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伝統的構法による木造建築物に関わる人材について 
建物インスペクション調査 古民家鑑定士 １３,２４５名（延べ人数） 

床下インスペクション調査 古民家床下診断士  １６３名 
古民家の耐震診断　　　　 伝統耐震診断士　  　８３名 
 
建築士資格者で改修プランを実施できるもの　 
　　　　　　　　　　　　　伝統再築士　８９４名　 

一般社団法人日本伝統再築士会（３１支部設置予定含む）構成員１４５名（別紙１） 
（北海道・青森・岩手・山形・福島・茨城・栃木・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・福井・岐阜・静岡・ 
愛知・三重・滋賀・京都・大阪・奈良・兵庫・島根・岡山・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島） 

日本伝統再築士会とは、再築基準検討委員会の再築ガイドラインに基づき、伝統的建物木造軸組の建造物を 
改修するための計画の立案および監理をおこなう建築士の組織 
 
再築基準検討委員会　平成25年　委員長　大橋好光　東京都市大学工学部建築学科教授 
　　　　　　　　　　　　　　　 委　員　野溝智彦　東京理科大学工学部建築学科非常勤講師その他委員7名 
　　　　　　　　　　平成26年　委員長　藤木武人　一般社団法人古民家再生協会宮城 
　　　　　　　　　　　　　　　 委　員　土屋喬雄　東洋大学名誉教授 その他委員9名 
                              平成27年   委員長　杉本龍一　一般社団法人古民家再生協会東京 
                                              委　員　中島正夫　関東学院大学建築環境学部教授 その他委員8名 

一般社団法人全国古民家再生協会に所属する建築士で組織する 



伝統的構法による木造建築物のインスペクション 
インスペクション調査（現状調査） 

古民家鑑定 床下診断 伝統耐震診断 

フラット３５融資 再築基準による改修  

リフォームかし保険の付保  

セコム警備 火災・地震保険 
（空き家可） 

２４時間 
緊急サービス 



伝統的構法による木造建築物の平成29年度実績 

平成29年耐震改修実績　１６件*（別紙２） 
耐震改修計画３０件　 

古民家耐震パネル型面格子壁で開口部の一部を改修（福井県福井市） 壁内に制震ダンパーを（福井県福井市） 

制震ダンパー 面格子壁 

＊耐震改修を実施し、リフォームかし保険を付保した1000万以上の件数 



伝統的構法による木造建築物のフラット３５融資 
石場建て基礎のまま、 
１、軒の出９００mmかつ雨樋設置かつ雨落ちか犬走 
　　りに雨はね防止の砂利敷きや芝生 
２、床下換気面積計算 
３、床下の地盤が周囲より高くなっているか確認 
　（床高さ制限なし） 
４、床下木材の種類を確認 

