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　全国の新設住宅着工戸数は、2009年の約80万戸

以降、８年連続で100万戸を下回っていましたが、

2016年が約97万戸となり、再び100万戸をうかが

うまで回復しています。一方、福島県の新設住宅

着工戸数は、震災前の2009年、2010年と１万戸を

割り込んでいましたが、震災後の2012年に１万戸

を突破して以来、被災者の建て替え需要などから、

2016年まで５年連続で１万戸の大台を記録してお

り、２万戸に迫る勢いとなっています。

　こうした状況下で、株式会社エコ・ビレッジは、

原木のほとんどを地元の山林から調達するなど地

域に根差し、木のぬくもりを大切にした家づくり

に取り組む「木の会社」です。

　そこで今回の「企業訪問」では、株式会社エ

コ・ビレッジの本社を訪問し、和田社長に創業か

ら現在、そして今後の展開に至るまで、経営にか

ける思いや事業内容についてお聞きしました。

●これまでの沿革について教えて下さい
　戦後間もない1950年に、私の父が前身となる木

材会社を興したのが当社の始まりであり、原点で

す。すなわち、私たちが自身を「木の会社」と

言っているのは、このような背景があり、当社は、

多くの先人たちが長い間、木材会社として木に関

わってきた経験と知識の積み重ねにより、築き上

げられたものと考えています。一方で、当社が現

在、住宅建築に携わっているのは、私の幼少期

に、母が大工の棟梁から代金を回収するのに苦労

企業概要

代表者：代表取締役　和田　正光（わだ　まさみつ）
所在地：いわき市中央台飯野４－２－４
創　業：1950年 T E L：0246－28－0111
資本金：8,000万円 F A X：0246－28－0116
従業員：32名 
事業概要：住宅建築設計施工請負等
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株式会社 エコ・ビレッジ
～熟練の職人技と先進の「エコ・ハウス」が
　融合した「木の会社」～

和田　正光 社長
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していたのを目の当たりにした苦い経験によると

