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１．研究開発プロジェクト名 

 伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発 

 

 

２．研究開発実施の要約 

２‐１．研究開発目標 

本研究開発プロジェクトは、伝統的建造物群保存地区（以下、伝建地区）、特に土蔵造

りが多く残る歴史的町並みに対して、それらの地区の特徴（高齢化、地域振興、町並み形

態、建造物の特性等）を考慮し、防火対策だけでなく、地震対策についても震災経験に基

づき強固なものにして総合防災力を高める事業の実施運用を目指すものである。 

 

 本研究開発プロジェクトの達成目標は、以下の通りである。 

 

1. 住民らと協働で定めた防災ルールに基づき、常日頃から各自の主体的な判断で適切な

行動ができる体制を整える。また、地域防災事業を持続可能なものにするために次世

代の防災対策の担い手を育成する方策を整備する。 

2. 総合防災事業を運営するにあたり、関与する人々の円滑な連携が図れる体制を整備す

る。また、住む人だけなく、訪れる人に対しても魅力的な町をつくり、持続可能な地

域社会を構築するための施策を準備する。 

3. 当該地域で起こり得る激甚災害において、確実に人命を守り、歴史的町並みの致命的

な損壊を阻止する技術的ソリューションを整備する。 

4. 被災建造物に対して、迅速かつ万全な応急措置・修復が遂行できる体制を整える。 

 

２‐２．実施項目・内容  

 平成25年度の実施項目とその内容のキーワードは、以下の通りである。 

（１）歴史的町並みの俯瞰調査 

…住民憲章、全国伝建地区における防災計画、空き家対策 

（２）周辺地域も含めた地域コミュニティのつながりの把握 

 …文化財エスノグラフィー、福祉の関わり、自治体関係部局間のつながり、空き家対策 

（３）地域の空間要素の把握 

 …町並み空間の現況、建造物の使用状況と空き家の活用状況 

（４）地域に定着するヒトづくりの取組み（伝統・文化の再発掘と創造） 

…高校生小論文、小中学生コンテスト、伝統技法の体験、祭への参画、 

市民団体主体の空き家再生・活用、地域住民の町歩き、広報活動 

（５）災害リスクの分析とケーススタディー 

 …防災的特質の提示、災害的特質の評価手法の提示、ケーススタディー 

（６）北関東の土塗壁の構造性能および補修・補強手法とその効果の明示 

…土蔵造耐力壁の構造性能、大変形を受けた木造民家土塗壁の補修効果、壁土の物性 

（７）伝統技法の継承と研鑚のための記録の蓄積 

 …震災復旧工事記録、土塗壁の補修方法 
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（８）技術的課題の克服 

…面材張り真壁を応用した耐震補強工法、木造軸部の腐朽状況非破壊検査、 

地震後の防火性能を考慮した伝統的構法 

（９）空間活用の提案 

…福祉事業施設、まちづくりコンペティションの計画、空き家活用事業例 

（10）実効的な自主防災活動の構築（地域住民の協力・共同活動の活性化） 

…高校と自主防災組織の協働、地域連携による町並み防災イベント、 

空き家対策勉強会、伝統技法の継承と発展 

（11）コミュニケーションツールの錬成 

…町並み３ＤＣＧ、建造物の軸組模型、ＧＩＳによる情報管理・共有システム、 

 修理・修景ガイドライン 

（12）伝建地区における安全安心なコミュニティづくりの全体フレームの提示 

（13）社会実装に向けた情報共有と連携強化 

…全国町並み保存連盟、全国伝統的建造物群保存地区協議会、高専－技科大連携、 

 学協会との連携、プロジェクト合宿 

 

２‐３．主な結果 

本年度は、まず全国の伝建地区の俯瞰調査や研究対象地域のコミュニティの繋がりを把握

するための現地調査から、全国の歴史的町並みの動向や研究対象地域の現況を客観的に分析

した。そこからは、一般市街地に比べると防災上脆弱な点が多いことから、伝建地区のおよ

そ半数で地区独自の防災計画を策定していることがわかった。また一方で、人口減少や産業

の衰退に伴う空き家の増加が深刻な地区も多く、全国で多様な取組みがなされている。栃木

市の例幣使街道沿いに建つ建物では、空き家の方が老朽度が高い傾向が明らかになり、地域

の活性化だけでなく、防災・防犯の観点からも空き家対策が必要である。そうした課題に直

面する中で、地域コミュニティが主体となって発意と合意、実行する地域づくりが期待され、

保存会などの市民組織が住民憲章を制定し、それに依拠したまちづくりを推進している地区

もある。これらより、伝建地区は昔からのコミュニティを継承し、地区住民の発意と合意を

基盤に、ステークホルダーが知恵を出し合い、リスクとローカル・アセットが平衡状態を保

たれ持続している地域社会である様子が窺えた。それに対して、研究対象地域でも問題意識

を理解し、取り組みが進められてきたが、極一部の有志の発意による取り組みなども多く、

コミュニティが繋がっていないことが見えてきた。そのため、住民・行政・職人のみならず、

技術者・研究者・女性・障がい者・小中高校生・NPOといった新たな担い手による「新し

いつながり」を紡ぎ直して多重セーフティネットを構築し、伝建地区とコミュニティを「み

んなで守る」意味とその作法を発信する必要性を感じた。 

そのような中で、本プロジェクトでは地域と連携し、小中高校生を対象とした小論文や絵

画・写真のコンテストを開催したり、伝統技法の体験、祭への参画、市民団体主体の空き家

再生・活用、地域住民のまち歩き、広報活動などの取組みを通じて、地域の将来に有望なヒ

トづくりを推進した。これらの取組みによって、次代を担う子供たちによる実践的な取組み

が地域の人々との協働活動に発展したり、同じ地域で活動しつつもこれまであまり接点の無

かった人々が企画への参加を通じて繋がっていき、多重のセーフティネットが形成され実効

的な自主防災活動の構築に繋がる成果が挙がりつつある。情報化社会や省力化を目指した技

術開発で利便性や経済性を追求するばかりに、地域の伝統や文化が忘れ去られつつある。そ
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のような中で、伝統的建造物や町並みを地域の資産として維持するための手間を知り、そこ

での協働活動を通じて共有することにより、歴史的景観だけでなく、その地域での暮らしや

命をみんなで守っていこうという意識の萌芽に繋がった。 

 一方で、地域固有の歴史的資産を中核とした地域づくりのためには、想定されるリスク

に対する安全性の確保が必要であることから、火災と地震に対するリスク分析手法の提示

とそのケーススタディーを実施した。また、建物の維持のために必要な技術課題の克服や

情報の蓄積を着実に進めた。その中では、これまで北関東では検証されていない、土塗壁

の構造性能や補修・補強方法を実験的に検証し、単に伝統技法を継承するだけでなく、そ

の安全性を担保するための科学的根拠となる技術的背景を蓄積した。 

 このような、研究者を中心とした専門的な知見を地域の人々と共有したり、地域づくり

の方向性を地域の人々の間で共有するためのコミュニケーションツールとして、3DCGや模

型の製作、およびGISによる情報管理・共有システムを構想し、試作した。 

 さらに、本プロジェクトにおける地域での取組みや研究成果を全国に発信するために、

特に全国町並み保存連盟や全国伝統的建造物群保存地区協議会、高専と技科大の全国ネッ

トワークとの連携を推進したほか、先進伝建地区で活動している方を招聘してプロジェク

ト合宿を実施するなど、情報共有と連携強化を推進し、社会実装に向けた基盤を強固なも

のにした。 

 

 

３．研究開発実施の具体的内容 

 

３‐１．研究開発目標 

 本研究開発プロジェクトでは、我が国にとって価値の高い歴史的町並みでの暮らしを、

安全・安心に継承・発展させるため、地域コミュニティと共に、総合的に防災対策を立案

することを目指す。 

我が国に今も残る歴史的集落や町並みを環境ぐるみで一体的に保存しようとする事業と

して伝建地区制度がある。この伝建地区制度は、成熟した我が国において、目指すべき持

続可能な地域社会のモデルに成り得るものとの認識が高まっている。近年では伝建地区制

度を活用した歴史文化的価値を高めるまちづくりの動きが活発で、2013年12月末日時点で

全国106地区ある重伝建地区の内、13地区が2012年度以降に新たに選定されたものであり、

ますます増加の勢いである。 

どの地域にも固有の文化があり、時代の流れと共にその様相が変化してきた中で、伝建

地区には地域固有の文化が伝統として色濃く残っている。この地区にどうして今まで集

落・町並みが残されてきたのかと言えば、みんなで町を守るコミュニティが文化としてあ

ったからだろう。伝建地区に現存する伝統的建造物や町割などの特徴的な歴史的風致は、

いわば“みんなで町を守る”という伝統文化の象徴である。また一方で、伝建地区にある

数百棟にも及ぶ建物は、伝統的建造物かそれ以外の一般建造物かに拘らず、地区の人々の

生業の場であり、また住まいとして日々利用され、歴史的町並みの維持と生活との両立が

図られている。そのような歴史的個性の際立つ町並みは、訪れる人に対しても楽しく魅力

的な空間となっている。 

しかし、現代の防災的立場から見ると、当時の町割が残ることで細街路も多いことや、
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伝統的建造物の多くが通常の耐用年数を超えた木造建物で構成され、さらにそれらが密集

する、いわゆる「木造密集地域」が多いことなどから、伝建地区は一般市街地以上に弱点

が多い。それ故に伝建地区の保存事業では、建造物の保存修理と並び、当初から防災事業

が重視されてきた。そこでは、主として火災の早期発見、初期消火、延焼防止などについ

て、地元住民と自治体消防が連携して自主的な防災活動のための体制づくりや、機器・施

設の整備などが行われている。しかし、伝建地区制度が発足してから40年が経過しようと

する今、町並み形成期から伝建地区制度発足を経て現在に至る間にも、町の社会および経

済産業構造の変化や町並み周辺の市街地開発等による周辺環境の変化、さらには各地で

様々な災害が発生する中で安全安心に対する前提条件も地域固有なものとして変化してい

る。それを踏まえて、近年では、数戸の住宅でケーブルを連結して助け合うグループモニ

ター方式の自動火災報知設備などの整備や、周辺市街地からの類焼を考慮した防火対策、

建造物や石垣・塀等工作物への耐震対策、樹木の倒木等環境物件への対策など、地域固有

の風土や生活文化に応じた課題に着目した調査や防災対策が実施されている。 

小山工業高等専門学校（以下、「本校」と称す）周辺には、栃木市嘉右衛門町と桜川市

真壁、桐生市桐生新町の３つの伝建地区があり、さらに栃木市栃木町地区も近年中の伝建

地区指定を目指し準備が進められている。2011年東北地方太平洋沖地震とその余震は、そ

れらの町並みにも多くの被害をもたらした。さらにその翌年５月には、桜川市真壁に近い

つくば市北条地区中心部に竜巻が襲来し、歴史的建造物が多く残る町並みに壊滅的な被害

をもたらした。特に桜川市真壁での東日本大震災による被害は甚大であり、重伝建地区に

選定されて間もなく、伝統的建造物の約８割の建物が震災復旧工事の対象となってしまっ

た。十分な経験と実績の不足や、職人不足などの課題を抱えながらも、現在はその復旧や

修理に全力で取り組まれている。このように、これまで災害が比較的少なかった北関東の

歴史的町並みで近年多様な災害が発生している。したがって、起こり得る様々な災害に対

して、強くしなやかに乗り越えるべく、地域のみんなで町を守るコミュニティづくりが求

められている。 

そのような社会的要請の高まりの中で、歴史的町並みを有する地域社会を安全・安心に

持続するためには、防災上の弱点が多い歴史文化遺産の保護と、人々の安全安心な暮らし

の確保というある種相反する課題を実現することが求められている。その双方を実現する

ためには、機械化された現代の防災技術だけでなく、動力に期待せず、生活と密着してい

る伝統的な防災対策にも目を向けることが重要と考える。例えば、祭などの伝統的文化活

動には、真の目的は地域防災ではないかと思われるものもあり、そこでは当時から町を守

るリーダー的存在であった職人や自警消防団員らが、時代が変わった今日でも企画・準備

から運営に至るまで携っていることが多い。さらに、そこには次代を担う多くの子供たち

が参加することから、娯楽の一環として町を守るための知識や知恵が継承されるしくみが

できている。このような伝統的防災対策を見直すことは、地域のみんなで町を守るコミュ

ニティづくりのヒントになるのではないだろうか。 

 この研究開発プロジェクトでは、伝建地区の伝統文化を守り創ることこそ安全安心なま

ちづくりと捉えている。先に述べたように、伝建地区における防災に資する伝統文化はみ

んなで町を守るコミュニティではないだろうか。まずは“みんなで町を守る”、 すなわち

コミュニティを再び構築することが、“総合防災”に繋がると考える。この事業を通じて

町への関心が高められれば、自然と守ろうという気持ちが高まる。それぞれの立場でその

ような思いが芽生えれば地域防災力が向上する。それこそが総合防災の第一歩ではないか
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と捉えている。 