フラット３５の融資が可能 
神奈川、静岡、京都にて申請中（平成29年12月末） 

当団体事業者が申請 



平成29年古民家を対象とした補助制度の実例 
福井県　耐震診断９割補助 
耐震改修最大170万補助 

長野県　古民家鑑定費用５０％補助　 
リフォームかし保険最大5万円補助 

平成２９年リフォームかし保険付保　８２件（別紙３） 
住宅保証機構株式会社　平成29年リフォームかし保険付保実績No1 

静岡県　TOUKAI-0 
耐震改修最大110万補助 

制振ダンパー、面格子壁による 
耐震改修に平成27年度より補助 



別紙１）日本伝統再築士会名簿
日本伝統再築士会会員

建築士名 住所 建築士名 住所
1 江崎　幹夫 札幌市中央区 74 大前　克秀 岐阜県高山市
2 萩　和朗 北海道夕張郡長沼町 75 堀　行夫 岐阜県養老郡養老町
3 小坂　仁志 青森県三沢市 76 和田　伸之 岐阜県岐阜市
4 大室　幸司 青森県青森市 77 山下　輝雄 富山県魚津市
5 田中　幸男 青森県三沢市 78 加藤　明博 富山県小矢部市
6 織笠　拓重 青森県上北郡東北町 79 前川　守 富山県中新川郡立山町
7 大坊　幸吉 青森県三戸郡田子町 80 瀬戸　和人 富山県魚津市
8 木川田　常男 岩手県釜石市 81 長谷川　達三 富山県魚津市
9 菊地　久夫 山形県寒河江市 82 笹川　征一 富山県射水市
10 色摩　崇 山形県米沢市 83 塚野　護彦 石川県金沢市
11 藤木　武人 宮城県仙台市 84 森川　聡 富山県滑川市
12 栗山　亀美 福島県郡山市 85 西島　和之 福井県あわら市
13 亀岡　政雄 福島県福島市 86 上中　雄一郎 福井県大飯郡おおい町
14 熊田　勇寿 福島県郡山市 87 森本　真弘 福井県大飯郡おおい町
15 佐藤　佑哉 福島県会津若松市 88 松田　沢弘 福井県丹生郡越前町
16 国分　秀成 福島県須賀川市 89 堤　久夫 三重県四日市市
17 大沼　勝志 新潟県新発田市 90 武居　梓 三重県四日市市
18 中村　綱喜 新潟県新潟市 91 亀井　俊博 三重県四日市市
19 長谷川　博和 新潟県新潟市 92 小林　建一 三重県津市
20 鈴鹿　尚夫 新潟県糸魚川市 93 田邉　喜範 滋賀県長浜市
21 田島　正章 群馬県伊勢崎市 94 山下　学 滋賀県長浜市
22 竹澤　稔 栃木県日光市 95 石川　清和 滋賀県彦根市
23 伊藤　郁夫 栃木県日光市 96 中川　明彦 滋賀県長浜市
24 佐藤　光作 栃木県鹿沼市 97 大森　敏昭 滋賀県長浜市
25 山菅　肇 栃木県佐野市 98 畑　信太 京都府亀岡市
26 吉川　栄 茨城県下妻市 99 多田　幸弘 京都府亀岡市
27 石橋　俊哉 茨城県古河市 100 木村　正宏 大阪府豊中市
28 香取　久雄 茨城県古河市 101 京谷　智弘 大阪府堺市
29 小峯　勝年 埼玉県秩父郡横瀬町 102 松原　綾美 大阪府大阪市
30 塚原　信行 千葉県松戸市 103 井上　能信 大阪府高槻市
31 中村　真也 千葉県千葉市 104 長井　正広 大阪府三島郡島本町
32 高椋　靖浩 千葉県銚子市 105 福間　啓介 大阪府大阪市
33 越川　世伊子 千葉県船橋市 106 中西　直己 奈良県大和郡山市
34 野澤　百合江 千葉県野田市 107 佐々岡　弘昭 奈良県宇陀市
35 石井　良次 千葉県南房総市 108 坂井　信夫 兵庫県川西市
36 石井　崇嗣 千葉県南房総市 109 鶴谷　充男 兵庫県神戸市
37 杉本　龍一 東京都港区 110 大塚　夏子 兵庫県芦屋市
38 山田　朗 東京都武蔵野市 111 正田　順也 岡山県倉敷市
39 水野　栄保 東京都練馬区 112 森本　一 岡山県倉敷市
40 川崎　久則 東京都港区 113 丸山　悟 岡山県新見市
41 北折　温子 東京都調布市 114 吉澤　明宏 岡山県玉野市
42 川原場　正義 東京都葛飾区 115 紀村　浩三 岡山県玉野市
43 真鍋　浩二 東京都世田谷区 116 丸田　尚義 岡山県岡山市
44 木下　泰徳 東京都練馬区 117 萩原　祐亮 岡山県津山市
45 小林　拓也 東京都練馬区 118 那須　史郎 岡山県倉敷市
46 寺田　功 神奈川県横須賀市 119 松尾　正和 岡山県岡山市
47 上野　まゆみ 神奈川県鎌倉市 120 金原　建雄 徳島県徳島市
48 末永　柳一 神奈川県藤沢市 121 久保　光広 徳島県徳島市
49 藤本　幸充 神奈川県横浜市 122 金原　茂克 徳島県小松島市
50 神谷　健一 神奈川県小田原市 123 乾　智雄 福岡県福岡市
51 角田　麻夫 神奈川県伊勢原市 124 井上　静夫 福岡県八女市
52 田口　富一 山梨県北杜市 125 山口　昇 福岡県鞍手郡鞍手町
53 北澤　勇一 長野県長野市 126 加藤　武弘 福岡県糟屋郡新宮町
54 富田　道明 静岡県榛原郡川根本町 127 工藤　隆宏 福岡県福岡市
55 三ツ井　仁 静岡県静岡市 128 中野　淳 福岡県筑後市
56 大場　裕太郎 静岡県浜松市 129 三宅　智子 福岡県福岡市
57 花田　美樹 静岡県藤枝市 130 岩宗　和人 佐賀県佐賀市
58 鈴木　修 静岡県浜松市 131 兎洞　正和 大分県中津市
59 山下　利之 静岡県三島市 132 芳山　憲祐 大分県大分市
60 戸田　由信 愛知県豊橋市 133 荒木　建一朗 熊本県菊池市
61 戸田　幸志 愛知県豊橋市 134 金子　美智夫 熊本県熊本市
62 鵜飼　顕路 愛知県豊橋市 135 大谷　一翔 熊本県熊本市
63 都築　誠 愛知県日進市 136 浅野　秀峰 熊本県熊本市
64 清川　ひろみ 愛知県岡崎市 137 上野　泰生 長崎県西彼杵郡長与町
65 伊藤　佳之 愛知県名古屋市 138 福田　敏幸 長崎県北松浦郡佐々町
66 亀井　慶美 愛知県名古屋市 139 松永　繁 長崎県北松浦郡佐々町
67 大鹿　正信 愛知県津島市 140 森永　勉 長崎県島原市
68 神藤　敦子 愛知県名古屋市 141 坂口　孝生 宮崎県日向市本町
69 伊奈　和樹 愛知県豊川市 142 田畑　隆 鹿児島県鹿児島市
70 太田　信吾 愛知県西尾市 143 西　浩隆 鹿児島県鹿児島市
71 夏目　信幸 愛知県名古屋市 144 大城　孝太 鹿児島県鹿児島市
72 山田　尚子 愛知県名古屋市 145 大城　孝一 鹿児島県鹿児島市
73 田口　啓介 岐阜県下呂市金山町



