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建築サポートと一緒に家づくりをした方々 

 

 佐賀市 中村様 （48 歳男性） 

私は以前、全国展開していた大手メーカーの軽量鉄骨プレハブ工法の建売

住宅を購入していましたが、夏は朝 8時過ぎ頃には家の中がムッと暑くな

り始め、昼ごろには呼吸するのにも違和感を感じ、とても冷房を入れて置

かなければ家の中には居れないという状況でした。 

ましてや昼間窓を閉めて外出し帰ってきたときのあまりの不快さにいつ

も嫌な気分がしていました。 

また冬もどこからか入ってきている感じで、暖房していない部屋に入った

ときや暖房していない隣の部屋の戸を開けると冷たい風が吹き込んだ感

じがありとても不快感を感じていましたし窓の結露もすごくありました。 

 

こういう状況は、どこの家も同じ仕方がないそういう生活に慣れるしかな

いと思いながらも「高気密・高断熱」「外張り断熱」などと書いたチラシ

が入ると少しの夢を求めて見学会等に足を運んでいました。 

そういう時、高井さんの会社を知り、家づくりに興味を持ちました。2級

建築士の資格を持っている家内も高井さんの家づくりの話を聞き興味を

持ち私たちの夢の実現に向けて具体的行動を起こすまでそう時間はかか

りませんでした。 

] それまで見学会に行っても見るだけで一度も具体的行動を起こさなか

った私たちが、高井さんと会ってから何か赤い糸で引かれたように短期間

で新しい家を作ることを決断したのです。 

 

今、新しい家に引っ越して 1ヶ月ほど経ちますが、30℃近い初夏の暑さの

中で、締め切った家に帰っても家の中は全然暑くなく何か魔法にかかった

感じがしています。 

暑い日は窓を開けて風を通すことが一般的だと思いますが、この家は閉め

切っていたほうが涼しいのです。24 時間換気も入っているので、空気が

滞留した感じは全然しません。 

この家を建てる前に高井さんが建てられた家の見学会に行きました。 

その日は真夏の昼間だったのですが、2階に上がったらエアコンも入って

いないのにムッとした感じはほとんどせず、その性能の違いに驚きまし

た。 
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奥様が近所の人から家の空気が何か違うと言われたと話しておられまし

たが、住んでみてその意味を実感しています。 

 

ところで家づくりは、一生で一番高いものだから、皆さん慎重になられる

と思います。 

大手の住宅メーカーに頼んだ方が技術力が高くアイデアも豊富で安心す

ると思います。 

小さな工務店に頼むと、きちんとした家は出来ずアフターフォローも心配

と何となく漠然と感じておられると思います。 

高井さんの会社は事務所も小さく事務員さんもいません。全て一人で運営

されていますが、家づくりの研究は良くされています。 

ある地場のメーカーさんが何棟も家を作っている話をしたところ、「私は

自分のこだわる家を年間数棟作ればそれで良い」と言っておられました。 

それだけ 1 棟 1 棟こだわられています。 

 

断熱材は『アイシネン』窓は樹脂サッシ、壁は「西洋漆喰」暖房は夜間の

深夜電力を利用する蓄熱暖房を利用しました。 

高井さんが勧められる「夏涼冬暖の家」の家は最高で、住みやすさや健康

の事、耐久性を考慮した上に、機材購入等の工事原価をはっきり見せてく

れたので、価格については、更に納得感が得られました。 

 

知人が大手メーカーで家を建てた時、かなりの値引きをしてもらったと言

っていましたが、原価がわからないまま値引きしてもらっても、価格は使

用する機材の種類でどうにでも調節できるので、工事原価が具体的でない

と納得感は得られず、逆に注意が必要だと思います。 

今度の家はたくさんの収納を作り、大工さんも大変だったといわれていま

したが、自分たちが考えた間取りで、非常に生活がしやすくなりました。 

 

何回も言いたくなりますが、特に家の中の空気が新鮮で、結露も無いよう

なので、間違いなくストレスが減り、健康で長生きしそうな気がします。 

そう考えるとよい決断をしたと満足しています。 

今、検討されている方には自信を持って高井さんの家づくりを推薦したい

と思います。 

作った直後はどの家も立派に見えますが、10 年、20 年経ったときの違い

を、今後の楽しみにして生活して行きたいと思います。 
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私の家を作っていただいた水車づくりも手がけられる棟梁の平川様を初

