
平成20年度地域住宅モデル普及推進事業による展示住宅等の概要（平成２２年度成果報告） 

事業者名：ＮＰＯ法人 田舎暮らし支援ネット 展示住宅等の建設地住所： 群馬県富岡市上丹生字山ノ上1025-4 

事業者連絡先 事業 種類 ①展示住宅 ②生活体験施設

（とりまとめ都道府県名  群馬県   ） 

事業者連絡先：0274-63-6522 事業の種類： ①展示住宅、 ②生活体験施設

基本性能等の基準： ①新築（長期優良タイプ）、 ②新築（長寿命化普及タイプ、 ③改修 総事業費： ９４２万円（うち補助金７８４万円） 

＜展示住宅・生活体験施設の平面図＞ 

外観写真 【１階】             【２階】 

＜展示住宅・生活体験施設の特徴＞ 
① 群馬県内に定住や二地域居住を希望するとき 住環境の変化による不安

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積

内観写真１ 

① 群馬県内に定住や二地域居住を希望するとき、住環境の変化による不安
感を払拭するための施設で、具体的には、ＮＰＯやＮＰＯと連携する地域団体と
の農作業による交流、移住者との交流など進める核となっている。 
② ＮＰＯの見学者アンケートから、移住に掛ける住宅建設費用は１，０００万
円以下が７５％を占めることがわかった。このニースに応えるためモデル住宅
は建設費用を９５０万円とした。尚且つ、木材に関わるＮＰＯ会員が多いため、

①床面積：
 １階 ：４６㎡、 
 ２階 ：２８㎡ 
②外観： 
 屋根材 :カラー鉄板 
 外壁 :杉板張り

構造材は１００％地域材を使用、地域材の消費を促している。 
③ 体験施設に滞在していても賃貸契約書により、施設見学や農作業体験な
どの休憩所として活用することができる。 
 
 

板張
 
③構造（部位毎の建材、寸法等）： 
 専用住宅、木造、２階建、新築 
 
④断熱性能： 

屋根 :100mmグラスウール ＜平成２２年度の成果＞
内観写真２ 

 屋根 :100mmグラスウール
 壁   :50mmグラスルール 
 床下 :50mmグラスルール 
 
⑤展示期間： 
 平成２２年４月～平成２９年３月 

＜平成２２年度の成果＞
①来場者数又は生活体験者数（平成２２年４月～平成２３年３月）： ８１名 
②来場者又は生活体験者の主な声： ●構造材は地域材１００％により、温か
みを感じ良い。 ●施設を中心に農作業等を体験することにより、移住の際地
域交流の重要性がわかった。 ●モデル住宅に類似する建物を建てたい。 
（平成２２年１１月類似する建物完成） 



平成20年度地域住宅モデル普及推進事業による展示住宅等の概要（平成２２年度成果報告） 

事業者名：株式会社 関工務所 展示住宅等の建設地住所：群馬県利根郡川場村大字谷地1953-1 他 

事業者連絡先 事業 種類 ①展示住宅 ②生活体験施設

（とりまとめ都道府県名  群馬県   ） 

事業者連絡先：0278-52-2239 事業の種類： ①展示住宅、  ②生活体験施設

基本性能等の基準： ①新築（長期優良タイプ）、 ②新築（長寿命化普及タイプ、 ③改修 総事業費： 2,800万円（うち補助金2,165万円） 

＜展示住宅・生活体験施設の平面図＞ 

【１階】             【２階】 

＜展示住宅・生活体験施設の特徴＞ 
①構造材は県産材 地場産材 100％の住宅

＜展示住宅等の仕様等＞ 

内観写真１ 

①構造材は県産材・地場産材 100％の住宅
 
 
②景観条例に配慮した切り妻瓦屋根とし、庇を長く出し日射の遮蔽を行う。 
   また、断熱は外張り断熱工法としている。 

 

①床面積：（１階） 93.84㎡、（２階）51.96㎡ 
 
②外観：屋根 日本瓦 
     外壁 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ ﾘｼﾝ吹付 
     軒裏 杉板 ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙ 
③ ③内装材も塗り壁、無垢板床材、無垢板天井材とし、すべて自然素材で仕上げ 

   ている。 
  
 

③構造（部位毎の建材、寸法等）：県産材
     土台 桧120×120 
     柱   杉120×120～180×180 
               梁       杉120×120～360 
               〃       杉丸太240φ～210φ 
④断熱性能：外断熱工法 ＜平成２２年度の成果＞

内観写真２ 

④断熱性能：外断熱工法
               屋根   ｱｷﾚｽQIﾎﾞｰﾄﾞ= 45m/m 
               壁                〃            = 30m/m 
               基礎            〃           = 40m/m 
               ｻｯｼｭ  樹脂ｱﾙﾐ複合ｻｯｼｭ 
⑤展示期間：平成22年4月～平成29年3月 