別紙２）平成29年耐震改修実績
耐震改修計画書 古民家耐震診断・補強提案実績

邸名 住所 邸名 住所
1 大野邸 大分県別府市 1 佐々木邸 大分県豊後大野市
2 金丸邸 大分県杵築市 2 笹原邸 滋賀県長浜市
3 田中邸 大分県上益城郡御船町 3 清水区柴田邸 静岡市清水区
4 後藤邸 熊本県南阿蘇村 4 清水区遠藤一夫邸 静岡市清水区
5 笹原敏幸 滋賀県長浜市 5 熊本宇土市金森邸 熊本県宇土市花園町
6 太田宜孝 愛知県岡崎市 6 福井小倉邸 福井県福井市
7 岡八幡神社 静岡県静岡市 7 長崎角田邸 長崎県諫早市
8 中嶋邸 静岡県湖西市 8 神戸千重子邸 静岡市清水区
9 柴田邸 静岡県静岡市 9 八木邸 静岡県島田市
10 吉本邸 熊本県菊池郡菊陽町 10 寺田邸 静岡県藤枝市
11 宮田邸 熊本県熊本市 11 吉本邸 熊本県菊池郡菊陽町
12 佐々木邸 岩手一関市 12 川島邸 千葉県八千代市
13 前田邸 熊本県菊池郡菊陽町 13 川島邸 静岡県静岡市
14 佐々木邸 大分県大分市 14 望月克司邸 静岡県静岡市
15 小林邸 東京都あきる野市 15 小林邸 三重県多気郡多気町
16 金森邸 熊本県宇土市 16 相良邸 宮崎県日向市
17 遠藤一夫邸 静岡県静岡市
18 中村邸 熊本県熊本市
19 日隈邸 熊本県上益城郡甲佐町
20 観行寺 熊本県八代市
21 小倉邸 福井県福井市
22 草加宿神明庵 埼玉県草加市
23 角田邸 長崎県諫早市
24 川島邸 千葉県八千代市
25 池田邸 香川県さぬき市
26 福田邸 愛知県名古屋市
27 八木邸 島田市中河町
28 鳥取県智頭町役場 鳥取県八頭郡智頭町
29 相良邸 宮崎県日向市
30 小澤邸 静岡県静岡市