ころもあります。母は、代金回収に行く時、「ラー

メンを食べさせてあげるから」といって、幼い私

を連れていくのですが、代金回収できた時とでき

なかった時で、母の様子が違うのを、ラーメンを

食べながら、幼心にも私は切実に感じていまし

た。このような昔の思いを胸に、1977年７月、い

わき市小名浜に株式会社三栄住宅を設立しました。

2002年５月には、本社を現在の中央台飯野に移転

し、2006年７月に社名を現在の「株式会社エコ・

ビレッジ」に変更しました。そして、2012年３月

には、宮城県に別法人として「株式会社エコビ

レッジ・プラス」を設立しました。

●経営理念についてお聞かせ下さい
　私は、「住宅は地域の文化」であり、家づくり

を通して、地域の文化を創る企業でありたいと考

えています。このため、当社では、原木のほとん

どを地域の山林から調達し、地域に根差した家づ

くりをモットーとしてきました。一方で、今の外

部環境の変化は目まぐるしく、先行きの不確実性

が高まっています。このような状況の中で、企業

経営には、外部環境の変化に対応しうる柔軟な発

想と、変化を恐れない決断力が求められているも

のと考えています。また、近江商人の心得を表す

「三方良し」が私の経営哲学です。「三方良し」と

は、「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の

３つの「良し」を指しています。つまり、売り手

と買い手がともに満足し、さらに社会貢献ができ

るのが良い商売であるという意味です。最近では、

「Win-Win」（ウィン-ウィン）という言葉をよく

耳にしますが、売り手と買い手だけが良ければい

いということではなく、企業は社会貢献を果たす

のが使命であると考えています。

●貴社の事業内容について教えて下さい
　すでにお話ししました通り、当社は木にこだわ

り、「美しい木の家」をコンセプトにお客様のイ

メージを形にする家づくりに取り組む木造住宅

メーカーです。当社では、人にやさしく、環境に

やさしい家づくりをメインテーマとして、住宅建

設に取り組んできました。当社の家は、建てる時

に大気などを汚さないだけでなく、住む人の健康

を害さずに快適な暮らしを実現する「エコ・ハウ

ス」です。そして、当社が考える「エコ・ハウス」

は、自然素材の家ということだけにとどまらず、

少ないエネルギーでお客様の暮らしを支える高断

熱・省エネ住宅の側面も持っています。2012年に

は、国土交通省「省 CO２先導プロジェクト」に

も選ばれ、ゼロエネルギー住宅※の開発・建築を

進めています。また、当社は、2008年に「200年

住宅事業」、2009年と2010年には「長期優良住宅

先導モデル事業」「長期優良住宅普及モデル事業」

にそれぞれ参画するなど、長期優良住宅の建設に

も取り組んでおり、当社の住宅は長期にわたって

良好な状態を保つ耐久性と、メンテナンスしやす

い工夫を兼ね備えています。
※ 「ゼロエネルギー住宅」とは、住宅で使うエネルギー

量が住宅で創るエネルギー量との差し引きでゼロ以下

になる住宅のこと。

● 貴社ではどのような木材を使っているの
　ですか
　当社では、基本的に地元で産出された原木から

企業訪問

原木はほとんど地元産を使用
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厳選した無
む く

垢材を使っています。無垢材とは、一

本の原木から角材や板を直接必要な寸法に切り出

した木材のことで、木本来の質感や風合いという

面で魅力があり、化学物質を含まない自然素材と

しても注目されています。いちばんの特長として

調湿作用があり、湿気の多い日は水分を吸収し、

乾燥している日は水分を放出して湿度を一定に保

とうとします。また、断熱性にも優れており、周

囲の温度に影響されにくいことから、夏は涼しく、

冬は暖かい快適な住環境を提供します。そして、

お客様がお選びいただいた材種によって、木目の

表情が異なるのも無垢材ならではの魅力で、世界

で２つとして同じ模様は存在しません。木目の表

情はとても豊かで、暮らす年月とともに風合いも

変化します。さらに、無垢材は、天然の木の香り

を楽しむことができるので、お住まいになるお客

様に安らぎと心地よさを感じさせてくれます。尚、

当社では、自社グループの製材品だけではなく、

木材会社として、長い歴史の中で培った木材流通

ネットワークを生かして、吉野および木曾・天竜

の杉や檜など、全国から選りすぐりの木材を集め

ることも可能です。

●貴社の製材技術と職人技について教えて
　下さい
　当社では、地元の厳選した原木を腰板※や押し

入れの中の壁板に至るまで丁寧に製材しています。

また、様々な特注部材まで対応ができるだけでは

なく、家の建て替えの際などには、解体した旧家

屋から古材を取り出したうえで、再生材として加

工し、新しい家に再利用することも可能です。当

社は、お客様の家の歴史や思い出を引き継ぐお手

伝いをすることも、地域に密着した企業の役割で

あると考えています。

　このような当社の製材技術は、精密なプレカッ

ト技術により確立されています。プレカットと

は、家を建てる際に必要な土台や柱などの構造材

を設計図通りの寸法にあらかじめ工場で加工して

おくことです。これにより、プレカット後の木材

は、建築現場に搬入された時点ですぐに使用でき

るので、工期の大幅な短縮につながることや、コ

ンピュータで管理して加工することから、品質に

ばらつきがないなどのメリットがあります。

　しかしながら、どんなに良い木材を使っても、

「美しい木の家」になるかどうか、最終的には大

工の職人技にかかっています。無垢材は、それぞ

れにクセがあるので、そのクセを見極めて適材適

所で使うには熟練した大工の目が要となります。

しかし、こうした素材を見る目、素材を生かす技

は、一朝一夕で習得できるものではありません。

長年素材に接し、家づくりに携わった経験と知識

が「美しい木の家」をかたちにします。
※「腰板」とは、壁や障子などの下部に張った板のこと。

企業訪問

自動工作機械によるプレカット

大工さんの職人技
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●貴社の建築設計技術について教えて下さい
　当社では、これまで培ってきた木の家づくりに