 そのようなコンセプトのもと、このプロジェクトでは以下の４つの達成目標を掲げ、地

区が抱える少子高齢化や空き家対策、担い手不足の問題など、防犯や地域社会の持続にも

関わる課題に取り組むとともに、震災経験に基づき伝建地区においてこれまで十分に検証

されてこなかった地震対策の強化などのハード整備にも取り組むなど、地域に根差すまち

づくりやヒトづくりと連動する防災事業の構築を目指している。そして、栃木市や桜川市

でのプロセス・成果を全国の伝建地区へと展開し、我が国の歴史的地区、さらには既存市

街地・集落の安全・安心で持続可能なまちづくりへの指針とすることを目指している。 

 

１．自主防災体制の構築 

住民らと協働で定めた防災ルールに基づき、常日頃から各自の主体的な判断で適切

な行動ができる体制を整える。また、地域防災事業を持続可能なものにするために次

世代の防災対策の担い手を育成する方策を整備する。 

２．持続可能な社会・施策の創造 

総合防災事業を運営するにあたり、関与する人々の円滑な連携が図れる体制を整備

する。また、住む人だけなく、訪れる人に対しても魅力的な町をつくり、持続可能な

地域社会を構築するための施策を準備する。 

３．修理・修景設計技術体系の構築 

当該地域で起こり得る激甚災害において、確実に人命を守り、歴史的町並みの致命

的な損壊を阻止する技術的ソリューションを整備する。 

４．建造物の災害回復力の強化 

被災建造物に対して、迅速かつ万全な応急措置・修復が遂行できる体制を整える。 

  

３‐２．実施方法・実施内容 

 小山高専周辺には、選定された直後に東日本大震災に見舞われた茨城県桜川市真壁(以下、

真壁地区)、および、伝建地区指定を目前にして被災し、2012年７月に選定された栃木県栃

木市嘉右衛門町(以下、嘉右衛門町地区)の２つの重伝建地区がある。さらに、栃木市には、

現在、伝建地区指定の準備を進めている栃木市栃木町地区(以下、栃木町地区)がある。本研

究開発プロジェクトでは、それら２市３地区を対象地区とし、火災だけでなく大地震にも

強い歴史的町並みの総合的な防災まちづくりを目指す。 

研究開発プロジェクトの全体像における、本年度の実施内容を図１に示す。図中の括弧

内の数字は、「３‐３．研究開発結果・成果」節の項番号と対応している。本年度は、ま

ず全国の歴史的町並みの防災計画や空き家対策、住民憲章制定状況と、研究対象地域のコ

ミュニティの繋がりや取組みの現況を俯瞰的に把握する調査を実施した（(1)～(3)）。また、

地域と連携し、小中高校生を対象とした小論文や絵画・写真のコンテストの開催や、伝統

技法の体験、祭への参画、市民団体主体の空き家再生・活用、地域住民のまち歩き、広報

活動などの取組みを企画・実施し、伝統や文化の再発掘と創造を通じて、地域の将来に有

望なヒトづくりを社会実験的に推進した（(4)）。さらに、地域固有の歴史的資産を中核と

した地域づくりのためには、想定されるリスクに対する安全性の確保が必要であることか

ら、火災と地震に対するリスク分析手法の提示とそのケーススタディーの実施に加え、建

物の維持のために必要な技術課題の克服や情報の蓄積を着実に進めた（(5)～(9)）。これら

の知見をもとに、住民・行政・職人のみならず、技術者・研究者・女性・障がい者・小中
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高校生・NPOといった新たな担い手による「新しいつながり」（多重セーフティネット）

を紡ぎ直し、伝建地区とコミュニティを「みんなで守る」というまちを創る手法として、

Sociological Tools（地域のステークホルダーが議論し、共同体意識を高めるワークショッ

プ等の場）とScientific Tools（地域情報や意識を共有するための道具）の開発に着手した。

具体的には、Sociological Toolsとして近隣の高校と自主防災組織との協働による避難所体

験や町並み防災イベント、さらに空き家対策勉強会や伝統技法の継承と発展に資する情報

共有・意見交換の場を創った（(10)）。一方のScientific Toolsとしては、研究者を中心とし

た専門的な知見を地域の人々と共有したり、地域づくりの方向性を地域の人々の間で共有

するためのコミュニケーションツールとして、3DCGや模型の製作、およびGISによる情報

管理・共有システムを構想し、試作した（(11)）。 

そして、それらの取組みに基づき、伝建地区における安全安心なコミュニティづくりの

全体フレームについて提示した（(12)）。 

本プロジェクトにおける地域での取組みや研究成果を全国に発信するために、特に全国

町並み保存連盟や全国伝統的建造物群保存地区協議会、高専と技科大の全国ネットワーク

との連携を推進したほか、先進伝建地区で活動している方を招聘してプロジェクト合宿を

実施するなど、情報共有と連携強化を推進し、社会実装に向けた基盤を強固なものにした

（(13)）。 

 

（10）実効的な自主防災活動の構築
（地域住民の協力・共同活動の活性化）

・高校と自主防災組織の協働
・地域連携による町並み防災イベント
・空き家対策勉強会
・伝統技法の継承と発展

（１）歴史的町並みの俯瞰調査
（２）周辺地域も含めた地域コミュ

ニティのつながりの把握
（３）地域の空間要素の把握

（４）地域に定着するヒトづくりの取組み

俯瞰調査 工学的知見の蓄積伝統・文化の再発掘と創造

地域のステークホルダーが議論し、共同体意識を高める『場』 地域情報や意識を共有するための『道具』

（13）
社会実装に向けた
情報発信と連携強化（12）伝建地区における安全安心なコミュニティづくりの

全体フレームの提示

Scientific
Tools

Sociological
Tools

（５）災害リスクの分析とケーススタディー
（６）北関東の土塗壁の構造性能および補修・

補強手法とその効果の明示
（７）伝統技法の継承と研鑚のための記録の蓄積
（８）技術的課題の克服
（９）空間活用の提案

（11）コミュニケーションツールの錬成
・３DCG
・建造物の軸組模型
・GISによる情報管理・共有システム
・修理・修景ガイドライン

 

図１ 具体的に実施する主な項目の全体像 

 

研究開発プロジェクトメンバーは、桜川市と栃木市の町並み保存市民団体、各地区の修

理・修景の設計施工に携わる技術者・技能者、住民支援組織のNPO、各地区の伝建地区行

政担当者、そして研究者で構成し、異なる地区の関与者と共に協働してプロジェクトを遂

行する。研究者は、耐震構造、耐火構造、地域防災、建築計画、町並み保存、文化財保護、

災害社会学、歴史学等の各専門分野において、十分な実績を有する研究者で構成している。 
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本研究開発プロジェクトでは、“総合調整・推進グループ(Ｇ)”と、“自主防災Ｇ”“運

営・持続Ｇ”“修理・修景Ｇ” が密に連携して、達成目標１～４の達成に向けた取り組み

を推進する。なお、各グループ間の連携を図るために、研究代表者(横内)が全てのグループ

に参画して、各グループの方針や進捗状況を常に把握し、逐次、各グループミーティング

において他グループの状況を報告することでプロジェクト全体の情報共有とグループ間の

調整を図る。各グループから提案された施策や研究の進捗については、2ヶ月に一度（全体

会議開催月は除く）の頻度で開催する総合調整・推進グループの定例会議において当プロ

ジェクトが目指すものに合致しているかどうかを協議し、各グループに対して方向性の見

直し等の適切な助言を行う。また、4月と10月にプロジェクトメンバー全員を集めて全体会

議を開催し、プロジェクトの全体計画や今後の方針等の共有と、プロジェクトの全体計画

における各グループさらには各自の役割を明確にする。さらに、研究成果の一般化に向け

た取り組みとして、1月には全国の伝建地区関係者を数名招聘してプロジェクト合宿を実施

し、成果やプロセスについてレビューを受けるほか、全国町並み保存連盟や明石高専を中

心に進められている「近畿地区７高専連携による防災技能を有した技術者教育の構築」プ

ロジェクト、豊橋技術科学大学安全安心地域共創リサーチセンター、長岡技術科学大学三

機関連携プロジェクト技学イノベーション推進センターなどと連携して情報を共有し、プ

ロジェクト成果の社会実装に向けた協力体制を強化する。 

 

３‐３．研究開発結果・成果 

 

（１）歴史的町並みの俯瞰調査 

①全国伝建地区における防災計画の傾向把握 

 現代の防災的立場から見ると、当時の町割が残ることで細街路も多いことや、伝統的建

造物の多くが通常の耐用年数を超えた木造建物で構成され、さらにそれらが密集する、い

わゆる「木造密集地域」が多いことなどから、伝建地区は一般市街地以上に弱点が多い。

それ故に伝建地区の保存事業では、建造物の保存修理と並び、当初から防災事業が重視さ

れてきた。しかし、現在防災計画が検討されているのは、そのうち半数にも満たない50件

程度となっており、今後も選定数が増えていく伝建地区での防災計画への取り組みは喫急

の課題である。一方で一般市街地も含めた社会動向として、地域コミュニティにおける共

助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区居住者等が行う自発的な防災

活動に関する「地区防災計画制度」が新たに創設され、平成26年4月1日から施行される1)。

地区防災計画は、地域住民が自ら進んで策定するものであり、これを策定するためには、

地区の災害特性、環境、住民の状況（要援護者や児童生徒の数、昼間人口等）をよく理解

した上で、住民らが協働していく必要がある。 

伝建地区は、制度上、地区住民の発意と合意を基盤とする点、その保存や防災には、生

活や地域社会という要素が不可避的に含まれており、こうした伝建地区における防災的課

題は、歴史的町並み以外にも、都市近郊に存在する木造密集市街地や過疎化する集落にも

共通する点が少なからず存在すると思われる。密集市街地や過疎が進む集落に対して、市

街地防災を講じていく必要性は刻々増しているが、地域社会の継承について合意形成され

ている伝建地区での防災的取り組みは、日本各地の地域防災のあり方を先導し得るものと

考えられる。この意味でも、伝建地区を通じての体系的な防災的取り組みへの知見の整理

は急務である。 
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 そこで、まず全国の伝建地区で取り組まれた防災対策調査や策定された防災計画から、

各伝建地区がもつ防災に関する特徴や課題を抽出し、それに対する取り組みの現状傾向を

把握した。そして、地域防災におけるコミュニティづくりの必要性について考える。 

ここでは、まず「平成24年度全国伝統的建造物群保存地区協議会」資料2)を参照し、全国

102地区（平成24年12月28日時点の選定地区を対象）に存在する伝建地区に対して防災計

画の策定状況や災害の種類等の概要を確認し、それぞれの規模や社会状況等の現状と照ら

し合わせて、防災対策の特徴を整理する。また、各伝建地区で実施された防災対策調査の

内容や、策定された防災計画を把握するために、まず文化庁の蔵書資料を調査（平成25年3

月9日実施）し、33冊の防災関係資料を確認した。そして、各伝建地区に依頼し、その中か

ら収集できた防災資料(29地区、31冊)について、基本事項、防災要素、防災上の課題、取り

組み事例などの項目を基に抽出し、防災計画を体系的に取りまとめた。 

a）全国伝建地区の防災対策の概要 

 全国の伝建地区における防災対策概要についてまとめた結果は、表１のようになった。 

 

