
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）城工務店 展示住宅等の建設地住所： 徳島県阿南市那賀川町豊香野197 

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  徳島県     ） 

事業者連絡先： 088-622-7845 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： 2,950万円（うち補助金 2,550万円） 

＜展示住宅の平面図＞ 

外観写真 

＜展示住宅の特徴＞ 
①長期優良住宅仕様

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）85 06㎡ （２階）68 81㎡

内観写真１ 

①長期優良住宅仕様
 
②「耐震＋制震（オイルダンパー）」構造 → 耐震等級レベル３相当   
 
③床下の温度・湿度をセンサーにて監理できる「モニタリングシステム」を導入 

①床面積：（１階）85.06㎡、（２階）68.81㎡
       （延床）153.87㎡ 
 
②外観：洋風 
   屋根：スレート瓦 
   外壁：旭化成パワーボード吹付仕上げ

  
③構造（部位毎の建材、寸法等）： 
         土台：桧４寸（県産材）  
   通り柱：杉４寸（県産材） 
   管柱：杉４寸（一部化粧６寸柱）（県産材） 

梁・胴差・桁：杉県産材 ＜平成２２年度の成果＞
内観写真２ 

   梁・胴差・桁：杉県産材
 
④断熱性能： 
   省エネ等級４ 
 
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（平成２２年４月～平成２３年３月）： １８０名 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○木の香りが心地良い 
 ○「耐震＋制震」構造を取り入れたい 

○県産の材木を使いたい



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）山田工務店 展示住宅等の建設地住所： 徳島県阿南市那賀川町豊香野196 

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 徳島県      ） 

事業者連絡先： 088-669-1226 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： 2,840万円（うち補助金 2,550万円） 

＜展示住宅の平面図＞ 

外観写真 

＜展示住宅の特徴＞ 
①県産材100％の構造材

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）76 03㎡ （２階）49 43㎡

内観写真１ 

①県産材100％の構造材
 
②６寸の柱梁の表しの内装 
  ・壁真壁 ・２階天井は梁組み表し 
 
③自然素材

①床面積：（１階）76.03㎡、（２階）49.43㎡
        （延床）125.46㎡ 
②外観： 
   壁：塗り壁(一部ガルバニウム） 
   屋根：ガルバニウム縦ハゼ葺き 
   軒天：杉羽目板

    床  １階杉柾目（うずくり仕上げ） ２階 桧 
   壁 漆喰仕上げ 
   枠等 杉 

板
 
③構造（部位毎の建材、寸法等）： 
   土台 ：桧180角 
   管柱 ：杉180角 
   通し柱：杉210角 

梁・桁 ： 杉180×180～300 ＜平成２２年度の成果＞
内観写真２ 

   梁・桁 ： 杉180×180～300
 
④断熱性能： 
   Q値2.03 次世代省エネ基準 
 
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（平成２２年４月～平成２３年３月）：２５３名 
②来場者の主な声： 
 ○木の香りがする 
 ○実家の家みたいで懐かしい感じがする 

○安心感がある



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）かみくぼ住宅 展示住宅等の建設地住所： 徳島県阿南市那賀川町豊香野189 

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 徳島県      ） 

事業者連絡先： 088-674-2034 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： 2,550万円（うち補助金 2,150万円） 

＜展示住宅の平面図＞ 

外観写真 

＜展示住宅の特徴＞ 
①吹付発泡ウレタンフォ ムで建物全体をす ぽり覆 ているため

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）81 22㎡ （２階）60 91㎡

内観写真１ 

①吹付発泡ウレタンフォームで建物全体をすっぽり覆っているため
  断熱性能に優れている。 
 
②全熱交換型換気システムの導入で、夏は涼しく・冬はあたたかい 
  暮らす人にやさしい住まい。  

①床面積：（１階）81.22㎡、（２階）60.91㎡
                   （延床）142.13㎡ 
②外観： 
       外壁：塗り壁一部タイル貼り 
 
③構造（部位毎の建材、寸法等）：

③アクセント的に木を使うことにより、モダンさと温かみを兼ね備えた 
  住宅になっている。 

③構 部 建 、 法
   土台：桧105角     
   柱    ：杉105角 
   梁    ：杉105×180～330 
 
④断熱性能： 

吹付発泡ウレタンフォーム ＜平成２２年度の成果＞
内観写真２ 

   吹付発泡ウレタンフォーム
 
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（平成２２年４月～平成２３年３月）：２４５名 
②来場者の主な声： 
 ○暖房が１台しかなくて吹き抜けもあるのに家中が暖かい。 
 ○部分使いしている木がポイントになっている。 
 ○間取りに無駄がなく、家事がしやすそう。 



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）八千代組 展示住宅等の建設地住所： 徳島県阿南市那賀川町豊香野185 

