
番号 都道府県 事業名 応募者名 主な事業内容

1 北海道
道産材使用とフリープランを特長とした住宅型
式性能認定の活用による地域ビルダーの技術
力向上及び道産住宅の活性化に関する事業

耐雪・耐震道産木住宅推進協議会
道産材を使用した高性能住宅の仕様を整備し、フリープランによる
住宅型式性能認定の取得を行う。

2 北海道

工務店ネットワークによる「チームマイナス３
０％」運動
～地域資源の活用による省ＣＯ２の「住まいづ
くり指標」と「行動規範・憲章」

北方圏住宅サミット連絡協議会
北海道及び東北地域に拠点を置く地域工務店を支援するサポート
体制の構築及び省ＣＯ２推進のための行動規範の策定を行う。

3 北海道
可変性を求めたカラマツ住宅の企画・技術開
発と担い手育成に関する事業

遊ベーシックデザインの会（住まいの文
化座）

道産のカラマツを活用した家族構成等の変化に対応する次世代
継承型住宅の開発を行う。

4 岩手県
木造住宅及び集合住宅において岩手県産材
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

協同組合遠野グルーラム
県産材による集成耐力壁パネルを活用した木造住宅の普及を図
るため、これを活用した断熱工法の開発を行う。

5 岩手県
唐松集成材パネル建て放し工法の構造性能
に係る検証、技術開発及び普及事業

三陸木材高次加工協同組合
地元産の集成材パネルを構造材、仕上げ材、断熱材として活用す
る木造自立循環型住宅の性能検証を行う。

6 宮城県
標準的なスギの平角材を複合した県産材大断
面横架材の開発に関する事業

宮城の伊達な杉の家を創る会 県産のスギの平角材を複合した大断面横架材の開発を行う。

7 秋田県
地域産木材を活用した高齢者の住まい支援シ
ステム構築に関する事業

「秋田杉で街づくり」ネットワーク
福祉、建設、不動産等の関係者の連携による県産の木材を活用し
た高齢者住宅の建設、改修を行うシステムの構築を行う。

8 山形県
金山杉住宅の高性能・長期耐用性の実証・維
持管理手法の開発・普及促進事業の展開

金山町森林組合
金山杉住宅仕様書にもとづく金山杉住宅の性能検証、住宅の維
持管理マニュアルの作成を行う。

9 埼玉県
登録文化財の町屋を、まちなか活性化の拠
点・核施設として整備する事業

旧日光街道幸手を感じる会
旧幸手宿に現存する古民家を活用したモデル展示住宅の整備、
実務者への再生技術に関する研修を行う。

10 埼玉県

住宅生産者の経営改善および住宅購入者が
安心できる完成保証のための積算システムお
よびエスクローの普及（設計から採算管理まで
一貫した新統合システム）

イデア住宅研究会
中小住宅生産者の生産合理化などや住宅購入者が安心できる完
成保証の提供を中心とするシステムの開発及び普及を行う。

都心部 中古木造住宅 継続使用 普及促 地域材 産地と連携した木造住宅 ト ク 有効利用 向けた都
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11 東京都
都心部の中古木造住宅の継続使用の普及促
進と東京木材産地の活性化に関する事業

地域資源の活用研究会
地域材の産地と連携した木造住宅ストックの有効利用に向けた都
心部の住環境改善提案コンペを行う。

12 東京都
木造住宅・建築における構造デザイン、テキス
トの編纂・製作に関する事業

特定非営利活動法人木未来
学校教育でも活用可能な木造住宅・建築の技術的背景や先端的
技術など全体を概観できる技術的資料の製作を行う。

13 東京都
木造住宅ICT活用による地域工務店・設計事
務所の生産合理化支援事業

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

工務店、設計者の情報処理の基盤となる住宅クラウドの普及促
進、事業者を支援するサポート体制の構築を行う。

14 東京都
スギ材を使った防火戸の開発及び普及に関す
る事業

特定非営利活動法人家づくりの会
スギを使った防火性能を持つ引き戸、開き戸の実用化を図るため
の性能評価試験を行う。

15 神奈川県 木造住宅「耐震専門家育成プロジェクト・横浜」 横浜市建築事務所協会
耐震診断から耐震改修設計・施工までを網羅し、体系化された実
用的テキストの作成、これを活用した専門家育成や講習会を行う。

16 神奈川県
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

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等の連携による品質の確かな設計基準を
盛り込んだＣＡＤの開発を行う。