表１ 全国重伝建地区の防災対策概要 
地区タイプ 種別 平均人口密度 保存計画の策定状況 ハザードマップ策定率

全国102地区 32種

31.3人/ha
(不明地区を除く）

内、過密地区　６地区
過疎地区　２３地区

策定済み：５０地区
策定予定：３７地区
未策定：１１地区

浸水（洪水）：72地区（71％）
土砂：60地区（59％）
地震：39地区（38％）
津波（高潮）：16地区（16％）
火山：5地区（5％）

33.9人/ha
（不明地区を除く）

内、過密地区　0地区
過疎地区　2地区

17.9人/ha
（不明地区を除く）

内、過密地区　0地区
過疎地区　3地区

策定済み：4地区
策定予定：2地区
未策定：1地区

策定済み：6地区
策定予定：6地区
未策定：2地区

策定済み15地区
策定予定：10地区

未策定：4地区

策定済み：6地区
策定予定：3地区
未策定：0地区

策定済み：6地区
策定予定：5地区
未策定：2地区

策定済み：7地区
策定予定：4地区
未策定：1地区

策定済み：6地区
策定予定：7地区
未策定：1地区

59.7人/ha
（不明地区を除く）

内、過密地区　1地区
過疎地区　0地区

33.8人/ha
内、過密地域　1地区

過疎地区　4地区

55.8人/ha
内、過密地区　4地区

過疎地区　0地区

17.8人/ha
（不明地区を除く）

内、過密地区　0地区
過疎地区　4地区

6人/ha
内、過密地区　0地区

過疎地区　10地区

宗教地区
全8地区

門前町
寺町

寺内町・在郷町
社屋町

里坊町・門前町

浸水（洪水）：6地区（86％）
土砂：7地区（100％）
地震：7地区（100％）

海産業地区
全14地区

港町
船主集落

漁村
港町・在郷町

浸水（洪水）：10地区（71％）
土砂：11地区（79％）
地震：3地区（21％）
津波（高潮）：5地区（36％）
火山：1地区（7％）

商業地区
全29地区

商家町
在郷町
茶屋町

商家町・茶屋町

浸水（洪水）：23地区（79％）
土砂：18地区（62％）
地震：17地区（59％）
津波（高潮）：3地区（10％）
火山：2地区（7％）

宿場町
全10地区

宿場町
山村・講中宿
港町・温泉町
宿場・養蚕町

宿場町・農村集落

浸水（洪水）：8地区（89％）
土砂：5地区（56％）
地震：3地区（33％）
津波（高潮）1地区（3％）

農耕地区
全13地区

山村集落
農村集落

島の山村集落

浸水（洪水）：4地区（31％）
土砂：3地区（23％）
地震：3地区（23％）
津波（高潮）：2地区（15％）

伝統産業地区
全13地区

製織町
醸造町
鉱山町

山村・養蚕集落
鋳物師町
製塩町
製蝋町
製磁町
漆工町

浸水（洪水）：10地区（83％）
土砂：8地区（67％）
地震：6地区（50％）
津波（高潮）：3地区（25％）

城郭地区
全15地区

城下町
武家町

浸水（洪水）：11地区（79％）
土砂：8地区（57％）
地震：3地区（21％）
津波（高潮）：2地区（14％）
火山：2地区（14％）

 
 全伝建地区(102地区)の町並みの種別として文化庁では32種を用いているが、種別ごとの
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傾向を見るために、類似する文化や町並み形態をもった種別を統合して７種類の「地区タ

イプ」に類型化した。その結果、地区タイプ間で平均人口密度を見ていくと、「宗教地区」

と「商業地区」ではそれぞれ59.7人/haと55.8人/haとなり、人口集中地区の目安である40

人/ha以上となっている。さらに地区タイプごとに内包する過疎過密地区数を見ると、特に

「商業地区」で過密地区数が４地区と多く見られ、「農業地区」で過疎地区数が10地区あ

った。全体を通しては過疎化の傾向が見られる。ハザードマップ策定から見られる想定災

害としては浸水（洪水）が多く、津波（高潮）等の項目では地区によって差が見られた。

防災対策の概要を全国的に見ると、防災計画策定済み地区が全体の５割程度にとどまって

いることがわかった。 

b）防災計画策定済み地区の概要 

 収集できた29地区・31冊の防災資料について、統一フォーマットによるデータシートを

作成し、社会構造や防災対策事例などが確認できるように整理した。データシートの一例

を表２に示す。防災計画データシートは、地区の立地や特徴をまとめた「基本事項」や、

地区内に存在する防災資源を抜き出した「防災要素」、地区が抱えている問題点を抜き出

した「防災上の課題」、そして地区が実際に取り組んでいる施策や提案段階の施策をまと

めた「取り組み事例」で構成している。 

 

表２ 防災計画データシートの一例 －筑後吉井重伝建地区の場合－ 

１．基本事項

伝建地区 選定年度 平成8年12月10日 町並み形式 市街地型 建物形式 町家型、屋敷型住宅

住所 種別 選定基準 ㈢

面積 人口 人口密度 約72.5人/ha

伝統的建造物 建築物 工作物 環境物件 9件

地形

気象

２．防災要素

災害経験 ①．火災 ２．地震 ③．風水害 ４．雪害 ５．土砂災害 ６．その他

消火栓： １ヶ所　操作技術を要する 防火水槽： 2ヶ所＋プール 消防署： 瓦葺き塗り屋造（白壁土蔵造り）　入母屋造が基本

避難所： 地域指定： 地域・区域外 その他： 約半数を商業（店舗併用を含む）

狭隘な道路を中心に整備が完了　川と一体となった親水公園が整備　河川や井戸（気象条件による確保が左右されやすい） 通りに面して間口が狭くおくが長い

屋敷建築を含む低密な住宅地

構造形式 木造建築、第一種土蔵造り

施設の不備 地区内の伝建は老朽建築であり、出火の危険性や、腐朽・蟻害などによる耐震・防火性能の低下及び延焼・類焼の問題。 住民特性・意識 商店主などの職住分離が要因と思われる中心市街地の空洞化が進み、地区全体の人口の減少もみられる。

町家部では空き店舗、屋敷部は介在する農地が駐車場に転用される等空き地が目立つようになっている。 昼間のにぎやかさとは対照的に夜間は高齢化比率の高い生活環境となっている。

水害により、築年齢の高い伝建では腐朽の進行が散見でき、白蟻の被害も重なり、防火性能の低下が予想される。 地区の高齢化と人口減少にあって、災害弱者の増加による地区全体の災害対応能力の低下。

設備の不備 建物内部では、火元となりやすい台所等の防災措置は行われず、屋内配線の老朽化による漏電の危険性も懸念される。 災害対応能力 生活空間が道路によって分かれ地区住民による一体感が希薄なため、住民協議等の形成が難しい。

上水道を持たず公設の消防水利はすべて自然水利で、地区の川には水量が不足しているものが存在する。

災害時の避難施設が地区の北側に偏り、中心部に一時避難所となるオープンスペースの確保が必要。

環境の不備 真壁造の小型の町家は全体的構造材の断面が小さく、特に梁間方向の揺れに弱い構造となっている。 地区の保全・整備を担う自主防災組織がない。

地区内の狭隘な道路は生活道路として独特の町並みを形成する一方で、緊急車両の通行や避難路として問題がある。 狭隘な町屋間には可燃物をおいていたり、通行の機能が停止しているケースが多い。

提案段階のもの

地区内の木造建築物に簡易耐震診断の実施を居住者に働きかけ、耐震性能を把握、整理する。その他修理修景が必要な建物に専門耐震診断を行う。こうした診断は「耐震診断マニュアル」を作成し、防災意識の啓発をはかる。

修理事業を受ける保存物件に耐震改修計画の認定し、耐震性の確保と向上を図る。

提案段階のもの 未利用の空き地を対象に新たな防災広場の整備を検討し、歴史的風致にあわせて形成する。

防災性能の高い漆喰塗込大壁造の修理修景を推進する。 災害時の司令塔としての機能や防災倉庫、自主防災活動の拠点として、新たに防災センターを配置する。

延焼や類焼を防ぐ植栽の奨励や避難を妨げるブロック塀の生け垣化を図る。

屋内の火元となる場所や配線を把握、データとして管理し消防署による住宅防火診断による各戸の安全率を把握しておく。

各種警報装置の設置を働きかけ。

初期消火設備として住民でも操作可能な消火栓とその水源となる防火水槽を設置する。

初期消火に向け、消化器の設置や消火バケツの配置を検討する。水路に簡易堰をもうけ、非常時の水量確保を図る。

提案段階のもの

地区を近隣住区ごとにわけ、近隣連絡設備設置や消防設備の維持管理をになう防災コミュニティを設定する。

空き家や高齢、単身世帯の増加から、複数世帯による近隣連絡設備の設置による監視・通報体制を採用する。

公共施設や寺社、公園の避難所としての整備、広幅員道路の避難路を用いて、防災コミュニティごとの避難場所や避難経路をあらかじめ想定しておく避難ネットワークを形成する。

防災コミュニティは既存の行政区に従い、住民の主体性を高め、必要なときに行政が支援できる仕組みを考える。

防災事業の周知のため、耐震診断や建物点検、助成制度を記入した防災ガイドマップを作成する。

防災センター整備等の実現に際して、まちづくりシンポジウムの開催を行う等、町づくり意識の高揚を目指す。

防災資源

資料名（発行年度） 筑後吉井伝統的建造物群保存地区防災計画策定調査報告書（平成１６年３月）

概要

筑後吉井伝統的建造物群保存地区

福岡県うきは市 在郷町（商業地区）

街路沿いに重厚な町家が連続する。川沿いに屋敷群が広

がる。
市街地の町並みと土蔵造りが連なる町並み。町中の水路。

約20.7ha 1500人

158件 99件

自然災害要素
河川水系にそって広がる平坦な水田地帯と南部の山麓地帯

東シナ海側の気候。一年の寒暖の差、一日の気温変化も著しい。梅雨期に強雨、台風や夏期の旱魃が多い。

防災上の課題

取り組み事例

研究調査

防災(環境)

資源整備

自主防災

(防災意識の向

上)

 
 

 

 

 

 地区タイプ別に特徴を整理すると次の通りである。 
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宗教地区： 

地区の特徴として、多くは有名な門前町であることから観光客が多く、それに対応した

取り組みが検討されている。事例の中には、耐震改修家屋のオープンハウス化や伝統的な

「出入り職人」を復活させ、日常的な点検をする案等が見られた。 

 

海産業地区： 

港町などは貿易によって栄えた背景から洋館が多く、洋風建築と和風建築が混在した町

並みを形成している。洋風建築は和風建築と同じく木造で建てられているものの、個々の

意匠と間取りが異なる。また観光客が多く、外国人の割合も高いため特別に対応が必要と

なる。 

 

商業地区： 

地区は市街地に内在していることが多く、特に建物の密集度が大きい。火災発生の危険

性も大きいことから、土蔵造や水路など、防災資源があるケースも多く、防災性能を見直

し改善している事例が見られる。商業地で、建物の開放度が高いことや昼夜の人口比率の

偏りの問題も見られる。 

 

宿場地区： 

街道沿いに密集している形態が多く、事例の中には山林で周辺の市街地から隔絶されて

いるため、大規模火災の際に応援が到着するのに時間がかかる問題がある。塩尻市奈良井

重伝建地区などは選定から30年たっており、当時整備した消火設備の更新や世代交代とい

った問題を抱えている。 

 