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 徳島県      ） 

事業者連絡先： 0884-22-0367 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： 2,550万円（うち補助金 2,150万円） 

＜展示住宅の平面図＞ 

外観写真 

＜展示住宅の特徴＞ 
①スロ プからウ ドデ キ そして屋内外 の段差解消のバリアフリ 以外に

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）80 69㎡ （２階）72 53㎡

内観写真１ 

①スロープからウッドデッキ、そして屋内外への段差解消のバリアフリー以外に 
  24時間全熱交換型換気システムの採用によって、温度差解消のバリアフ 
  りーも実現。家族の幅広い年齢層にも対応。 
②1階『集いの間』を中心に配置することによって、気配を感じることができ、家  
  族のコミュニケーションが図れる。また、『集いの間』に隣接した和室を客間 

 に、老人室に、くつろぎスペースと住む人・家族の生活に落とし込んでもらえ 

①床面積：（１階）80.69㎡、（２階）72.53㎡
                   （延床）153.22㎡  
②外観：和モダン 
③構造（部位毎の建材、寸法等）： 
   土台：桧120角 
    柱 ：杉105角

  るように設計した。 
③1階には引き戸の採用、また、来客時には見えにくい工夫をした対面式キッ 
  チンや家事室、キッチン・家事室からの動線が考えられたサービスヤードな 
  ど女性にうれしい造りが満載。 

柱 角
   梁・桁：杉105×108～360 
   母屋：杉105角 
   垂木：杉45×60 
④断熱性能： 
   外壁：グラスウールｔ＝100内張り 

小屋裏：押出成形ポリスチレンフォーム ＜平成２２年度の成果＞
内観写真２ 

   小屋裏：押出成形ポリスチレンフォーム
                        ｔ＝50） 
   床：基礎断熱仕様 
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（平成２２年４月～平成２３年３月）：290名 
②来場者の主な声： 
 ○木の良さを引き出した玄関ポーチの格子、屋内の梁などが和モダンで良い。 
 ○地元の建築業者が集まった展示場は他になく良い。 



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： ワイ．エム．設計室（有） 展示住宅等の建設地住所： 徳島県阿南市那賀川町豊香野188 

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 徳島県      ） 

事業者連絡先： 0884-42-1723 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： 2,550万円（うち補助金 2,150万円） 

＜展示住宅の平面図＞ 

外観写真 

＜展示住宅の特徴＞ 
①夏はエア ンなし 冬は薪スト ブで 持続可能な自然エネルギ を

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）57 13㎡ （２階）57 13㎡ ①夏はエアコンなし、冬は薪ストーブで、持続可能な自然エネルギーを 

  生かした、家計にも環境にもやさしい住まい。  
 
②無駄を省いた、シンプルで可変性のあるプラン。 
 
③徳島すぎの効果等を、体験宿泊で体験することができる。

①床面積：（１階）57.13㎡、（２階）57.13㎡
                   （延床）114.26㎡ 
②外観： 
  外壁：焼杉板、ガルバリウム鋼板 
      左官仕上げ 
 

 
 

③構造（部位毎の建材、寸法等）： 
  柱：県認証木材の４寸角 
  壁：杉厚板 落とし込み工法 
 
④断熱性能： 

次世代省エネ基準 ＜平成２２年度の成果＞  次世代省エネ基準
  外断熱、ペアガラスサッシ仕様 
 
⑤展示期間：平成22年4月～平成298年3月 

＜平成２２年度の成果＞
①来場者数（平成２２年４月～平成２３年３月）：６２２名 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○雨期でも床の感覚が気持ち良かった。 
 ○夏場、風通しが良く、涼しい。 
 ○冬期、朝方も暖かく過ごすことができた。 



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： 那賀川すぎ共販協同組合 展示住宅等の建設地住所： 徳島県阿南市那賀川町豊香野186 

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 徳島県      ） 

事業者連絡先： 0884-49-4143 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： 2,550万円（うち補助金 2,150万円） 

＜展示住宅の平面図＞ 

外観写真 

＜展示住宅の特徴＞ 
①４寸角の柱に３０ 厚の板を落とし込んだ板倉構法である

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）73 55㎡ （２階）56 19㎡ ①４寸角の柱に３０ｍｍ厚の板を落とし込んだ板倉構法である。

②板倉の外部を２４ｍｍの木摺り板で補強し耐力壁の認定を取得。 
③木摺板と柱際板により３０分耐火の認定を取得。 
④今回はあえて杉板の重ね張りで対応し、断熱材は使用しない。 
⑤屋根断熱も杉板２重張りの間に空気層を設け棟換気を施した。 
⑥環境問題に配慮し、太陽光発電を採用した。