め、関係者の皆様どうもありがとうございました。 

 

 鳥栖市 太田様 （35 歳女性） 

今回、家を建てるにあたって木造にするか？鉄骨にするか？またはハウス

メーカーにするか？ 

工務店にするか？とまずはそこからはじめました。 

最終的には、自然素材を使った木造と適正価格の言葉に魅力を感じ建築サ

ポートに決めました。 

実際に高井代表様とお会いしお話を聞いたところ「一緒に良い家を作りま

しょう」と厚く語っていただきこの人なら任せても大丈夫だと再確認しま

した。。また腕のいい平川大工様と出会えた事も心強い限りでした。プラ

ンや工事関係も順調に進みました。 

途中で前日に変更したいところが一部見つかり高井代表に相談したとこ

ろ、快く承諾していただきました。今では変更して良かったと思うと同時

に、この柔軟さは他社にはない魅力だと思います。 

長丁場でしたが完成したときには、理想の家が目の前にあり建築サポート

に依頼してよかったと家族一同思いました。 

これからも長いお付き合いでいたいと思います。 有難うございました。 

 

 嬉野市久保様 （42 歳男性） 

思い返せば昨年の八月に「輸入住宅風のしゃれた外観と余裕のある間取り

を、可能な限り集合材や新建材、化学製品を使わずに自然素材の持ち味を

生かした日本古来の木造軸組み工法でできないものか」と高井代表様に二

律相反する無理な相談をした。 

にもかかわらず、「大丈夫ですよ。できますよ」と快く承知をいただきま

した。 

以来、完成引渡しの日を迎えるまで、ただの一度もトラブルや誤解も起こ

らず、本当に楽しく良い家づくりができました。 

最後になりましたが、高井代表様、野中棟梁様をはじめ、 
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みなさまには本当にお世話になりました。 

家族一同、あらためて御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 武雄市 宮崎様 （36 歳男性） 

私はアレルギー体質です。 

ビニールクロスや集成材には敏感に反応してしまうのです。 

ですから家づくりには無垢の木材と漆喰を求めました。 

５社程度の住宅展示場や見学会に参加したのですが、予算内で私が求めて

いるものができず、ホームページで知り合った高井さんと会って話したと

ころ、この人なら大丈夫と感じ、任せることに決めました。 

変更対応にも融通が利き、誠実に行動してくれて、本当に高井さんにめぐ

り合えて 

良かったです。 

 

 嬉野市 山口様 （47 歳女性） 

家を建替えるに当たり、考えていたのは、部屋は明るく、冬は暖かく、夏

は涼しくということです。 

何回も間取りの打ち合わせをし、模型まで作っていただいたので、とても

参考になりました。業者任せ出なく、私たちの意見を聞いて、一つ一つ進

めてくださいました。 

時には"こんなことまで"と面倒になることもありましたが、"家造りに参

加した"という想いです。 

二重ガラスの窓や、断熱材、喚気システムのおかげで、冬は暖かく過ごせ

ました。 

今、住み始めて初めての夏を迎えてますが、家の中はそれほど暑く感じら

れません。 

快適な家を建てることができたと、満足しております。 
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 嬉野市 K 様 （41 歳男性） 

入居した 2 月の寒い日から、1日中２０℃を保って一般には寒くなりがち

な廊下やトイレ、洗面室が暖かいので助かりました。 

しかも光熱費は以前の家の半分くらいになって、大助かりです。夏でも冬

でも心地良い温度や湿度になっていていつでも春や秋のような、自然な爽

やかが感じられます。 

住む人の健康を考え、職人さんの丁寧な仕事ぶりと上質な素材でできる限

りのこだわりを実現する。難題に出会っても、「できない」と言う言葉を

持たない建築サポートさんこそ、これからの家づくりのパートナーにふさ

わしいと確信しております。 

 

 佐世保市 須藤様 （34 歳男性） 

ここに住み始めて、もう半年。 

なんだか、あっという間でした。 

住み心地、さっそくメールでお伝えしまーす。 

 