農耕地区： 

地区内に火災に弱い茅葺などの植物性屋根が存在する事例や、集落が孤立していること

による災害時の資源確保等の問題が見られた。五個荘町金堂重伝建地区では防災コミュニ

ティを町規模から近隣規模まで３段階に分け、災害対応の想定を行っている。 

 

伝統産業地区： 

地区内の高齢化や空き家が多いといった問題が大きい。この主要因は、伝統産業の衰退

と思われる。与謝野町加悦重伝建地区は地区内建物の耐震調査や洪水をシミュレーション

した洪水氾濫調査、ワークショップなどを実際に取り組んだ事例が多く見られた。 

 

城郭地区： 

武家町は敷地が広いため、建物は少ないが、樹木などの環境物件が多く見られ、倒木や

維持管理に特別な配慮が必要になる。角館伝建地区は雪害による消火栓の利用不可や樹木

からの落雪等の危険も挙げられた。「樹木・管理マニュアル」や「冬季の防災訓練の実施」

等の事例が見られた。 

 

 

c）取組み事例のまとめ 
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 各地区のデータシートから取組み事例だけを抽出した結果、地区間で共通した事例が多

く見られた。同様のものを集約し、想定する災害と、その対策の対象規模を一覧にして表

３に纏める。 

表３ 取組み事例一覧 

研究調査
火災対策 住宅防火診断 火災対策 延焼シミュレーション

4地区（29地区中） 3地区
地震対策 構造性能調査 消火栓導水範囲の検証（設備の検証）

8地区 4地区
耐震診断 水害対策 水害被害の現地調査

13地区 2地区
構造形式の分類 地盤調査

3地区 3地区
その他 補助

1地区
環境物件調査

1地区
研究開発

3地区
情報収集

8地区
防災（環境）資源整備

火災対策 警報装置 火災対策 火災に強い植栽の整備
14地区 3地区

　―（関連）火災警報システム 消防水路の活用
6地区 11地区

耐火性能の向上 貯水槽・消火栓に関する整備
15地区 25地区

屋内設備の整備 地区規模での防火・耐震補強
7地区 12地区

土壁漆喰壁の補強 防災器具庫の活用
5地区 6地区

井戸の整備 避難対策 狭い道路に関する整備
4地区 12地区

住宅内消火設備 空き地・駐車場整備
8地区 4地区

避難対策 二方向避難の確保（避難路） 一時避難所の整備、避難ネットワーク
10地区 12地区

地震対策 耐震補強 災害・避難 防災拠点の整備
13地区 12地区

家具の転倒防止 水害対策 水路の整備
4地区 5地区

ブロック塀・生け垣の整備 その他 雪害対策
3地区 2地区

土砂災害対策
3地区

法整備
3地区

防犯対策
1地区

動物対策
1地区

自主防災（防災意識の向上）
住民アンケート調査 防災・避難訓練の実施

11地区 16地区
住民特性把握 防災に関するワークショップの開催

3地区 15地区
防災ガイドマップの作成 火の用心の実施（地区巡回）

19地区 8地区
　―（関連）データベース化 防災コミュニティの実現

3地区 8地区
家屋の保守・点検の啓蒙 自主防災組織の育成

6地区 17地区
防災意識形成（住民協力体制） 災害時の情報共有システムの確立

10地区 15地区
定期点検 観光客対策

4地区 7地区
隣地通行協定 空家対策

6地区 3地区
ルール作り

5地区
その他

4地区

建物規模 地区規模

地震・火災
対策

地震・水害
対策

火災・地震
対策

避難・火災
対策
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■研究調査の取組み 

 研究調査としては、建物単体規模では地震対策に関するものが多くの地域で検討され、

「耐震診断」に関する項目は29地区中13地区で行われていた。耐震診断は、地区の特徴的

な建物に対して専門家により常時微動計測や人力加振実験等を行い、地区の耐震特性を明

らかにするケースや、地区全体の建物に対して耐震マニュアルをもとに住民自らが行う簡

易耐震診断などに取り組もうとする事例が複数の地区であった。 

 地区規模で見ると、いずれの取組みも専門性が高く、これらの取組みを行っている地区

では大学をはじめとした専門機関が関わっているケースが多く見られた。その中でも、地

区の任意の出火地点から延焼の速度や範囲を予測する「延焼シミュレーション」や、消火

栓新設の検討において、「既存消火栓の導水距離を検証する」取組み等が特徴的であった。 

■防災（環境）資源整備の取組み 

 建物規模では、いずれも火災を想定した取組みが多く、特に「火災警報装置」に関わる

事例が関連するものも含め20地区あり、建物内外の不燃化などの「耐火性能の向上」に関

する取組みが15地区存在した。その他、地区内に防災資源を有する地区では、その確保を

目的とした、「土蔵・漆喰壁補強」や「井戸の整備」などの取組みが見られた。地震被害

を想定したものは老朽化した部材の交換や補強材の追加などの「耐震補強」に関する項目

が13地区に見られる以外は、「家具の転倒防止」等の対策程度にとどまっている。また、

いわゆる鰻の寝床と呼ばれるような間口が狭く奥行の長い、町家型の町並みも多いことか

ら、「二方向避難」に関する取組みが行われている地区も10地区あった。 

 地区規模のものには、最も多い取組み事例に「貯水槽・消火栓に関する整備」が25地区

挙げられている。地区内資源の見直しや再活用するといった事例には、地区内に流れる河

川を「自然水利」として整備する方法を提案している地区があるほか、地区で抱えている

土蔵等の防火的特性の高い建物を整備し、地区に延焼防止帯を作る方法や、密接する町家

間の空き地を修景し、もたれ合いによる耐震補強などが伝建地区固有の取組みとして見ら

れた。その他の事例には新たに「防災拠点」を設置する方法が全体の12地区で見られる。

防災拠点の設置方法には、新設する方法と、空き家や既存施設を利用する事例が見られた。

防災拠点が持つ役割として挙げられているものは、災害時の情報提供や司令塔の機能、防

災器具・用品の備蓄、避難場所の確保などがある。駐車場や空き地の整備は、それぞれの

地区におけるまちづくりの方針によって傾向に差異が見られ、町並みの連続性が壊れると

して修景の対象とするか、または一時避難所としての利点を認め、整備しようとする動き

も見られる。 

■自主防災活動（防災意識の向上）の取組み 

 建物規模では、19地区で「防災ガイドマップ」に関する取組みが行われたいた。その種

類と目的は多岐にわたるが、おおまかには住民を対象とした手引きやパンフレットで、住

民の防災的な知識を高めるほか、住民自らが行う点検や耐震診断を示した方式のものが多

い。また、それに関連して診断情報を集め、データベース化し、情報を共有しようとする

取り組みもあった。「防災意識の形成」に関する取組みは10地区で見られ、地区内住民へ

の食料品、衣料品の備蓄などのすぐにでも実行できるものの一方で、敷地内への消火栓の

新設、減築の推進などのハード整備と連動する対策もあり、予算確保や住民との合意形成

を考えると、長期化が予想され、計画的かつ継続可能な提案の必要性を感じた。 

 地区規模の取組みについては、防災的なイベント活動として「防災・避難訓練」が16地

区、「防災に関するワークショップの開催」が15地区で報告されているが、その内容は地
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区ごとに異なる。ワークショップには災害図上訓練や防災パトロール、タウンウォッチン

グなどのまち歩き形式、さらには学習会や講演会、シンポジウム等の意見交換の形のもの

が存在する。その他に「自主防災組織の育成」が17地区で見られ、防災に関する住民組織

の新たな形成、もしくは既存の組織の活動をより推進するために自治体が支援している。

「災害時の情報共有システムの確立」では、高山市三町が代表事例として挙げられること

が多い近隣住民に通報する防災情報ネットワークシステムを複数の地区で実施を検討して

いるほか、ネットワークの配信サービスやSNSを利用した情報共有を提案している地区が

見られた。 

d）防災計画事例の総括 

 防災資料を包括的に見ると、建物の耐火性や耐震性の不足等の問題が多くの伝建地区で

共通して指摘されている。それらに対する取組みは、建物および地区規模で多岐にわたっ

ていることが明らかになった。風水害や雪害等の気候による違いや、建物の構造形式の違

い、市街地の密集度の傾向が影響した町並みの社会要因に応じた取組みがなされている。

また取組みの方針についても、施設整備に重点を置いたハード的な対応を重視する地区や、

防災意識の育成を目的としたソフト的対応などを重視する地区、研究調査に重点を置き、

地盤調査や構造検査等が行われている地区など、地域によって異なった。さらに、収集し

た防災計画では、今後の取組み方針として提案されているものが多数を占め、具体的な施

策として行われているものは比較的少ない。特に防災（環境）資源整備の取組み事例には

提案段階のものが多い。その背景には、資金面や住民らの合意形成などの問題が伴い、町

並み整備と連動した長期的なスパンで考える必要があるものの、一般的に２年程度で防災

対策調査から計画策定までを行うため、リスクの提示と事業提案に留まってしまう課題が

あることが挙げられる。さらに、図２に示す全国の伝建地区102地区(平成25年4月現在)の

伝建地区管理部局の分類を見てわかるように、全国の伝建地区のおよそ８割において、教

育委員会や文化財保護・生涯学習系の部局が伝建地区を管理している。まちづくりと連動

した防災対策の構築が望まれるものの、防災、福祉などの部局との関わりが平時から乏し

いのではないかと推察される。その一方でソフト的な対応では、おおよそ半数が実際に取

組まれており、いつ起こるかわからない災害に備えて、住民個々の防災意識を継続的に高

めていこうとする取組みと、長期化するハード整備を推進するための地域の合意形成を円

滑に進めるコミュニティづくりの必要性が認識されていることが伺えた。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教育委員会 文化財・生涯学習系 都市計画系 総合政策系 商工観光系

70地区 6 21 3 2

 

図２ 全国の伝建地区102地区(平成25年4月現在)の管理部局の分類 

 

 

②空き家対策先進事例調査 
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 近年、歴史的町並みの地区に増え続ける問題として、歴史的建造物の空き家の問題が存

在する。それは町の活性化や景観の連続性の阻害、管理の不十分さから防災の観点でも問

題となる。空き家に対する活用事業については、課題を抱える多くの地区で重要課題に位

置付けて活動が行われており、全国的に見るとその事業の種類は多岐に渡る。そこで本調

査では、WEB、専門書、報告書等に情報公開されている全国の伝建地区における空き家に

対する活用事業についてまとめる。 

 ここでは、まず重伝建地区における空き家に対する活用事業の把握として、2012年12月

28日までに選定された重伝建地区の地区情報を整理した。空き家に対する活用事業の把握

については、事例収集後にタイプ分けを行う。整理したこれらの要素と収集した事例をデ

ータベースとして一覧にまとめ、重伝建地区における空き家に対する活用事業の実態把握

を行う。 

a）地区情報の整理 

 人口集中地区（以下、DID）内外の分類を図３に、前目と同様に文化庁で公表している

30種類の地区種別を特徴別に７種類の地区タイプに分け、タイプ毎のDIDの傾向を表３に

示す。ここで、人口集中地区（Densely Inhabited District）とは、国勢調査において設定

される統計上の地区であり、市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区

が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される（ただし、空港や港湾、公園

などを有する都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれ

る）。都市的地域と農村的地域の区分けや、市街地の規模を示す指標として使用されるも

のである。ここでは、対象地区が人口集中地区の範囲内にある場合を『内在型』、そうで

ない場合を『外在型』とし、総務省統計局より公開されている『平成22年度国勢調査人口

集中地区境界図（図４）』を参考にして分類した。 

 人口密集地区内にある内在型が４割程度、人口密集地区外にある外在型が６割程度を占

めている。地区タイプ別に見ると、門前町や寺町の「宗教地区」や商家町や在郷町の「商

業地区」では、人口密集地区内にある内在型が多く、宿場町や山村・講中宿・港町・温泉

町の「宿場地区」や山村集落や農村集落の「耕農地区」では、人口密集地区外にある外在

型が多い。 

42	 60	1	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

内在型	

外在型	

 

