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地域の気候・文化を活かす 技術を高める 担い手を育てる 地域の家づくりを広める

とかちの木で家をつくる会
スケルトン・インフィル型カラマツ住宅の標準
仕様開発事業

特定非営利活動法人北の民家の会
北の民家モデル構築と普及促進プロジェクト

「住宅と景観の調和」研究会
日本的原風景に佇む古い民家の再生による木
造建築再認識プログラム

明るい太陽と緑豊かな森の家
「みやこ型住宅」ネットワーク
南部アカマツをふんだんに使った「みやこ型住
宅」の普及推進事業

金山町森林組合
地域性、耐久性、省エネルギー性等の住宅性能
を考慮した金山杉の良さを実感できる「金山杉
住宅」仕様の検討

特定非営利活動法人セゾン花塚
ふるさと二地域居住に対応した菜園付・宿泊体
験型モデル木造住宅建設事業

茨城県中小建築工事業協会「県産材
を利用した長期優良住宅推進部会」
茨城県産材を利活用した長期優良住宅推進事業

さいたま県産木材住宅促進セ
ンター(nestさいたま)
埼玉県地域型住宅・中身が見える木の家プロト
タイプ提案に関する事業

地域資源の活用研究会
商店街に建つ木造住宅兼店舗建築の再生によ
る地域木造住宅普及推進事業

木造住宅デザイン研究会「ユア・ホーム」
プレカット工場と工務店が連携して行う、4号
建築物設計品質担保の仕組みづくりに関する
事業

越後の匠の家普及協議会
県産材を活用し、伝統的工法を活かした持続可
能な長期優良住宅「越後の匠の家」の開発普及
に関する事業

「天竜・無垢の木・ひのきの家」
普及促進協議会
「天竜・無垢の木・ひのきの家」ワンストップ型地
域工務店支援拠点整備に関する事業

静岡県家づくり浜松協同組合
「遠州型長期優良住宅」の供給体制整備事業

協同組合 東濃地域木材流通センター
土塗壁木造省エネルギー住宅の技術開発及び
普及、一般消費者へのPRに関する事業

NPO法人三河自然素材家づくり研究会
地域ブランド「三河材」を使った木造住宅の普
及促進に関する事業

京都リビングデザインセンター
府内産材利用京都型住宅リフォーム展示場の
整備に関する事業

京都府建築工業協同組合
平成の京町家ガイドラインに沿った実験住宅建
設に関する事業

ものづくり創造研究会
木造住宅をユニット化する事業

特定非営利活動法人しまね住
まいづくり研究会
山陰の気候風土や景観に合致した木造住宅の
設計基準・仕様書の作成

特定非営利活動法人日本民家再生協会
古民家が持つ環境共生機能を高めた「手の届
く」古民家再生事業

西臼杵森林認証材（SGEC）を利用
した高性能な九州の家をつくる会
西臼杵森林認証（SGEC）材を利用した高性能
な展示住宅の整備

つくば緑友会
県内森林見学と国産材製材工場見学、木材
製品市場見学

特定非営利活動法人金澤町家研究会
金澤町家の市場流通促進に関する事業

石川県森林組合連合会
地産地消による県産材の普及と低炭素社会
型木造住宅の提案に関する事業

一般社団法人富士山木造住宅協会
地域材を活用した住宅の推進体制整備事業

木ここち倶楽部
地域工務店による岐阜県産材を使った家づ
くり促進事業

岐阜県木材協同組合連合会
県産スギ構造材の活用に資する「岐阜県産ス
ギ横架材スパン表」の定着化に関する事業

一般社団法人 関西建築業協議会
既存木造住宅の見える化評価ツールによる
長期優良化促進事業

NPO法人ひょうご新民家21
あなたが棟梁　木材と構造を知ろう　事業

御杖村森林組合
消費地への１棟毎無垢構造材（品質認証）供
給システム確立に関する事業

一般社団法人山口県建設産業協会
長期優良住宅システム200「開発と普及に
関する事業」

特定非営利活動法人木と家の会
風土に適した「かがわ型住宅（地域型住宅）」手引
き等の作成ならびに普及促進に関する事業

肥後もりの家ネットワーク事
業協同組合
森林認証小国杉を活用した木造住宅の普及
推進事業

耐雪・耐震 道産木住宅推進協議会
道産木材利用の活性化へ向けた住宅用耐
雪・耐震性能化部材の開発と道産材100％
の構造材からなるモデル住宅の展示事業

協同組合遠野グルーラム
木造住宅において岩手県産スギ・カラマツを活用した集
成耐力壁パネルの実用化に関する開発事業

三陸木材高次加工協同組合
唐松集成材パネル建て放し工法の外壁準
耐火性能開発及び普及事業

群馬地域型住宅グループ
木造住宅の企画開発・技術開発に関する事業

青森県住宅リフォーム推進協議会
すまい職人を育成・確保するための職業体
験・魅力発信事業

栃木県木材需要拡大協議会
とちぎ木づかいプランナーの組織化・講演
会に関する事業
とちぎ木づかいプランナー講習会に関する
事業

大工塾ネットワーク「杢人の会」
木造住宅普及のため大工が家づくりの仕組
みを構築し展開していくための事業

NPO法人輪島土蔵文化研究会
地震で被災した土蔵の修復現場での左官職
人の技術研修事業

特定非営利活動法人山梨県歴史
的景観形成重要建築物保存会
古民家再生を通した伝統的木造住宅の供給
体制整備と地域活性

住環境価値向上事業協同組合
地域木造住宅市場活性化推進事業「名工家」

特定非営利活動法人古材文化の会
町家・民家再生センター（仮称）の設立に向
けた調査検討及び体制整備並びに技術者の
養成事業