関わる技術やノウハウを最新技術とともにお客様

の家づくりに役立てていくために、設計部門を独

立した形で「デザイン・オフィス」として開設し

ました。「デザイン・オフィス」は、国土交通省

を初めとする様々な設計提案競技で採択を受ける

など、輝かしい実績を誇っており、当社の家づく

り技術を支え続けています。そして、注文住宅な

らではの１棟１棟丁寧な家づくりを進めるために、

設計担当の社員とインテリア・コーディネーター

がお客様に寄り添い、ご納得いただけるまで入念

な打ち合わせを重ねています。

　私たちが目指している美しい木の家の「美し

い」とは、ただ単に外観や内装のしつらえにとど

まるものではなく、いつまでも変わらないという

ことを意味しています。流行の後追いではなく、

時代を超えた家づくりが私たちの提案する「美し

い木の家」です。そして、この「いつまでも変わ

らない」には、省エネなどの家が持つ性能も含

まれています。「デザイン・オフィス」は、当社

が取り組む省エネ住宅の中核的な役割を担って

おり、この結果、当社は「BELS」※認定と「ZEH

ビルダー」※登録を受けることができました。また、

「デザイン・オフィス」は当社のためだけではな

く、サポート事業として、地域の住宅産業を支え

る方々からも省エネや構造計算などの複雑な計算

を請け負っています。
※ 「BELS」とは、Building-Housing Energy-efficiency 

Labeling System（建築物省エネルギー性能表示制度）

の略称で、新築、既存の建築物において、第三者評価

機関が省エネルギー性能を評価して認証する制度。

※ 「ZEH ビルダー」とは、自社が建築する住宅のうち、

ZEH が占める割合を2020年までに50％以上とする目

標を掲げる事業者。ZEHは、Net Zero Energy House

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称。

●貴社の高断熱・省エネ住宅の特長は
　どのようなところですか
　木の家では、木材の良しあしが最も重要だと思

いがちですが、実は家づくりの中で、断熱材選び

はとても重要となります。当社では、特に性能の

高い羊毛断熱材を採用しています。羊毛断熱材は、

企業訪問

省エネなどの複雑な計算に取り組む
「デザイン・オフィス」の設計担当社員

快適な居住性と木の美しさが融合したモデルハウス内 断熱性に優れた羊毛断熱材
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断熱性能が高いだけではなく、調湿性能により壁

内結露による構造材の腐敗を防ぐとともに、アト

ピーの原因ともなるカビやダニの発生を抑えます。

また、これ以外にも、優れた空気浄化機能と自然

で均等な吸音性、100％再利用可能な製品設計な

どの特性を持っています。

　加えて、家づくりでは、住宅の躯体そのものを

断熱化、遮熱化するとともに、窓などの熱損失の

大きな開口部における断熱を可能とする断熱性能

の高いサッシ材が重要となります。当社では、断

熱性能の高いハイパフォーマンスガラスを標準仕

様としています。この仕様は、トリプルガラス同

等の Low-E ペアガラスの中に、空気ではなくア

ルゴンガス※を封じ込めたもので、シングルガラ

スと比較して４倍の断熱性を誇っています。さら

に、高断熱に加え、太陽光発電システムによる電

力自給により、省エネにも配慮しており、エネル

ギー消費量が正味でゼロになる家づくりに取り組

んでいます。
※ 「アルゴンガス」とは、地球大気中に３番目に多く含

まれている気体で、空気そのものより熱伝導率が低く、

断熱効果があるため、複層ガラスサッシの中間層に充

填される。

●最後に、今後の展望についてはいかがですか
　当社は、基本的にはこれまで通り、地元いわき

市を中心とした地域に根差した企業であり続けた

いと考えています。一方、人口減少が進展してい

るなか、今後の成長が見込める仙台市は、高付加

価値な住宅を求める顧客層もあることから、新規

顧客の拡大に向けて注力していくつもりです。ま

た、当社は、東日本大震災後、地域との調和とコ

ミュニティを大切にした復興公営住宅を数多く建

設し、被災された方々の暮らしの安定に努めてま

いりましたので、この経験で培った技術とノウハ

ウは、次世代にも引き継いでいきたいと思います。

一方、高齢化の進展を背景に、県内でも空き家が

増え続け、中古住宅の取引が活発化する可能性も

ありますから、いわき市と連携した空き家対策に

は積極的に取り組んでいくつもりです。

【インタビューを終えて】

　社長の話で印象に残ったのは、「創業時はリ

ヤカー１台から始めたので、たとえ倒産しても

損失はリヤカー１台だけだ」との言葉です。こ

の言葉には、不確実性が高まっている現状に

あって、変化を恐れない社長の決断力と経営者

としての強い責任感を感じました。そして、昔

ながらの木材の良さを生かした大工さんの職人

技と、時代の先を見つめた「ゼロエネルギー住

宅」が見事に融合した結果が、当社の安定した

業況に結びついているのだと思います。また、

当社は、空き家対策にも積極的に取り組むなど、

社長の先見性には目を見張るものがあります。

今回の取材で、熟練した職人技と先進の省エネ

住宅により、当社が県内の住宅業界を牽引し続

けるものと確信しました。 （担当：和田賢一）

※ 和田社長は、インタビュー後の今年８月８日に

代表取締役社長から代表取締役会長に就任され

ました。

企業訪問

「木の家」について熱く語る和田社長