図３ 重伝建地区とDIDの立地関係 

 

図４ 平成22年度国勢調査人口集中地区境界図（栃木県栃木市周辺） 
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表３ 地区タイプの分類とDIDとの関係 

 
 

 

 都市計画法による用途地域を特徴別にタイプ分けし、用途タイプと地区タイプの関係を

まとめて表４に示す。用途タイプとして、住居系地区や商業系地区に属する地区が多く、

これらは地区タイプとしての商家町や在郷町の「商業地区」が属している。商家町や在郷

町の「商業地区」では、空き家問題や対策が多く存在している可能性がある。今後、地区

毎にこれらの社会構造と、空き家数等を照らし合わせ、傾向を分析する必要がある。 

 

 

 

 

表４ 用途タイプの分類と地区タイプとの関係 
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b）空き家活用事業の類型化 

空き家に対する活用事業を収集し、事業の特徴別に『事業タイプ』として表５のように

類型化し、それぞれの『事業タイプ』の代表事例を表６に示す。 

 『情報提供型』の事例は奈良県梶原市今井町地区と、その周辺地区において大きく展開

する『大和・町家バンクネットワーク』がある。『調査・研究型』の事業は各事業の一環

として行われている場合が多いのでここでは挙げないものとする。『付加価値提案型』の

事例は山梨県早川町赤沢地区での『赤沢そばの会』や青森県黒石市中町地区での『サロン

松の湯』である。『相談・啓発型』の事例は兵庫県美濃市美濃町地区で行われている『NPO

法人美濃のすまいづくり』等がある。『経済的支援型』の代表としては『一般社団法人ノ

オト』がある。『不動産管理型』の事例は沖縄県渡名喜村での『米軍基地所在市町村活性

化特別事業（島懇事業）』がある。 

 

表５ 空き家対策事業タイプ 

事業タイプ名 主な事業内容

情報提供型 空き家バンク系の活動。空き家の情報提供や地区情報の提供を行う

調査・研究型 空き家の物件や、老朽化状況などの調査・研究を行う

付加価値提案型 空き家をリノベーション・コンバージョン、改修、又は空き家を利用してのイベント等を企画する

相談・啓発型
空き家の所有者や、空き家を活用したい人に対して相談を行う。また、住民などに対しての
空き家再生等活用事業についての啓発活動等も行う

経済的支援型 空き家の所有者などに対して、解体費用や改修費用などの経済的支援を行う

不動産管理型 空き家の借り上げ、分譲等を行う  

 

 

表６ 事業タイプ別の代表事例 
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 『事業タイプ』の総割合の結果を図５に、地区タイプ別の事業タイプ割合を図６に示す。

伝建地区における空き家活用事業を全国的に見ると、空き家バンクや、地区情報の提供事

業といった『情報提供型』が最も多く、次いで空き家にリノベーションやコンバージョン

を行う事業の『付加価値提案型』が多いことが明らかとなった。空き家の所有者や興味の

ある人に対して相談等を行う『相談・啓発型』や、空き家の解体費用などを助成する『経

済的支援型』は少ない傾向にある。また、地区タイプ別に見ると『情報提供型』と『付加

価値提案型』は各地区で行われている事例が多いのに対して、空き家の物件や老朽化状況

の調査を行う『調査・研究型』や『相談・啓発型』は行われていない地区も存在する。『相

談・啓発型』や『経済的支援型』は、各地区で少ない傾向にある。このように地区タイプ

別に見るとそれぞれの『地区タイプ』において差が見られる結果となった。 

 



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

20 

70	 21	 53	 10	 11	 21	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

情報提供型	 調査・研究型	 付加価値提案型	 相談・啓発型	 経済的支援型	 不動産管理型	

 

図５ 空き家再生等活用事業総割合 
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図６ 地区タイプ別事業割合 

 

 DID内外と事業タイプの傾向を図７に、『用途タイプ』別の事業タイプ割合を図８に示す。

『情報提供型』、『付加価値提案型』、『不動産管理型』は『外在型（DID外）』の地区に

おいて多くを占めており、一方『調査・研究型』、『相談・啓発型』は『外在型（DID外）』

の地区において少ない。『経済的支援型』は、DID内外を問わず大きな変化が見られなかっ

た。また、『情報提供型』の事業は各地区で大きな差がある。中でも『工業系地区』での

割合が最も多い。しかしその一方で『工業系地区』では『不動産管理型』の事業が存在し

ない。『付加価値提案型』の事業は各地区において平均的に行われていることが明らかに

なった。『調査・研究型』、『相談・啓発型』、『経済的支援型』の事業は各地区におい

て少数であり、行われていない場合もある。 
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図７ DID内外別事業割合 
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図８ 用途タイプ別事業割合 
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c）空き家対策先進事例調査の本年度のまとめ 

 本調査では、空き家に対する活用事業の調査を全国的に行い、事業タイプを類型化した。

集計の結果、各地区において『情報提供型』、『付加価値提案型』が最も多いことがわか

った。そのような中でも、24年度報告書で纏めた先進地域での取組みが持続的に行われて

いるものであり、参考になる事例である。そこで、次年度は八女市、篠山市、橿原市など

の伝建地区について、借り手と貸し手の悩みやミスマッチ、事業運営方法等の具体的なノ

ウハウ、昔からのコミュニティと新規参入者をつなぐ工夫などについて、市担当者や事業

代表者らへのヒアリング調査を行い、事業の実現に向けた具体的なノウハウや課題を顕在

化させることを計画している。 

また、これまでに実施してきた全国の伝建地区における防災対策や空き家対策を俯瞰的

に把握するための現地調査やヒアリング調査から、先進地区であっても伝建地区を所管す

る行政組織体系やまちづくりを担う事業運営母体などは、地域によって異なることが明ら

かになった。しかし、いずれの地域でも共通しているのは、求心力の高い人物あるいは組

織・団体が存在していることである。 

③住民主体によるまちづくりの現況 

 先にも述べたように、伝建地区は、制度上、地区住民の発意と合意を基盤とする点、そ

の保存や防災には、生活や地域社会という要素が不可避的に含まれている。そのため、歴

史的資源を活かした安全安心なまちづくりを持続的に進める上で、地域のステークホルダ

ーによる合意形成と意識の共有が重要である。それぞれの伝建地区では住民主体の保存会

等を設立している地区が多く、外部との交流の中で、保存についての啓発活動、清掃活動

等だけではなく、保存地区の運営主体としての活動を行っている地区もある。保存会等の

中には、保存管理組合に近い活動をしている組織もあり、行政を中心とする歴史まちづく

り計画策定に保存会等が積極的に参画しているところもある。 

 以下では、プロジェクトメンバーである苅谷勇雅先生の論稿3)を引用して、その代表的な

事例を紹介する。 

保存管理組合的な活動が実現できている保存会等としては、妻籠（つまご）や竹富島、

美山（みやま）などがその代表であろう。木曽妻籠宿の（公財）妻籠を愛する会は「妻籠

宿を守る住民憲章」のもと、統制委員会により保存地区内の住民等の様々な活動・行為に

ついて検討し、許可・不許可を決定している。また、管理委託を受け、町営駐車場の運営

を行っている。竹富島は知縁団体法人「竹富公民館」が保存地区のみならず島全体の自治

組織であり運営主体である。この下に竹富島集落景観保存調整委員会（まちなみ調整委員

会）を設置し、景観を保全する上で島民が直接参画できる制度を確立している。京都府南

丹市の美山北集落では「かやぶきの里保存会」が「美山民俗資料館」を運営すると共に、

連携組織である地元住民出資の有限会社「かやぶきの里」がレストランや土産物店、民宿

等を経営し、地区住民を雇用している。このことにより、地区内の店舗を抑制している。 

これら３地区の保存会に共通するのは、妻籠宿の「売らない、貸さない、こわさない」

の住民憲章に代表されるように、竹富島は５項目、美山北は６項目と、それぞれ町並み保

存の住民憲章を掲げていることだ。歴史的町並みをしっかり保存すると共に、外部資本等

の参入を容易には認めず、自分らで観光施設等の運営を進める強い意志を示している。こ

れらの住民憲章はしっかり守られ、住民による地区の自主管理もかなり成功しているよう

だ。しかし、他の保存地区ではこのような自主管理はなかなか困難で、「こわさない」は

当然としても、「売らない」「貸さない」を徹底すると、活用が妨げられ空き家の増加を
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招くことも少なくない。したがって、地域の活性化のために、自主性を担保する仕組みを

作りながら、慎重に外部の理解ある人々や NPO、事業者等を受け入れる工夫も必要である。 

以上のように、住民憲章を策定し、それに依拠して持続的にまちづくりのコンセンサス

を得ていく手法も有効な手法の一つと考える。以下には、全国の伝建地区で策定されてい

る住民憲章の一例を整理した。これらを見ると、歴史的町並みの保存を前提に制定された

ものが多いため、保護に重きが置かれており、人々の暮らしの安全安心まで言及したもの

は少ない。また、茅葺集落や離島集落などで制定している事例も多い。栃木市や桜川市の

ように歴史的町並みと一般市街地が近接する町並みでは、苅谷先生が論じている様に、「売

らない」「貸さない」を徹底すると、活用が妨げられ空き家の増加を招くことが想像され

る。しかしながら、保存会等を主体に住民憲章を制定し、それに依拠してコンセンサスを

はかるプロセスや持続的な取組み等は大いに参考になるといえよう。 

 

地区名称 仙北市角館地区 

憲 章 名 称

(制定団体) 

角館伝建地区の町並みを守る住民憲章 

（角館伝建群保存地区の町並みを守る会） 

憲章要旨 ①町並みを誇りを持って自ら守り、次の世代の人々に引き継ごうとする意識

の高揚を図る。 

②住民の生活環境に配慮しながら、町並みを保存するための活動を積極的に

進める。 

③関係機関（団体）との連携を密にして町並み保存に努める。 

出典 http://aska-r.aasa.ac.jp/dspace/bitstream/10638/787/1/0025-013-200803-031-044.pdf 

 

地区名称 高岡市金屋町地区 

憲 章 名 称

(制定団体) 

金屋町まちづくり憲章 

（金屋町まちづくり推進協議会＞金屋町通り町並み委員会） 

憲章要旨 ・私たちは、伝統ある金屋町の文化に深い愛情をもち、この保存、継承に努

めましょう。  

・私たちは、通りに面する建物の新築、改築、増築にあたっては、金屋町の

まちなみの象徴である千本格子の保存、再生に努めるとともに、周囲の景

観との調和に十分配慮して、優れたまちなみ景観の保存、創出に努めまし

ょう。  

・私たちは、空調機、門灯、看板などの設置にあたっては、まちなみ景観と

の調和に努めましょう。  

・私たちは、まちの風致保全と事故防止のため、屋外広告物のきまりを守る

とともに、道路や溝の清掃に努めましょう。  

・私たちは、屋根の雪降ろしの徹底を図り、家屋の倒壊を未然に防止しまし

ょう。  

・私たちは、各家庭での火の始末の徹底をはかり、貴重な財産を火災から守

りましょう。 

出典 http://www.senmaike.net/imonosiryoukan/kanayamati_tuhsin/tuhsin2.pdf 

 

地区名称 大田市大森銀山地区 
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憲 章 名 称

(制定団体) 

石見銀山大森町住民憲章 

（大森町自治会協議会） 

憲章要旨 石見銀山 大森町住民憲章 

このまちには暮らしがあります。 

私たちの暮らしがあるからこそ世界に誇れる良いまちなのです。 

私たちはこのまちで暮らしながら人との絆と石見銀山を未来に 

引き継ぎます。 

未来に向かって私たちは 

 一．歴史と遺跡、そして自然を守ります 

 一．安心して暮らせる住みよい町にします 

 一．おだやかさと賑わいを両立させます 

出典 http://www.bunka.go.jp/bunkazai/supporter/pdf/katsudo_shiseki_08.pdf 

 