別紙３　平成29年リフォームかし保険付保件数（平成29年11月末まで）

登録番号 支部名 事業所名 所在地住所 事業者届出状況 保険申込状況11/30時点
2017/1/1～11/30

（都道府県NO+会員区分（01:事業者、02:一般）+連番4桁）（事業者会員の場合入力） （一般会員の場合は、自宅住所） リフォーム保険
登録番号

01010001 北海道第一株式会社ＡＩ建築 北海道札幌市中央区北一条西27丁目4番5号ラヂオ堂ビル3F 40002595 1
02010001 青森第一 株式会社大室建築 青森県青森市岡造道3丁目7番5号 40002687 1
02010003 青森第一 有限会社大坊建設 青森県三戸郡田子町大字田子字下田子69-4 40002897 1
08010001 茨城第一 山中建設工業株式会社 茨城県古河市小堤277-3 40002847 1
09210002 栃木第二 有限会社伊藤工務店 栃木県日光市轟1367 40002923 1
12010002 千葉第一 株式会社秀エンジニアリング 千葉県袖ヶ浦市川原井1938-1 40002907 1
14010001 神奈川第一建築再生工房株式会社タケウチ 神奈川県鎌倉市腰越3-14-5 40002688 1
14010005 神奈川第一株式会社関東設備 神奈川県横浜市泉区中田南3-6-1 希光ビルB1F 40002901 1
14010007 神奈川第一株式会社カミケン 神奈川県小田原市鴨官835-2 40003713 1
14010018 神奈川第一有限会社簑島建築　 神奈川県足柄上郡大井町金手3-4 40003772 1
16010003 富山第一 株式会社笹川建築 富山県射水市大江436 40002900 1
16010004 富山第一 株式会社山下ホーム 富山県魚津市江口567-1 40002793 1
16010014 富山第一 木の香株式会社前川建築 富山県中新川郡立山町四谷尾691-4 40003546 1
17010001 石川第一 ほそ川建設株式会社 石川県金沢市示野町西3番地 40002829 1
18010001 福井第一 株式会社松田工務店 福井県丹生郡越前町気比庄3-1 40002855 3
18010002 福井第一 西島木材株式会社 福井県あわら市市姫5丁目6-33 40002864 2
18010004 福井第一 熊野建設株式会社 福井県鯖江市幸町二丁目5-9 40002894 1
18010005 福井第一 株式会社リーフハウス 福井県福井市荒木別所町7-8 40002870 1
18010006 福井第一 上中住建　 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂1-11 40002895 1
20010004 長野第一 有限会社創建 長野県上田市大屋528-1 40003112 2
20010007 長野第一 有限会社寺島工務店 長野県長野市安茂里小市2-19-2 40002968 1
21010001 岐阜第一 レオイ株式会社 岐阜県高山市山田町295-1 40002860 1
21010002 岐阜第一 株式会社きららホーム 岐阜県瑞穂市十七条737-1 40002841 1
21010003 岐阜第一 株式会社大前工務店 岐阜県高山市山田町1161-15 40002865 1
21010010 岐阜第一 廣瀬建築 岐阜県瑞穂市別府495番地 40002968 1
21010011 岐阜第一 株式会社足立工務店 岐阜県各務原市須衛町５丁目４５８番地 40002972 1
22010001 静岡第一 株式会社富田工務店 静岡県榛原郡川根本町上長尾856-7 40002735 1
22010002 静岡第一 住まい工房　有限会社三ツ井工務店 静岡市清水区大沢町10番22号 40000193 3
22010003 静岡第一 片川工務店 静岡県島田市向谷4-1014-2 40002167 1
22010004 静岡第一 株式会社深田建築工房 静岡県磐田市平松409-8 40002831 1
22010005 静岡第一 株式会社イワセイ 静岡県富士市岩渕782番地10 40003759 1
22010006 静岡第一 株式会社岩淵製材所 静岡県富士市岩渕781 40002868 1
22010007 静岡第一 有限会社OSCM住宅工房 浜松市北区三ケ日町都筑623-22  〒431-1402　静岡県浜松市西区大人見町12-275（本社）40002765 1
22010013 静岡第一 きなりハウス株式会社 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町474-1 40003036 1