＜平成２２年度の成果＞
①来場者数又は生活体験者数（平成２２年４月～平成２３年３月）： 157名 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 入った瞬間、木の香りがし、自然素材がふんだんに使われていて気持ちよかった。 
 造りがしっかりしていた。 
 風通しがよく、開放感があった。 



平成20年度地域住宅モデル普及推進事業による展示住宅等の概要（平成２２年度成果報告） 

事業者名：株式会社 長建産業 展示住宅等の建設地住所：群馬県伊勢崎市今泉町一丁目29-7の一部 

事業者連絡先 事業 種類 ①展示住宅 ②生活体験施設

（とりまとめ都道府県名 群馬県     ） 

事業者連絡先：0270-25-4600 事業の種類： ①展示住宅、  ②生活体験施設

基本性能等の基準： ①新築（長期優良タイプ）、 ②新築（長寿命化普及タイプ、 ③改修 総事業費：2,936万円（うち補助金 1,546万円） 

＜展示住宅・生活体験施設の平面図＞ 

外観写真              

＜展示住宅・生活体験施設の特徴＞ 
①広々としたリビング 外部との 体感を得られるおおきな開口

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）90 74㎡ （２階）73 06㎡

内観写真１ 

①広々としたリビング、外部との一体感を得られるおおきな開口。
 家族の団欒スペース。 
 
②群馬県産材を表して使用し、木のぬくもり、心地よさを与える。 
 

①床面積：（１階）90.74㎡、（２階）73.06㎡
 
②外観：屋根瓦一体型のソーラーパネルを 
     搭載し、外壁はタイルと塗り壁の仕上 
 
③構造（部位毎の建材、寸法等）：

③断熱性能向上と太陽光発電システムを搭載し、電気代のかからない住宅。 
 

③構 部 建 、 法
   主要構造部材（梁、柱）は5寸 
   群馬県産材 落葉松を使用。 
 
 
 
④断熱性能：次世代省エネ基準 ＜平成２２年度の成果＞

内観写真２ 
④断熱性能：次世代省エネ基準
 
 
 
⑤展示期間：平成22年4月～平成27年3月 

＜平成２２年度の成果＞
①来場者数又は生活体験者数（平成２２年４月～平成２３年３月）：  116 組 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○・・・・・夏涼しく、冬は暖かい。 
 ○・・・・・吹抜けがありとても開放的。 

○・・・・・木のぬくもりを感じ、非常に落ち着く。



平成20年度地域住宅モデル普及推進事業による展示住宅等の概要（平成２２年度成果報告） 

事業者名：有限会社羽鳥製材所 展示住宅等の建設地住所：群馬県北群馬郡榛東村新井3252-5 

事業者連絡先 事業 種類 ①展示住宅 ②生活体験施設

（とりまとめ都道府県名  群馬県   ） 

事業者連絡先： 0279-54-5142 事業の種類： ①展示住宅、  ②生活体験施設

基本性能等の基準： ①新築（長期優良タイプ）、 ②新築（長寿命化普及タイプ、 ③改修 総事業費：1,900万円（うち補助金678万円） 

＜展示住宅・生活体験施設の平面図＞ 

外観写真 【１階】             【２階】 

＜展示住宅等の仕様等＞
＜展示住宅・生活体験施設の特徴＞ 
①地域産木材の活用 使用例の展示

内観写真１ 

展 住 等 仕様等
①床面積：（１階） 72.59㎡、（２階）60.45㎡ 
 
②外観：陶器瓦葺 
モルタル弾性塗料仕上げ 
 
③構造（部位毎の建材、寸法等） 

①地域産木材の活用、使用例の展示
 県産木材使用の建具。 
 壁、床を着色して意匠を変えた表現法 
 節のある木材の活用例等 
 
②ふるさと群馬の気候風土に合った住宅のご提案。 
 見て触れて素足で歩けることの出来る展示住宅。 

雨 雪対策 寒暖の差対策の展示
土台 桧120角
柱  杉120角 
構造材杉120幅 
群馬県産材 89％使用 
 
④断熱性能： 
硬質ウレタン現場発泡

雨、雪対策。寒暖の差対策の展示。
 自然素材の調湿性能の体感。 
 
③高性能な木造住宅の展示  
 県産木材の構造材や高性能断熱材の施工状況が 見えるよう天井、壁、床等の一部を開口。 
 アクリルパネル越しに見ることが出来ます。 

内観写真２ 
硬質ウレタン現場発泡
住宅性能評 価省エネ等級4 
次世代省エネ Ⅳ地域 
 
⑤展示期間：平成22年4月～平成25年3月 

＜平成２２年度の成果＞ 
①来場者数又は生活体験者数（平成２２年４月～平成２３年３月）： 310 名 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○ 開放感があり、体が喜びそう。  
 ○ 木の香りが良い家。色々な木の使い方が見られた 
 ○ 温度差が少なく快適でした。 