①床面積：（１階）73.55㎡、（２階）56.19㎡
                   （延床）129.74㎡ 
② 外観： 
   屋根：切妻 淡路焼瓦 
   外壁：焼杉仕上げ（一部漆喰） 
  

⑦資源を有効利用し、木屑を原料とするペレットストーブを備えた。（薪も可能） 
 

③構造（部位毎の建材、寸法等）： 
   柱：４寸角 
   構造材：４寸角×６寸・７寸・８寸 
   大黒柱：６寸角・尺角 
 
④断熱性能：

＜平成２２年度の成果＞ 
①来場者数（平成２２年４月～平成２３年３月）： ４１９組 １，２５４人 

④断熱性能：
   杉板：３０mm+２４ｍｍ 
 
 
⑤展示期間：平成22年4月～平成29年3月 

②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○玄関の戸を開けた時の木の香りがすごく良い。 
 ○素足で歩くと気持ちがいい。 
 ○冬でも夜暖かくて快適だった。 
 ○木の風呂が気に入った。 



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）北島建設 展示住宅等の建設地住所： 徳島県阿南市那賀川町豊香野187 

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 徳島県      ） 

事業者連絡先： 088-623-5832 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： 2,550万円（うち補助金 2,150万円） 

＜展示住宅の平面図＞ 

外観写真 

＜展示住宅の特徴＞ 
①天井 壁 床を杉板 30 にて仕上げる

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）81 22㎡ （２階）34 29㎡

内観写真１ 

①天井、壁、床を杉板t=30 にて仕上げる。
 
②内部間仕切り壁に漆喰塗仕上げで自然素材にこだわる。 
 
③夏涼しく、冬あたたかい建物になっている（薪ストーブも設置） 

①床面積：（１階）81.22㎡、（２階）34.29㎡
                   （延床）115.51㎡ 
 
②外観： 
   屋根：和風金属屋根 
   壁  ：防火サイディング

 
防

 
③構造（部位毎の建材、寸法等）： 
   柱：杉120角 
   床、壁：杉板t=30 
 
④断熱性能： ＜平成２２年度の成果＞

内観写真２ 
④断熱性能：
   屋根：ポリスチレンフォームt=25 
   壁 ：ロックウールt=75 
   床 ：ポリスチレンフォームt=40 
 
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（平成２２年４月～平成２３年３月）：２６０名 
②来場者の主な声： 
 ○自然素材で温かい 
 ○人にやさしい 

○暖炉が癒しがある



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法人阿波農村舞台の会 展示住宅等の建設地住所：徳島県那賀郡那賀町拝宮字井ノ元93-1 

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 徳島県 ） 

事業者連絡先：088-654-0359 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：2,260万円（うち補助金2,050万円） 

＜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和紙の魅力を伝えるため 白皮づくりから煮熟 ちりより 叩解 抄紙 脱水

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階） 192 08㎡ （２階）161 34㎡

内観写真１ 

①和紙の魅力を伝えるため、白皮づくりから煮熟、ちりより、叩解、抄紙、脱水、 
  乾燥まで伝統的な技法による手漉き和紙の製作を体験してもらう。 
②藍染め和紙づくりや、行灯、ポチ袋、便箋など現代の生活における和紙の 
   使い方を提案する研修会を実施。 
③昼食に那賀町の特産品である柚子をつかった郷土料理を提供するなど、 
  食の魅力も併せて楽しんでもらうことにより、那賀町の総合的な魅力を体験し 

①床面積：（１階） 192.08㎡、（２階）161.34㎡
       (延床） 353.42㎡ 
 
②外観：木造２階建て 
 
③構造（部位毎の建材、寸法等）：

  てもらうことを目指した。 
④谷川沿いの棚田の上に建ち、谷から引き込んだ水を使い、薪を燃料とする 
     自然にとけ込んだ昔ながらの和紙工場は、農家の副業として栄えた手漉き 
     和紙の伝統を伝える産業遺産である。 

③構 部 建 、 法
 補強柱：杉120角 
 補強筋違：杉90×45 
※改修のため構造材への使用は少ない。 
    内装の壁・天井に杉板を多用。 
 
④断熱性能： ＜平成２２年度の成果＞

内観写真２ 
④断熱性能：
土塗り壁＋外壁焼杉板張り 
 
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）： 247名 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○本格的な作業でとても充実感があった。 
 ○交通が不便。創造する楽しさを十分味わった。 
 ○涼しさが快感。ものの大切さをしることができる。 



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：株式会社アボバ企画 展示住宅等の建設地住所：徳島県美馬市木屋平字川上439 

