
ケーノ」

鹿児島県鹿児島市荒田
2-28-19

株式会社深野木組
株式会社深野木組総務
部

269 薩摩　木の家つくる会 薩摩　木の家
鹿児島県鹿児島市東開
町3-8

株式会社有薗
ヤマエ久野株式会社　木
材住資鹿児島支店

270 沖縄木造住宅協同組合 沖縄パッシブ住宅 沖縄県那覇市銘苅322-5 株式会社Ｔ＆Ｔ 株式会社Ｔ＆Ｔ
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