地区名称 内子町八日市護国地区 

憲 章 名 称

(制定団体) 

内子町民憲章 

（多分市） 

憲章要旨 内子町民憲章（昭和 55年 3月 22日制定 ） 

わたくしたちは、緑と清流にめぐまれ、歴史と伝統に輝く内子町の町民であ

ることに誇りをもち、生きがいのあるまちをつくるために、この憲章を定め

ます。 

一、自然を愛し、環境をととのえ、美しいまちをつくります。 

一 教養を高め 文化を育て明るいまちをつくります。 

一、スポーツに親しみ、健康で、たくましいまちをつくります。 

一、仕事に喜びをもち、生産をすすめ、豊かなまちをつくります。 

一、きまりを守り、感謝の心で、和やかなまちをつくります。 

出典 http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/38ehime/162-utiko/kyoutei/pdf/kyougi17.pdf 

 

地区名称 日田市豆田町地区 

憲 章 名 称

(制定団体) 

豆田町まちづくり憲章 

（豆田町伝建保存会） 

憲章要旨 豆田町まちづくり憲章 

天領の商家町として江戸時代に栄えた歴史と文化を有する豆田町は、住民

あげて「古い町並みを生かしたまちづくり」を進めてきました。 

その成果に基づいて平成１２年には、下町通り（みゆき通り）は電線の地

中化を含む「歴史国道整備事業」が実施され、平成１３年には「美しい町並

み大賞」を頂き、更には平成１６年１２月にはまちづくりの集大成として「重

要伝統的建造物群保存地区」の選定を受ける事になりました。 

私たちは、先人から受け継いだ貴重な町並みと建造物、更にはこの地で根

付いた伝統的文化を共有の財産と考え、後世まで残していく事の責務を痛感

致します。 

 

 ここに、郷土豆田の歴史と文化の継承と自主的で持続可能な「まちづくり」
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を進めていくために、豆田町まちづくり憲章を定めます。 

1.豆田町の歴史的な町並みと建造物を守ります。 

1.花月川を始めとする豊かな自然と歴史的景観を守ります。 

1.豆田町の伝統的文化の継承に努め、人情味あふれたまちづくりに邁進しま

す。 

1.未来を担う子どもたちが、郷土を愛し、豊かな人間として成長するよう努

めます。 

1.豆田の歴史や文化に共感して訪れてくださる人々をこころよく迎えます。 

出典 http://www.youkanya.co.jp/mameden/kensyou.html 

 

地区名称 竹富町竹富島地区 

憲 章 名 称

(制定団体) 

竹富島憲章 

（竹富島憲章を生かす会（制定団体でない）） 

憲章要旨 「竹富島憲章」（昭和６１年・竹富公民館）  

  われわれが、祖先から受け継いだ、まれにみるすぐれた伝統文化と美しい

自然環境は、国の重要無形民俗文化財として、また国立公園として、島民の

みならずわが国にとってもかけがえのない貴重な財産となっている。  

 全国各地ですぐれた文化財の保存と、自然環境の保護について、その必要性

が叫ばれながらも発展のための開発という名目に、ともすれば押されそうな

こともまた事実である。  

 われわれ竹富人は、無節操な開発、破壊が人の心までをも蹂躙することを憂

い、これを防止してきたが、美しい島、誇るべきふるさとを活力あるものと

して後世へと引き継いでいくためにも、あらためて「かしくさや うつぐみど

ぅ まさる」の心で島を生かす方策を講じなければならない。  

 われわれは今後とも竹富島の文化と自然を守り、住民のために生かすべく、

ここに竹富島住民の総意に基づきこの憲章を制定する。  

一、保全優先の基本理念  

 竹富島を生かす島づくりは、すぐれた文化と美しさの保全がすべてに優先さ

れることを基本理念として、次の原則を守る。  

 １、『売らない』 島の土地や家などを島外者に売ったり無秩序に貸したり

しない。  

 ２、『汚さない』 海や浜辺、集落等島全体を汚さない。また汚させない。  

 ３、『乱さない』 集落内、道路、海岸等の美観を、広告、看板、その他の

もので乱さない。また、島の風紀を乱させない。  

 ４、『壊さない』 由緒ある家や集落景観、美しい自然を壊さない。また壊

させない。  

 ５、『生かす』 伝統的祭事行事を、島民の精神的支柱として、民俗芸能、

地場産業を生かし、島の振興を図る。 

出典 http://www.mlit.go.jp/common/000138911.pdf 

 

地区名称 南丹市美山地区 

憲 章 名 称 北村かやぶきの里憲章 
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(制定団体) （北村かやぶきの里保存会） 

憲章要旨 私たちは、祖先から受け継いだ伝統的建造物群と美しい自然環境を誇り、そ

して、それを守り、活力あるものとして後世へ引き継ぐためにこの憲章を定

めます。 

私たちは、茅葺きが散在する、日本の農村の原風景である集落景観の維持保

全につとめます。 

私たちは、静けさ、秩序ある落着き、善良な風俗を守ります。 

私たちは、集落の歴史や文化を理解し、教養を高め、自らの資質向上をはか

ります。 

私たちは、一人ひとりが気持ちを一つにして、訪れる人に村の心を伝えます。 

私たちは、集落の特性を生かし、私たち自身の手で集落の発展向上をはかり

ます。 

保全優先の基本理念 

一、『売らない』集落の土地や家を売ったり、無秩序に貸したりしない。 

二、『汚さない』家の周り、畑など集落全体を汚さない。 

三、『乱さない』集落の道路、山、家などの美観や集落の風紀を乱さない。 

四、『壊さない』重要伝統的建造物群に選定された集落景観や美しい自然

環境を壊さない。 

五、『守る』店が立ち並ぶ観光地にせず、集落景観を現状のままで守る。 

六、『生かす』茅葺きの散在する集落景観を経済活動や村おこしに生かす。 

        平成十一年二月一日 北村かやぶきの里保存会 

出典 国土交通省国土政策技術総合研究所 国総研資料第723号歴史まちづくりの手引き（案） 

 P82 

 

地区名称 南木曽町妻籠宿地区 

憲 章 名 称

(制定団体) 

妻籠宿を守る住民憲章 

（妻籠を愛する会） 

憲章要旨 １．目的 

 貴重な文化財の保存と自然環境の保護について、その必要性が今日ほど強

く叫ばれているときはない。 

このことは、文化財とその自然環境が危険な状態に置かれているか、また

は破壊の一途をたどっているのが現状である。 

妻籠宿は、早くからこの点に着目し、さびれゆく郷土を昔の姿に復し、こ

れを後の世に継ぐために、地域住民が一丸となって宿場保存の運動をおこし、

力強くおし進めてきた。幸い、わが町と県が計画した明治百年記念妻籠宿保

存復原工事及び信濃路自然遊歩道中山道ルート新設工事が実施され、併せて

「観光資源保護財団」からの援助も得て、一応妻籠宿とその周辺の美しい自

然環境を破壊から守る画期的な基礎を築くことができた。 

われわれは、更に心を新たにして保存に最善の力を尽くすとともに、わが

宿場の文化的価値と観光資源を地域の産業振興と結びつけ、これをよりよく

活用するため、妻籠住民の総意に基づきこの憲章を制定する。 

出典 http://tumagowoaisurukai.jp 
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地区名称 下郷町大内宿地区 

憲 章 名 称

(制定団体) 

大内宿を守る住民憲章 

（町並み保存会） 

憲章要旨 住民憲章は、「売らない」「貸さない」「壊さない」の三原則を貫く「保

存優先の原則」から10項目が挙げられているが、その内容は長野県の「妻籠

宿を守る住民憲章」のコピーで、とりたてて特色はみられない。 

出典 https://www2.aasa.ac.jp/people/kanare/1603.htm 

 

地区名称 白川村荻町地区 

憲 章 名 称

(制定団体) 

住民憲章 

（白川郷荻町集落の自然環境を守る会） 

憲章要旨 昭和46 年：「白川郷荻町集落の自然環境を守る会」発足。合掌家屋を「売

らない」「貸さない」「壊さない」の三原則の住民憲章を策定。保存活動を

展開。 

出典 http://shirakawa-go.com/~ogimachi/pdf/jyumin.pdf 

 

 

（２）周辺地域も含めた地域コミュニティのつながりの把握 

栃木や真壁の伝建地区は、昔からのコミュニティとは異なる境界で指定されている。い

わば、伝建地区は伝統的な建造物が群として残っている地域ではあるが、もともとの地域

コミュニティにとっては新しく定義された境界で区分された地域であり、伝建地区だけで

防災対策を含めた地域づくりを完結させるのは現実的に不可能である。そのため、地域づ

くりを進める際に伝建地区内に限定することができず、既存の町割りやコミュニティを踏

まえて考える必要がある。伝建地区内で人口減少・高齢化が進んでいるような場合、自主

防災活動には近隣地区の協力が欠かせない。特に伝建地区の近隣地区も住宅等であるよう

な場合、一方的に協力を求めるということはあり得ず、少なくとも伝建地区の防災対策が、

近隣地区の安全性向上にも役立つものでなければならない。その一方で、祭やイベントは

伝建地区を核に企画されることが多く、歴史的町並みを地域アイデンティティの中核とし

て周辺地域も含めたコミュニティ形成を進めることは、伝統文化の維持に限らず、周辺地

域も含めた全般的な地域安全性の向上と共同体意識の強化に繋がると考える。 

そこで、周辺地域も含めたコミュニティの繋がりの現状と課題の大枠を把握するために、

真壁では文化財エスノグラフィー調査を、栃木では福祉事業関係者や地域づくりに関係す

る部局担当者との意見交換を行った。それぞれによる知見を以下に記す。ここでの取り組

みは 26 年度も継続して実施し、伝建地区が繁栄していた頃と現在の組織体系やコミュニテ

ィのつながりを明らかにし、繁栄期と現在を照合することによって、当時に対して現在欠

落しているつながりや、昔からのコミュニティが維持できなくなるに至った崩壊要素とそ

の原因、さらにはその欠落を埋めるために現代にすべきことなどを明らかにする。 

①文化財エスノグラフィー調査 

エスノグラフィーとは民俗学・文化人類学の分野で用いられる研究手法で、自ら知り得

なかった異文化を体系的に調査・記録を取ることを旨とする。近年、このエスノグラフィ

ーの手法は「災害エスノグラフィー」4)として応用され、日頃体験することのない大災害を
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異文化と見立てている。この研究手法の特質は、被災地外から被災地を訪れる研究者が傍

観者としての視点を捨て、インタビューを通じて被災者の実体験（「何に悩み、解決した

のか」）や行動プロセスを記述することで、客観的な被災統計情報（新聞報道）と相補的

な主観的・体験的な暗黙知を抽出する点にある。その成果は多面的な事実の結晶であり、

被災経験のない者に追体験を促す防災教育資料と位置づけられ、他の災害にも普遍化でき

る教訓・知恵を明確化できると考えられる。 

 本プロジェクトでは「災害エスノグラフィー」を「文化財エスノグラフィー」と読み替

え、文化財と共に生きる真壁の人々の生活を異文化と見なし、古い街並を受け継いで来た

人々への丁寧なヒアリングを通じて、伝統文化の維持・発展に寄与する暗黙知の抽出を目

指した。 

 この取り組みに協力してくださった方々は図９の通りである。 

 

 

図９ 真壁文化財エスノグラフィ調査協力者の皆さん 

 