17 新潟県
長期優良住宅「越後の匠の家」の技術開発と
普及推進に関する事業

越後の匠の家普及協議会
県産材を活用し、地域の気候風土に適した長期優良住宅「越後の
匠の家」に係る技術開発及び普及活動を行う。

18 新潟県
魚沼産木材の家「魚沼高原の家」の担い手育
成事業

魚沼地域木材普及協同組合
大断面材の長所を活かした躯体構造、仕口構造、断熱方法などの
高度な技術・技能、知識を持った施工者の育成を行う。

19 石川県

放送局と連携し「能登ヒバ」「白山杉」を活用し
た展示棟の建築を通し担い手の育成と木造住
宅普及促進のための啓発活動を行う「いしか
わの伝統文化を伝える家づくり・人づくり」事業

いしかわの木の家普及委員会
地元テレビ局との連携による県産材を使ったモデル展示住宅を活
用した消費者への普及活動を行う。

20 福井県
顔の見える地域工務店が作る、安心の地域木
造住宅推進事業

福井県木の家協同組合
地域の木造住宅を担う工務店の信頼力、消費者訴求力を高める
ための長期優良住宅等にかかる研修や地域密着のミニイベントに
よる普及活動を行う。

21 山梨県
茅葺き屋根の工法の効率化と新築住宅への
導入促進及び山村景観の保全

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（通称：山
梨家並保存会）

景観に馴染む茅葺き屋根の普及のため、伝統的な茅葺き技術や
短期間でできるイギリス式茅葺き技術の講習会を行う。

（別紙）
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22 長野県
信州カラマツによる防火仕様屋根材に関する
事業

東信素材生産事業協同組合
信州カラマツ屋根材・耐力壁普及部会

県産のカラマツ無垢材を活用した屋根材の性能評価試験、普及促
進を行う。

23 長野県

①地域木造住宅建設拡大のための信州木材
認証製品対応横架材スパン表作成事業
②地域工務店が造る家の地域貢献度調査に
基づく地域木造住宅の普及促進事業
③地域工務店育成のための、地域木造住宅
「ふるさと信州・環の住まい」スキルアップセミ
ナー事業

信州木材認証製品センター
地域の工務店の支援体制強化のため、設計支援のためのスパン
表作成や実務者向けの技術力向上支援セミナーを行う。

24 長野県
信州産木材による地域木造住宅の担い手育
成に関する事業

県産材販路開拓協議会 地域木造住宅
普及啓発部会

地域の木造住宅の次世代の担い手に対する技術力向上のための
セミナーや地域の木造住宅プランの作成を行う。

25 岐阜県
土塗壁木造住宅の高断熱化技術の普及と県
産材使用の家づくり推進事業

協同組合東濃地域木材流通センター
地域の木材や土壁材を積極的に活用した長期優良住宅の普及の
ため、実務者向けの技術マニュアルの作成や消費者向けセミナー
を行う。

26 岐阜県
加子母の複層林を育てる「間伐材カーボン
ニュートラル住宅」開発事業

加子母ひのき拡販推進協議会
地元産のヒノキ間伐材を使ったカーボンニュートラル住宅の開発を
行う。

27 岐阜県
重量木骨の家・家守りネットシステム開発に関
する事業

重量木骨プレミアムパートナーシップ
意匠ＣＡＤ機能と構造計算機能及びデータ保管機能を連携し、
データをインターネット上で管理・運営出来るシステムの開発を行
う。

28 岐阜県
「ぎふ証明材」（中目材）を有効利用するパネ
ル開発に関する事業

特定非営利活動法人ＷＯＯＤ ＡＣ 県産材を活用した台形板材幅接ぎパネルの性能評価試験を行う。

29 静岡県
クラウド型ネットワークを活用した工務店支援
基盤整備に関する事業

天竜・無垢の木・ひのきの家 普及促進
協議会

地元産のヒノキを活用した地域型住宅の普及促進を図るため、ク
ラウド上において業務効率化・情報発信基盤のシステム構築を行
う。

30 静岡県 地域材を活用した住宅の普及促進事業 富士山木造住宅協会
地元で生産される認証材を使用した住宅の普及促進及び地域工
務店を支援するサポート体制の構築を行う。

31 愛知県
三河材を使用した「国産材100％使用する」長
期優良住宅の普及促進事業

NPO法人　三河自然素材家づくり研究
会

地元産木材を使った長期優良住宅の普及を図るため、設計・施工
の標準化図書の作成及び担い手の育成を行う。

32 愛知県
高気密・高断熱の木造住宅の施工技術向上
のための教育システム開発に関する事業

職業訓練法人愛知県建設センター
高気密・高断熱の木造住宅の施工に係る技術力向上のための教
材や教育プログラムなどの教育システムの開発を行う。

33 愛知県 地域木造住宅市場活性化推進事業「名工家」 住環境価値向上事業協同組合
高品質の木造住宅の供給と維持管理のため、職業能力水準の設
定や人材のプラットホーム化を行う。