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  徳島県     ） 

事業者連絡先：088-626-0707 事業の種類： ①展示住宅、  ②生活体験施設

総事業費：2,500万円（うち補助金1,700万円） 

＜生活体験施設の平面図＞ 

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 

外観写真 

＜生活体験施設の特徴＞ 
①標高約600 に位置し 隣接する古民家とのマ チングが特徴的

＜生活体験施設の仕様等＞ 
①床面積 （地階） 45 85㎡ （１階）75 68㎡

内観写真１ 

①標高約600ｍに位置し、隣接する古民家とのマッチングが特徴的
 
②増築した新棟と古民家の両施設を使用可能であり、新棟では西洋的な空間、 
  古民家では昔ながらの生活空間を体験することができる。 
 
③体験メニューとして、立地地域（美馬市木屋平）の伝統産業である「染め物」 

①床面積：（地階） 45.85㎡、（１階）75.68㎡
       （２階）23.60 ㎡ 
 
②外観： 
  屋根：銅板を使用し周辺景観との 
      調和を図っている。

  （草木染め、藍染め）を体験可能。 
 
④囲炉裏など昔ながらの生活体験が可能。 

  外壁：隣接する古民家の屋根 
      （こけら葺）と同じ材を使用し施設間 
      のマッチングを図っている。 
 
③構造： 

＜平成２２年度の成果＞
内観写真２ 

 
④断熱性能： 
 
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）： 249名 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○古民家になじみの無い北海道民にとっては、とても良い思い出です。 
 ○とても涼しく快適でした。TVの無い生活もいいなと思いました。 
 ○お風呂場に椅子が欲しかった。良いシャンプー類も欲しいです。 



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）もくさん  展示住宅等の建設地住所： 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字平間25 

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 徳島県       ） 

事業者連絡先： 0885-46-0693 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： 2,290万円（うち補助金 2,050万円） 

＜生活体験施設の平面図＞ 

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階）74 01㎡ （２階）37 91㎡

＜展示住宅・生活体験施設の特徴＞ 
①地場産木材であるスギを使 たパネル落とし込み工法による剛性と靱性を

１F 2F 

①床面積：（１階）74.01㎡、（２階）37．91㎡
    （延床）111.92㎡ 
②外観： 
  外壁：杉板張り 
 
③構造（部位毎の建材、寸法等）：

①地場産木材であるスギを使ったパネル落とし込み工法による剛性と靱性を 
  高めた住宅用施設。 
 
②上勝町そのものを体験できる施設である。たとえば宿泊後のゴミ処理はゴミ 
   ステーションに持ち込み32分別して処理をする等。 

③構 部 建 、 法
  土台、柱：杉120角 
  梁    ：杉120×240 
  垂木    ：杉120×120 
 
④断熱性能：ⅳ地域対応 

③カヌー体験、アシスト付自転車貸し出し、出張カフェ、着物フェアなど独自の 
    イベントを行っている。 

＜平成２２年度の成果＞ 
 
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）：3,508名 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○杉の香りがよい 
 ○薪ストーブが暖かい 

○管理人が優しくて親切



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 とくしま山・すまい・まちネット 展示住宅等の建設地住所：徳島県徳島市八万町内浜１１４－２１ 

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  徳島県        ） 

事業者連絡先：088-669-4226 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：2,731万円（うち補助金2,050万円） 

 ＜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伝統木造住宅の魅力を伝えるため 施設を使 ていただき自然素材のぬくも

＜展示住宅等の仕様等＞ 
①床面積 （１階） 60 12㎡ （２階）32 49㎡

内観写真１ 

①伝統木造住宅の魅力を伝えるため、施設を使っていただき自然素材のぬくも 
    りによる住み心地の良さを体験してもらう。 
②内部は大工の技術で金物を使わず組まれた柱や梁を隠さずあらわし、厚み 
   のある土壁のうえに漆喰で仕上げています。土壁と無垢の木で、室内は適度 
   に湿度が保たれるので、一年中過ごしやすく感じてもらえます。  
③やわらかな肌触り、木の香り、土の素材感、障子越しの柔らかな光。 

①床面積：（１階） 60.12㎡、（２階）32.49㎡
       （延床）92.61㎡ 
 
②外観：木造２階建て 
 
③構造（部位毎の建材、寸法等）：

    徳島の気候・風土に合った伝統的な知恵を活かした住まいです。総合的な 
    魅力を体験してもらうことを目指した。 
④行灯づくり研修会を実施。 

③構 部 建 、 法
  柱：杉120角、180角 
  梁：杉240角、150×210、120×240・270 
  胴差：杉120×210・240 
 
④断熱性能： 

土塗り壁＋外壁杉板張り ＜平成２２年度の成果＞
内観写真２ 

  土塗り壁＋外壁杉板張り
 
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）： 203名 
②来場者又は生活体験者の主な声： 
 ○本格的な伝統工法の木造住宅に泊まり自然素材の良さを体感した。 
 ○涼しさが快感。ものの大切さをしることができる。 