この調査を踏まえた論点をかいつまんで整理すれば、真壁・祇園まつりの運営にあたっ

てきた男衆の組織形態が消防団の運営と密接に関係しており、文化財の継承と地域防災に

とって「防災の担い手＝まつりの担い手」が極めて重要であることがわかった。しかし、

産業構造の変化（石材バブルの終焉）、人口減少（平日昼間に街中の歩行者皆無、消防団

の担い手減少）、空き店舗の増大（伝建地区内に昼食をとれる店が極僅か）、鉄道・バス

の廃止（公共アクセスが皆無）、平成の市町村合併（本庁舎が隣町に移動し、消防も担当

エリア拡大）により、古い町並みを主体的に維持・発展させることが著しく困難になって

いる。 

 こうした苦境の中で「真壁ひなまつり」が始められたが、最も活躍を見せるのが地元の

比較的若い世代の有志や婦人会（女性たち）であり、新しいコミュニティ形成の萌芽を見

て取れる。一方で東日本大震災直前に真壁は伝建地区に指定されたものの、多額の国税に
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支援され復興事業により伝統的建造物の修復が順次進められているが、修復後の利用法も

未だ定まっていないものも多く、真壁伝建地区の将来像を全く持ち得ていないと感じられ

た。言い換えれば、真壁は外部のアイデアや知識を導入する気運は著しく低く、このまま

では人口の維持も、伝統文化の維持も難しいのではないか、と危惧される。 

②栃木伝建地区における福祉の関わりに関するヒアリング調査 

 栃木、真壁に限らず全国の伝建地区において空き家問題は死活問題であり、その背景に

は景気の後退、小売業や流通業の構造的変革に伴う路面店舗の不振、家業の跡継ぎ不足、

少子高齢化など、無数の難題が山積している。ただし、栃木・嘉右衛門伝建地区はJR栃木

駅からも近く、栃木市役所の直近という恵まれた場所に位置する。 

 一方で、障がい者は一般企業への就労が期待され、企業の集積割合や、職場への公共交

通ルートの観点から郊外居住よりも、街中居住を希望する障がい者も多いと聞いた。つま

り、栃木に限って言えば、障がい者は利便性の高い伝建地区内に雇用の場や生活の場を期

待し、空き屋対策に悩む伝建地区住民は路面店舗の利用者が現れ、更に共生社会の実現を

謳う栃木市が伝建地区内の特定物件を障がい者用に改修整備すれば一石三鳥ではないか、

という仮説が提示された。 

 この仮説を実現するための課題を整理すべく、まず以下の６名の関係者にヒアリングを

取り、その可能性について模索した。 

 

① 栃木県南圏域障害者就業・生活支援センター「めーぷる」就業支援ワーカー Y氏 

② 栃木市民活動センター「くらら」職員（脳性マヒにより下肢不自由） T氏 

③ 栃木県栃木特別支援センター高等部教諭 進路支援担当 W氏 

④ 栃木県保健福祉部 障害福祉課 施設担当 A氏 

⑤ 栃木市民活動推進センター「くらら」職員 兼 栃木市民生委員 N氏 

⑥ NPO蔵の街たんぽぽの会 理事 I氏 

 

 結論から言えば、栃木県の福祉事業とコンパクトシティの方向性が乖離しており、一般

的な中心市街地で障がい者の居住の場や就業の場の確保は難しい。しかし、伝建地区にお

ける特定物件の改修事業は文化庁から補助事業であり、地方自治体の財政を傷めずにハコ

モノを確保することは可能である。また地域に根付いたNPOが市から観光事業（伝建案内

のパンフレット配布など）の委託を受け、障がい者の雇用を確保できれば、NPOは持続可

能な借り手となり、空き家対策にも有効である、と考えられる。言い換えれば、これから

の伝建地区の新たな担い手として女性、高齢者、障がい者が挙げられ、その連携は如何に

構築可能かが問われている。 

③自治体関係部局間のつながり 

 伝建地区のコミュニティの持続を担う栃木市各部局の担当者を招集して、総合防災事業

関係課会議（写真１）を開催した。ここでは、各部局の担当業務や施策などについての意

見交換を行い、相互に情報を共有し、今後の協力体制を構築した。参加部局は、次の通り

である。総合政策課、危機管理課、高齢福祉課、商工観光課、都市計画課、建築課、建築

指導課、生涯学習課、文化課、消防総務課、予防課、警防課、伝建推進室、小山高専（横

内・豊川・野村）。 

ここでの意見交換に基づき、伝建地区を管理する部局（伝建推進室）との平時における

業務の繋がりを整理すると図10の通りとなる。また、会議であげられた各部局の役割、協
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力できること、および本プロジェクトへの期待を整理して表７に示す。会議では、この他

にも、「伝建地区だけを特別扱いできない。」といった意見や、定期的な異動により引継

ぎや施策の住民への周知が上手くなされていない様子などが伺えた。そのような中で、最

も重要視すべきは、伝建推進室と福祉や防災部局との平時からの連携が極めて乏しいこと

である。防災事業でいえば、平時から自助・共助の強化に対する支援を行いつつ、非常時

に自助・共助と公助とが円滑な連動を発動するためには、伝建地区を管理する部局が防災

関係部局との連携は必要である。また一方で、障がい者や高齢者、町の担い手育成などで

は、福祉関係部局や生涯学習関係部局との連携が必須である。そのために、まずは定期的

に関係課会議を開催して、意見交換や情報共有を図っていくことの必要性が露わになった。 

 

 

伝建推進室

消防総務課

予防課

警防課

総合政策課

危機管理課 社会福祉課

高齢福祉課

商工観光課

都市計画課

建築課

建築指導課文化課

生涯学習課

：自主防災

：町の持続運営

：修理・修景

 

写真１ 総合防災事業関係課会議の様子  図10 伝建推進室と関係部局との繋がり 

 

表７ 栃木市総合防災事業関係課会議における各部局の意見 

部局 役割 協力できること PJへの期待

総合政策課 関係課の取りまとめ
防災計画策定過程における住民
の関心・防災意識の醸成

危機管理課 防災に関する統括 住民の防災意識の醸成
各自治会で自主防災組織を設立
しネットワーク構築

商工観光課 地域振興
空き店舗対策
（活用補助制度あり）

高齢福祉課
社会福祉課

社会的弱者の支援
災害時要援護者登録制度は26年
度から危機管理課が所管

各種情報提供

都市計画課
嘉右衛門町まちづくり基本計画策
定
計画実施による地域活性化

防災に関して連携

建築課 空き家対策
空き家バンク、リフォーム補助制
度(26年1月施行)
伝建地区内の改修方法検討

建築指導課 建築関係法令による指導
修理等の際の建築基準法上の問
題に関する相談

消防総務課 消防・防災の総合調整
消防団に関すること(26年度に危
機管理課から移管)

文化財を守るため、より良い防災
体制が必要

予防課 消防設備の設置・指導
民間展示施設消防設備強化の指
導
一般住宅の消火器設置(任意)

警防課 消防機器の整備・配置 消防機器の使い方の訓練

生涯学習課 担い手育成
若者の居場所づくり(仮称：わいわ
い工房)

若者に魅力ある伝建地区づくり

文化課 文化財の保護と活用
例幣使街道の宿場町という広い
視野で文化財を保護

嘉右衛門町での成果を他の地区
でも活用
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④空き家対策に関するヒアリング調査（栃木市における取組み・課題） 

 後述する空き家対策勉強会等において、栃木市栃木町地区や嘉右衛門町地区で自治会長

や町並み保存団体、市民団体の方、商店を営む方などから、空き家に対する課題や提案な

どのヒアリング調査を実施した。あげられた意見を俯瞰的に見ると、大きく「支援策」「建

築上の課題」「地域振興の必要性」「地域コミュニティの持続」に分類できる。この分類

別にあげられた意見を以下に示す。 

このヒアリングを通じて、単に建物を残すことに固執しているわけではなく、地域の産

業やコミュニティの持続を真摯に考えていることがわかり、特に貸し手と借り手の間に使

い勝手や賃金等でミスマッチがあること、事業運営方法等の具体的なノウハウが備わって

いないこと、昔からのコミュニティと新規参入者をつなぐ工夫などを先進地区から学び、

一般化する必要性を認識した。また、新規参入者への聞き取りが不足しているため、26年

度は新規参入者の視点からも意見を聞き、ミスマッチを解消するための方策を検討する。 

 

■支援策 

 伝建地区の修理修景事業や町並み景観整備事業のほかにも、空き家・空き店舗活用

を支援する施策があるが、借り手にどこまで周知されているのか甚だ疑問。整理し

た方が方が良い。 

 空き家の活用に使える助成金は、商業系、まちづくり系、福祉系などを上手く利用

できる。 

 物件が空き家になる前に、所有者への働きかけ（税制優遇、市民団体等での臨時的

活用）を行い、空き家にならない様な対策を講じることが重要。 

 町並みかわら版の送付により地元の活動を知らせたり、メール等を活用して、連絡

が取れるような工夫が必要。 

 相談されることが良くあるが、情報を一元化した方が良い。 

 空き家バンクについては、借主を選ぶ仕組みではないため、地域の持続につながる

のかどうか疑問。 

 家賃相場が高く、若い起業希望者は入居しづらい環境がある。 

 家賃補助より改装費等の初期投資を補助すべき。家賃補助に頼る事業は継続的では

ない。また、大家も支援を当てにするので家賃が下がらなくなる。 

 若者が食いつくような賃料設定が必要。 

 行政じゃないけど民間でもない中間組織をどうやったら立ち上がっていくのか、ど

う機能させるかといった仕組みづくりのモデルが欲しい。 

 不動産オーナーが自治体というモデルもあり得るのではないか？→自治体が行政財

産でなく、普通財産として扱えば可能ではないか。 

 ２つの地域に居住が可能なしくみと、支援策はできないか。 

■建築上の課題 

 空き店舗の現状として、所有者が裏に居住している場合に店舗が出入り口になって

おり、貸してしまうと、一部で貸し手と借り手の動線を共有しなければならない。 

 店舗にトイレがない。 

 空き家には、仏壇や家財道具が残っているところも多く、貸すための弊害になるこ

ともある。 

 空き家バンクに登録したとしても、すぐには使えない。修繕が絶対に必要になる。 
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■地域振興の必要性 

 古いものを残せ！ではなく、活用しなければ残せない。お金を生めば壊されない。 

 日用品もお土産になるような、日用品が売れるまちにしたい。 

 交流人口を増やすための情報発信やイベントを考えたい。 

■地域コミュニティの持続 

 空き家をただ埋めればいいわけではない。借主を選ぶ審査機関が必要。 

 新たな人を受け入れるにあたり、保存地区の景観やコミュニティの崩壊の原因をつ

くらないことが重要。 

 所有者の中には、「貸したくない」「行政じゃないとイヤ」という方も多い。それ

は、信用だけでなく、近隣に対するメンツもあるのではないか。 

 建物を裏の住居部も含めて出店希望者に賃貸し、所有者である高齢世帯や独居老人

が地域近傍で安心して暮らせる環境を整えれば、地域コミュニティも持続するし祭

も持続する。 

 

 以上のヒアリングを通じて、以下のような事業が提案された。そこで、26年度は八女市、

篠山市、橿原市などの伝建地区について、借り手と貸し手の悩みやミスマッチ、事業運営

方法等の具体的なノウハウ、昔からのコミュニティと新規参入者をつなぐ工夫などについ

て、市担当者や事業代表者らへのヒアリング調査を行い、事業の実現に向けた具体的なノ

ウハウや課題を顕在化させることを計画している。そして、ここで提案された事業を中心

にその実現に向けたノウハウや課題、その効果について精査していくこととする。 

 

■具体的な事業提案 

 土地の所有と利用を分離する定期借地権の応用（例：高松丸亀町商店街） 

 自治体によるリバースモーゲッジの仕組み 

 インキュベーションオフィス 

（例：小山市起業家育成支援施設、横浜中華街八〇〇中心、長野門前、桐生無燐館） 

 ふるさと納税（栃木市ふるさと応援寄附）の使われ方に、「(仮)歴史的建造物の保存

活用コース」の追加 

 