34 京都府 京町家棟梁塾に関する事業
特定非営利活動法人京町家再生研究
会

京町家を支える担い手の育成のため、町家改修に係るすべての
職種に関する講習を行う。

35 京都府
既存京町家の防火改修のための木材あらわし
軒裏の開発に関する事業

京都府建築工業協同組合
木材あらわし軒裏の防火構造の性能評価試験や町家全体を防火
改修するための設計・施工マニュアルの作成を行う。

36 大阪府

地域産材を使いCO2削減に貢献する木造住
宅の高い性能及び心地よさを実感できる「見え
る化ツール」開発と啓発事業
～次世代の消費者である子どもへの木育を通
した市場の活性化を見越して～

特定非営利活動法人　もくの会
木造住宅の耐久性や構造の精巧さを実感できる「見える化ツー
ル」の開発及びこれを活用した消費者に対する普及啓発を行う。

37 大阪府
住宅所有者と推進する既存住宅長期優良化リ
フォーム

一般社団法人関西建築業協議会
リフォーム前後の各種性能を図式化する「既存住宅見える化チェッ
クシート」の活用による既存木造住宅のリフォームの促進を行う。

38 兵庫県
「今まで80年、これから100年」住んでここちよ
い古民家再生技術の確立に関する事業

ささやま百年家（ささやまひゃくねんや）
地域の気候特性等に対応した性能を満たす古民家の再生技術・
設計基準の開発及び古民家再生に係る若手技能者の研修を行
う。

39 奈良県 三輪（MIWA）町家モデル事業 NPO法人　三輪座
地域の景観まちづくりに取り組む大学と建築士を中心として、住民
参加形式による次世代町家モデルの開発を行う。

40 奈良県 多間伐・長伐期材活用を進める事業 吉野の森コンソーシアム
地元材を活用した長期優良住宅に対応する設計システムの開発
及び長伐期材を使ったインフィル材の開発を行う。

41 島根県
二地域居住時代に向けた木造住宅普及先導
モデル整備事業
～養老孟司“現代の参勤交代論”の実践～

清流高津川を育む木の家づくり協議会
都市と農村を結ぶ二地域居住を普及促進するため、体験宿泊型
クラインガルテンを活用した見学ツアーや地域産の瓦等を活かし
たモデル的な住宅のコンクールを行う。

42 佐賀県
山村・都市をつなぐ「新・木造の家」設計コンペ
と職人塾

特定非営利活動法人森林をつくろう
全国の大学生を対象とした伝統的構法による木造戸建住宅の設
計コンペの開催及び職人向けの知識習得のための講習を行う。
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43 長崎県
プレカット工場と地域工務店との連携により、
地域材を活用した優良な木造住宅の普及を図
る事業

長崎すて木な家づくりの会
地域材の産地・生産工程を明確にし、品質を確保する住宅の開発
及び消費者に木の使い方をわかりやすく提案できるモデル展示住
宅の整備を行う。

44 熊本県
都市部準防火地域に「杉の外壁を持つ国産木
造住宅」の企画・開発による普及促進事業

都心部に杉の外壁を持つ木造住宅を
建てる会「国木会」

スギを外壁に使用する木造住宅のデザインコンペの開催及び技
術的な検証を行う実験モデル展示住宅の整備を行う。

45 大分県
地域産木造住宅のフルプロダクト化普及推進
事業「小さな家。計画」

「小さな家。計画」コンソーシアム
設計図面の知財化、フルプロダクト化による木造住宅の普及推
進、供給体制の整備を行う。

46 大分県 地域材を使用した魅力的な家造り 豊の森と住まいを結ぶネットワーク
トレーサビリティ管理された地元産の木材を活用した床、壁などの
内装材の開発を行う。

47 宮崎県
みやざきスギ長寿命木造住宅に対応する仕組
に関する事業

みやざき緑の循環プロジェクト
県産のスギを活用した南方型長寿命住宅の普及に向けたモデル
展示住宅の整備を行う。

48 宮崎県
宮崎県産の中低温乾燥スギ材を使った首都圏
向けの高耐久住宅モデルの開発事業

特定非営利活動法人木の家だいすき
の会

県産のスギを活用した首都圏向け住宅のモデル設計、標準仕様
書等の作成、部材の性能評価試験を行う。

49 沖縄県
沖縄地方における木造住宅普及のための建
築仕様の開発

特定非営利活動法人蒸暑地域住まい
の研究会

気象条件などを考慮した沖縄にふさわしい木造住宅の普及に向け
た建築仕様書の作成を行う。
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