（1）床がいい。 

歩くのが気持ちいいです。スリッパなんてもったいない、って思ってしま

います。 

昔、杉のうづくりの床の家に行ったことがありますが、あれは固くて苦手

でした。 

パイン材の柔らかさが自分に合っているみたいで、敷き布団なしでも眠れ

ます。 

まあ、ぼくはどこででも寝ることができるんですけど…。でも寝辛さは感

じないです。 

最近の記事で、節なしのパイン材の写真がありましたが、ぼくたちは、節

有りが断然好きです。 

床をみているだけで、幸せになります。 

 

（2）結露 

冬の間、一度も結露しませんでした。去年までは、結露をふきとっていま

した。 

この違いは、かなり大きいです。カーテンがぬれることもなかったですし、

快適でした。 
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（3）湿度 

冬の間、室内の湿度が 50％を下回ることはありませんでした。 

蓄熱暖房機を使っていたので、少し乾燥は心配しましたが、この家のすば

らしさを、また 1つ知ることができました。 

 

（4）暖かさ 

ストーブの前で暖まるようなあの暖かさ。 

たき火に当たっている暖かさ。 

そういう暖かさを感じたことは、この冬ありませんでした。 

暖かーい、というよりは、普通。 

全館暖房とは、こういうものだったのか！と実感しました。 

外に出れば、ものすごく寒い、特に今年は寒い冬でした。 

でも室内は、普通。 

すごい家だなぁと思いました。 

 

（5）漆喰 

湿度が適度に保たれていたのは、漆喰のおかげなのかもしれません。 

何より、見ていてとてもステキです。 

外壁も漆喰、内壁も漆喰。 

パイン材の床材もそうですが、心にやさしいなぁと思います。 

 

（6）ふきぬけ 

リビングに寝ころんで吹き抜けを見上げる、この風景が好きです。 

また、吹き抜けは南側にあるため、昼間は電気をつけなくても充分明るい

です。 

 

（7）光熱費 

アパート時代（ガス代＋電気代）より高くなった月もありますが、ほとん

どは同じくらいか、安い月です。 

2 階建てになったにも関わらず、これくらいで収まっているのは、この家

の基本性能が高いからだと思っています。 

 

（8）建築サポートさんの標準設備がいいこと。 

キッチン、お風呂、トイレ、エアコン、蓄熱暖房機、などの設備は当たり
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ばかりでした。 

安く仕入れることができる、という記事を何度か見ていましたので、性能

や質はどうなのかと思っていましたが、快適に暮らすことができていま

す。 

特に、ジャニスのトイレは好きです。 

ウォシュレットなどの機能は最低限に抑えられているし、デザインもいい

し、タンク付きがよかったのでその願いも叶ったし、本当に当たりでした。 

 

唯一、予想と違い残念だったことは、24 時間換気システムの作動音が意

外と大きかったことだけです。 

いい家をありがとうございました。 

 

自分は、住宅団地に住んでいるので、様々な家が出来ていく過程を見るこ

とができます。 

でも、どの家も外壁はサイディングですし、基礎は床下パッキンで換気を

しています。 

アルミサッシの家もまだまだ多いです。 

 

建築サポートさんと出会えなければ、今の家は建てられませんでした。 

いつもいっていますが、この出会いに感謝感謝です。 

また、ブログやホームページで情報をたくさんもらえたことも幸せでし

た。 

 

 

ここから妻です。（32 歳女性）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊ 

 

大変ご無沙汰しています。 

ご無沙汰していましたが、毎日！？（言い過ぎでしょうか・・・？）高井

さんに感謝して生活しています。 

 

私たちがこの家に満足していることは、主人が全て書いてくれました。 

なので、重複すると思いますが、私なりの言葉で書かせていただきます。 

かなりのまとめベタですが、どうぞよろしくお願いします。 
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住み心地ですが、本当に最高です！！ 