22010014 静岡第一 自然工房望月工務店 静岡県藤枝市城南1丁目5-41 40002892 1
23110004 愛知第一 新川大清商店 愛知県碧南市堀方町3丁目48番地27 40001597 1
23110010 愛知第一 株式会社第一建装 愛知県名古屋市東区泉三丁目28番20号ONEビル 40002879 1
24010001 三重第一 トータルアシストプラン株式会社 三重県四日市市富洲原町10番6号 40002833 1
24010002 三重第一 伊藤建築 三重県四日市市西日野町3152 40003676 1
24010004 三重第一 竹森製材建設 三重県伊賀市中村5の3 40002960 1
24010011 三重第一 中村瓦店株式会社 三重県鈴鹿市東玉垣町1320-3 40003029 1
26010001 京都第一 有限会社comfort life 京都府中京区中京区錦堀川町648カステッロロッソ203 40002880 1
26010005 京都第一 タカダ工務店 京都府京都市右京区嵯峨野南浦町22-7 40002872 1
26010006 京都第一 株式会社松栄住宅 京都府亀岡市南つつじヶ丘桜台2丁目1番地の17 40002874 1
26010017 京都第一 内藤工務店 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木54-3 40003782 1
27010001 大阪第一 株式会社長井工務店 大阪府三島郡島本町広瀬2-1-35 40002862 1
28010001 兵庫第一 有限会社ウッドホーム 兵庫県宝塚市米谷1-18-7 40002854 2
28010004 兵庫第一 Atelier Grue　一級建築士事務所 兵庫県神戸市垂水区福田5-3-9-201 40002914 1
29010001 奈良第一 輪和建設株式会社 奈良県大和郡山市満願寺町814の6 40002799 1
33010002 岡山第一 有限会社萩原住研 岡山県津山市小田中2218 40002881 1
33010009 岡山第一 株式会社千代延産業 岡山県津山市池ヶ原90-1 40002861 1
33010011 岡山第一 株式会社藤エンタープライズ 岡山県岡山市南区福成3-3-1 40003000 1
33210001 岡山第二 株式会社なんば建築工房 岡山県倉敷市児島上の町1丁目11番44号 40003364 2
33210002 岡山第二 株式会社森本工務店 岡山県倉敷市玉島勇崎1026 40000285 1
34010001 広島第一 有限会社キブネ建設 広島県広島市安佐北区可部東五丁目22-33-10 40002834 1
34010011 広島第一 西川建材工業株式会社 広島県竹原市新庄町25 40003848 1
36010001 徳島第一 ラッフルズホーム株式会社 徳島県徳島市東吉野町2丁目45番地9 40000566 1
38010001 愛媛第一 合同会社クリア 愛媛県松山市東野4丁目9-23 40002903 1
40110001 福岡第一 井上建築 福岡県八女市上陽町北川内3833-1 40002828 2
40110008 福岡第一 有限会社　大津建設 福岡県柳川市大和町栄320-2 40002867 1
40310003 福岡第三 やまぐち建設 福岡県鞍手郡鞍手町中山2379-4 40002830 2
42010001 長崎第一 福田工務店 長崎県北松浦郡佐々町小浦免67番地3 40002839 1
42010002 長崎第一 株式会社佐々総合産業 長崎県北松浦郡佐々町羽須和免823番地5 40002848 1
42010008 長崎第一 上野建設 長崎県西彼杵郡長与町岡郷551-12 40003058 2
44010007 大分第一 有限会社ウトウ設計一級建築士事務所 大分県中津市上宮永2丁目182番地 40003141 3
45010001 宮崎第一 株式会社与組 宮崎県日向市本町9番30号202 40002943 1
46010001 鹿児島第一有限会社西建設 鹿児島県鹿児島市紫原6-34-10 40003813 1
46010003 鹿児島第一株式会社建築工房Work･Space 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目2番地16 40002908 1
47010001 沖縄第一 株式会社長堂材木店 沖縄県宜野湾市上原2丁目5番6号 40003192 1

TOTAL 82
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