NPO法人サウンドウッズ
木材コーディネーターによる地域建材のト
レーサビリティシステム構築事業

ティエスウッドハウス協同組合
徳島すぎコーディネーター養成事業

高知エコデザイン協議会
「地方̶都市連結型無垢材住宅」に関する事業

特定非営利活動法人森林（もり）
をつくろう
建築を学ぶ学生と職人をつなぐ「木造の家」
設計コンペ事業

イデア住宅研究会
住宅生産者の経営基盤改善のための積算
システムおよびエスクローの開発及び導入
と地域材とくにムク材に焦点をあてた継ぎ
手金物の開発

特定非営利活動法人家づくりの会
スギ片引き防火戸の開発及び普及に関す
る事業

日本合板工業組合連合会
地域材を活用した合板の性能評価（壁倍率
に係る大臣認定の取得)事業

一般財団法人住宅都市工学研究
所木造住宅ICT活用委員会
木造住宅ICT活用による地域工務店・設計
事務所の業務効率化支援事業

婦負森林組合
スギささら板を用いた板倉壁構造の防火
性能評価に関する事業

県産材販路開拓協議会マツ系
構造部会
信州産マツ系（アカマツ・カラマツ）高耐久
構造材開発に関する事業

東信素材生産事業協同組合信州
カラマツサイディング普及部会
信州カラマツサイディングの普及推進に関
する事業

木の家・有智山アルチザン
伝統型木造振動台実験・損傷住宅の再生お
よび超長期型住宅・国産材利用の広報・啓
蒙および伝統技術の担い手育成活動に関
する事業

高島地域材活用研究グループ
高島地域材の若齢材を活用した合わせ梁
工法の普及に関する事業

有限責任事業組合　j.Podエ
ンジニアリング 
地域木材を活用するj.Pod木造建築システムの
高層化及び多様な施設用途への適用拡大研究

特定非営利活動法人伝統構法の会
岡山地方の土壁住宅が持つ構造特性の検
証に関する事業

NPO法人土壁ネットワーク
土壁に関する性能証明試験及び住まい手
向け普及事業

大分の木で家を造る会
大分の材料と技術で造る魅力的な家造り

豊の森と住まいを結ぶネットワーク
地域材を使用した魅力的な家づくり

ど さん こ

地域の木造住宅づくりに取り組むグループ一覧
（平成21年度 地域木造住宅市場活性化推進事業 採択事業者）
※各グループの事例は、「平成21年度 地域木造市場活性化推進事業」に採択された事例です
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　地域建材を活用した住まいづくりに取り組むグループが全国各地で活躍する
ようになってきた。木材生産者や製材業者、木材販売業者、大工・工務店、建
築士といった木材や住まいづくりに携わる事業者が地域でスクラムを組み、地
域材や地元の自然素材などを活用し、その地域ならではの住まいづくりに取り
組んでいる。
　ここで紹介するグループは、多様な産業の事業者が連携し、地域の気候・文
化を活かした住まいづくりや、技術の向上、住宅づくりの担い手の育成、住ま
いづくりの情報発信などに積極的に取り組んでいる。

4 5


	CW3_AZ025A01
	CW3_AZ025P01
	CW3_AZ025P02
	CW3_AZ025P04
	CW3_AZ025P06
	CW3_AZ025P08
	CW3_AZ025P10
	CW3_AZ025P12
	CW3_AZ025P14
	CW3_AZ025P16
	CW3_AZ025P18
	CW3_AZ025P20
	CW3_AZ025P22
	CW3_AZ025P24
	CW3_AZ025P26
	CW3_AZ025P28
	CW3_AZ025P30
	CW3_AZ025P32
	CW3_AZ025P34
	CW3_AZ025P36
	CW3_AZ025P38
	CW3_AZ025P40
	CW3_AZ025P42
	CW3_AZ025P44
	CW3_AZ025P46
	CW3_AZ025P48
	CW3_AZ025P50
	CW3_AZ025P52
	CW3_AZ025P54
	CW3_AZ025P56
	CW3_AZ025P58
	CW3_AZ025P60
	CW3_AZ025P62
	CW3_AZ025P64
	CW3_AZ025P66
	CW3_AZ025P68
	CW3_AZ025P70
	CW3_AZ025P72
	CW3_AZ025P74
	CW3_AZ025P76
	CW3_AZ025P78
	CW3_AZ025P80
	CW3_AZ025P82
	CW3_AZ025P84
	CW3_AZ025P86
	CW3_AZ025P88
	CW3_AZ025P90
	CW3_AZ025P92
	CW3_AZ025P94
	CW3_AZ025P96
	CW3_AZ025P98
	CW3_AZ025P100
	CW3_AZ025P102
	CW3_AZ025P104
	CW3_AZ025P106
	CW3_AZ025P108
	CW3_AZ025P110
	CW3_AZ025P112
	CW3_AZ025P114
	CW3_AZ025P116
	CW3_AZ025P118
	CW3_AZ025P120
	CW3_AZ025P122
	CW3_AZ025P124
	CW3_AZ025P126
	CW3_AZ025P128
	CW3_AZ025P130
	CW3_AZ025P132
	CW3_AZ025P134
	CW3_AZ025P136