自分で考えた間取りだから当たり前のことかもしれませんが、すごく生活

し易いんです。 

でも、この当たり前は他の業者さんとではとても難しい事だったと思いま

す。 

私たちのワガママを全て実現してくださった建築サポートさんのおかげ

です。 

建築中、井上棟梁を始め、家づくりに関わって下さった方達が、細かく私

たちの意見を聞いて下さいました。 

そして、遊びに行くと、みなさんいつも笑顔で迎えて下さいました。 

今でも、建築中の事をよく思い出します。 

この壁を下田さんが塗ってくださっていた・・・とか、造った人の顔が思

い出せる。 

これもとってもすてきなことですよね☆ 

 

住み心地と少しずれてしまいました。 

新築当初の澄み切った空気はもうありませんが、とても空気がきれいで

す。 

嫌な臭いもありません。 

友だちをよく招待するのですが、未だに木のいい香りがするねと言っても

らいます。 

 

先日の長雨の時は、さすがに湿度が 60～70%だったのですが、それもすご

いことだと友だちに言われました。（エアコンのドライをつけていない状

態です） 

新築に住むその友だちの家（大手ハウスメーカーさんが建てた家）では、

湿度計の針が振り切っていて、裸足でフローリングを歩くと足跡がつく程

だとか。 

こんなに気持ちいい床なんてありえないと言われました。 

なるほど。 

確かに前のアパートでは、雨の日はジメジメとしていて気持ちも落ち込む

ほどでした。 

 

季節は冬に戻りますが、本当に暖かくて、快適でした。 

お風呂上がりに子ども達をほっておける。 
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これは楽ちんでした。 

前のアパートでは、お風呂場の近くに石油ストーブをセッティングし、お

風呂から上がったらまずは子ども達を急いで拭いて、服を着せていまし

た。 

自分が風邪をひきそうでした。 

いえ、実際はしょっちゅう風邪をひいていました。 

そこまでしても、子ども達も頻繁に風邪をひいていました。 

でも、この家に来て、ほとんど風邪をひかなくなりました。 

S 家ではありえない快挙です！！ 

 

お友達もたくさん遊びに来てくれました。 

暖かいから人が集まって、とても楽しい冬でした♪ 

 

主人も書いていましたが、節有りパインの床が好きです。 

吹き抜けの開放感が好きです。 

眺めていると、ほっこりとした気持ちになり、幸せです。 

家を中から眺めて幸せって、なかなかないような気がします。 

もちろん、外観や外溝もとても気に入っています。 

大好きな花や木に囲まれて、夢だった家庭菜園も実現して、毎日が楽しい

です。 

 

最後に、両親が初めて来てくれた時の話をさせてください。 

3 月末に、ようやく私の両親が島根から遊びに来てくれました。 

1 泊 2 日（丸 1日程度）でしたが、両親共にとても満足して帰って行きま

した。 

私の母は「こんな家に住みたかった！」と言っていました。 

母も漆喰や木の優しい雰囲気が大好きなようです。 

そして、こんなステキな家を建ててくださった建築サポートさんに感謝し

ていました。 

 

本当にありがとうございました。 

そして、これからもよろしくお願いします。 
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塩田町 宮地様 （65 歳男性） 

母も、近所の人も推薦していてくれていたし、度重なる打合せでも真面目

な態度に満足していたので何ら心配はありませ んでした。 

 

正直な所、設計段階から完成にいたるまでほとんど家内が仕切っていたの

で、そばで見ていてそこまでするのかという、 今になってみれば無責任

なことを考えたこともあったし、途中ではできあがりのマンションやプレ

ハブの大手住宅メーカー だったらこんなに頭を痛めずとも済んだという

泣き言が出たこともあったが、やはり自分の考えた家がほぼ 100％出来上

がっ た現在での満足度は非常に高いものがあります。 

 

 

 

 

 

平成 23 年 10 月現在の工事状況 

・柳川市 松尾邸 21 坪 工事中 

・福岡市 吉田邸 43 坪 工事中 

・嬉野市 太田邸 31 坪 工事中 

・小城市 澤田邸 38 坪 12 月着工予定 

・芦刈町 荒巻邸 51 坪 24 年 1 月着工予定 

 

※見学希望の方はご連絡ください。 

工事時期により見学できない場合もあります。 

 

連絡先 

佐賀県建築サポート研究会 

代表者 高井弘一郎 ＴＥＬ0954－66－5732 

 