（３）地域の空間要素の把握 

①町並み空間の現況把握 

 ここでは、栃木市嘉右衛門町地区および栃木町地区、さらに桜川市真壁地区に対して、

既往調査結果5)6)7)を踏まえ、歴史的建造物の現況を中心とした空間構成要素、ならびに景観

阻害要素の分布状況を把握し、そこから魅力空間の発掘を目指す。歴史的建造物に関して

は、次節で述べるように調査範囲内及びその調査範囲境界線に隣接する歴史的資源を調査

対象とする。上記の歴史的環境資源の実態把握及びその評価から、今後の当該地区の特色

を活かし、地域の活性化に資する知見を得ることを目的とする。 

a）対象地区の人口、世帯特性 

■嘉右衛門町地区 

人口分布特性（人口・世帯・高齢者率・産業・観光客数）（図11）から、嘉右衛門地区

の総人口は減少傾向にあり、また、65歳以上の割合が増加している。特に、人口・世帯数

（図12）から、世帯あたりの人数の減少が顕著である。 
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図11 嘉右衛門町人口特性          図12 人口・世帯数 

 

■栃木町地区 

人口分布特性（人口・世帯・高齢者率・産業・観光客数）（図13）から、栃木町地区の

総人口は減少傾向にあり、65歳以上の割合も増加している（図14）。世帯数、世帯あたり

人数についても減少している。例幣使街道の主要な宿駅として町並みが形成され、巴波川

の舟運により物資の調達基地となり商業が発展した。観光客数は、多少の増減はあるもの

の平成17年から平成24年にかけて増加している。平成24年の詳細をみると、大平山が最も

多く636,000人（通行量）であり、イベントでは「とちぎ秋まつり」が351,000人（通行量）

で最も多かった。栃木市の観光客入込数は平成24年度4,361,707人であり、年々増加傾向に

ある。 
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図13 栃木町人口特性         図14 栃木町人口・世帯数 

 

■真壁地区 

真壁の人口分布特性（人口・世帯・高齢者率・観光客数）（図15）から、真壁伝建地区

を含んでいる真壁町大字真壁地区の人口が減少し、平成22年では高齢化率が36.4％と高い。

また、世帯数、人口（図16）は共に減少している。観光入込客数は真壁のひなまつりにお

いて、平成24年現在では11万人と平成23年10万人と比べると1万人増えている8）。真壁祇園

祭は、平成24、23年ともに2万人となっている。 

 

 

 

 



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

33 

1,746 1,578 1,412 1,239 
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

65歳以上 15～64歳 15歳未満 総人口(人)
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0

500

1,000

1,500

2,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

世帯数 世帯あたり人数
 

図15 真壁地区世帯数          図16 真壁地区人口割合 

 

b）調査方法について 

調査対象は、地区内及び周辺に現存する歴史的建造物と工作物である門及び塀等の歴史

的環境資源、加えて、歴史的環境資源以外の空き家・空き地等の景観構成・阻害要素であ

る（表８～12）。これら歴史的建造物及び景観要素の現存状況を街路からの目視により把

握した。景観要素の選定には、既往調査5)7)9)および各市の修理・修景・許可基準・修景ガイ

ドライン6)10)を参照しながら整理した。建造物の保存状態11)は、「外壁」と「屋根」に関し

て、①良好（そのまま利活用可能）、②一部破損（修繕により利活用可能)、③大きな破損

（修理が必要な程の老朽化)の3段階で評価した。 

なお、本研究では、建造物の現状を把握するとともに、既往調査で対象としていない細

かな景観要素の分類による町並みを構成するもの、阻害するものの実態を把握し、歴史的

町並み形成課題について明らかにする点が特色である。また、評価対象建造物を歴史的建

造物、伝建地区指定に基づく建造物を伝統的建造物、文化財登録制度に基づき登録された

ものを登録有形文化財とする。さらに、歴史的建造物を含む町並みを構成しているものを

景観構成要素、街路の見通しと町並みの連続性を崩すものを景観阻害要素、それらの総称

を歴史的環境資源と定義する。 

 

表８ 建造物及びその他の景観要素調査項目 

建造物分類 

項目 内訳 

建造物 

店舗 木造、塗屋造 

住居 木造、土造 

蔵 土蔵、石蔵、見世蔵 

その他 納屋、店舗・住居、洋風建築、寺院、小学校の旧校舎、工場 

空き家 

工作物 

門 薬医門、長屋門、高麗門、腕木門 

町並みを構成する塀 瓦のせ塀、板塀、塗り塀、石柵、石塀、生垣、竹垣 

町並みを阻害する塀 レンガ、トタン、フェンス、柵、ブロック塀、大きな破損塀 

その他 煙突 

建造物の外観評価 

項目 内訳 

景観 

要素 

修景してあるもの 

阻害しているもの 看板建築・素材 

建造物 

保存状態 
外壁・塀 

仕上げ材の剥落 

腐朽や破損 

良好 

部分破損 

大きな破損 
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屋根 

葺き材の 

剥落・腐朽 

良好 

部分破損 

大きな破損 

屋根変形 

開口部 窓・扉の破損 

その他の景観要素分類 

項目 内訳 

景観構成 

要素 

樹木 広葉樹、針葉樹（中木、高木） 

サイン 石質サイン、木質サイン 

行事用具 花行灯、花飾用竹筒 

その他 祠、鳥居、石碑、ベンチ、モニュメント 

歴史的な道、暗渠、水系 

景観阻害 

要素 

サイン 
阻害看板（建築）、袖看板、置き看板、不調和看板、 

政党ポスター、駐車場サイン、サインポール 

その他 自動販売機、ゴミ箱、ゴミ捨て場、その他（変圧器、瓦礫） 

空き地、駐車場 

 

表９ 調査項目Ⅰ（歴史的町並み構成要素） 
調査地区： 　　　　　　　　 調査日

 

分類 備考 参考

中 高 中 高

植栽

鉢
植
え

植
栽

植栽の定義
手入れが成されている植物･生
垣を指す。樹木は混同するため
含まず

石碑

石
質
サ
イ
ン

記
念
碑

道
祖
神

石質サインは「伝統的建造物」
「○○寺」のような特定を示す石
碑。

記念碑は説明書きや石絵なども
含む

工作物
鳥
居

祠

その他

サ
イ
ン

ベ
ン
チ

モ
ニ

ュ
メ
ン
ト

行
事
物

そ
の
他

・その他に関しては写真を撮り、メ
モを記入する。

サイン例

生物 ・生物の生息場所を把握。

サイン

上
り
旗

袖
・
置
看
板

駐
車
場
看
板

政
党
ポ
ス
タ
ー

不
調
和

・不調和に関しては写真を撮り、メ
モを記入する。

不調和例（蛍光色･大型）

その他

自
販
機

ゴ
ミ
箱

ゴ
ミ
捨
て
場

そ
の
他

・その他に関しては写真を撮り、メ
モを記入する。主に変電機、瓦礫
などが挙げられる。

東京都市大学工学部建築学科天野研究室

平成25年度 伝統的建造物群保存地区魅力空間発掘調査

内訳

樹木

広葉樹・針葉樹の違い樹木の高さは樹木周辺物で判断。
5m以上（建物2階相当以上）の高
さを高木、それ以外を中木とする。

備考欄
栃木市：市の木（トチノキ：トチノキ科トチノキ属落葉広葉樹）　　市の花（サツキ：ツツジ科ツツジ属）

※建造物、看板建築、街灯、街路、屋根伏せ、空き地、駐車場は本調査項目に含まず

歴史的町並み
構成要因

歴史的町並み
構成要因

保
存
樹
木

針
葉
樹

広
葉
樹
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表10 調査項目Ⅱ（塀の状況） 

①
ブロック塀
構成　 （◎）
塗　　  （ヌ）
レンガ （レ）

② フェンス

③ 瓦のせ塀

④ 板塀

⑤
石積み
石張り塀

⑥ 生垣塀

⑦ 竹垣塀

⑧ 柵
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表11 調査項目Ⅲ（建物の老朽度判定） 

老朽度 説明 備考 

高 

野地板等

の構造部材

に破損が見

られるもの、

建物(柱）が

傾いている

もの 

全体 

（柱） 

崩壊 

傾き 

 

屋根 

波打ち 

 

崩壊 

 

外壁 崩壊 

 

中 

屋根葺き

材が剥落し

ているもの、

外壁におい

てひび割れ

や仕上げ材

が剥落して

いるもの 

屋根（葺

き材） 
剥落 

 

外壁（仕

上げ材） 

ひび割れ 

 

剥落 

 

低 

老朽度高、

老朽度中以

外のもの 
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表12 調査項目Ⅳ（空き地の状況） 

用途 説明  備考  

駐車

場 

駐車場

としての

整備がさ

れている

もの 

看板 

 

 

車庫 

 

 

車止め   

白線・トラロープ 

  

ポケ

ットパ

ーク 

広場、

またはベ

ンチ等の

設置され

たもの 

広場 

 

 

ベンチ等のある敷地 

 

 

その

他 

畑、資

材置き場

として利

用されて

いるもの 

農耕地として利用さ

れている敷地 

 

 

木材等の資材が置か

れている敷地 

 

 

空き

地 

その

他、用途

の無いも

の 

売り地・放置 

  

車がとめてあるが整

備されていないもの 

 

 

  

 以下では、調査結果の内、空き家・空き地の現況について示すこととする。 
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c）空き家・空き地の現況 

 嘉右衛門町地区、栃木町地区、真壁地区のそれぞれの空き家・空き地の現況について以

下に示す。嘉右衛門町地区（図17）では、伝建地区東部境界沿いに、空き地が広く分布し

ている。また、伝建地区以北の調査範囲には空き家、空き地の両方が多く見られる。他方、

栃木町地区（図18）では、大小様々な規模の駐車場が多く見られた。また、空き地の地区

境界沿いに分布しており、建造物の連続性が断たれている。 

真壁地区（図19）では、地区内の特徴として登録有形文化財や歴史的建造物の空き家が

多く、老朽度の高い建造物が多い。特に、歴史的建造物が集中する御陣屋前通り、下宿通

り西側及び上宿通り東側においては老朽度の高い歴史的建造物が多い。横町には、崩壊し

た空き家や、外壁又は屋根が大きく破損した空き家が存在する。また、高上町通りには、

駐車場が多く分布している。空き地に関しては、地区内では横町、仲町通りに多く、地区

外では桜井通り、鍋屋地区に多い。このことから、伝建地区中心部から離れるにつれ多く

なっていく傾向がある。また、その他（畑や資材置き場として利用されている敷地をその

他とする）に関しては、地区内には無く、地区外に多く分布している。 

   図17 嘉右衛門町地区の空き家・空き地の現況 
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図18 栃木町地区の空き家・空き地の現況 

 

 

図19 真壁地区の空き家・空き地の現況 
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d）調査結果の総括 

■嘉右衛門町地区 

1. 泉町通りを境に地区南部の旧例幣使街道沿いに景観構成要素が多く、景観阻害要素が

少ないことから、歴史的な町並みはこの地区に集約的に形成されている。 

2. 地区東側境界沿いの旧例幣使街道と並行する道沿いに景観阻害要素が多く分布してい

る。特に、この道沿いには空き地が多く、町並みの連続性を阻害している。つまり地

区北・東部は、良好な町並みが保たれているとは言い難い。しかし、全体的に老朽度

が高い、若しくは看板建築、中高層建造物といった規模の大きい阻害要素はあまりみ

られない。 

3. 嘉右衛門町地区の歴史的建造物は概ね幕末から明治末期にかけて建てられたものであ

り、切妻、瓦葺を基本とする。特に旧例幣使街道南部に、連続的に下屋を張り出した

歴史的建造物が多く見られ、町並みの連続性を保っている。 

4. 地区の最大の特徴として、巴波川に沿って湾曲された旧例幣使街道がある。天保8年の

古地図には旧例幣使街道の東側に「大ぬかり沼」、「神明宮」が存在し、これらが旧

例幣使街道を湾曲させた最大の理由として考えられる。 

■栃木市栃木町地区 

1. 栃木町地区の特徴から3つのエリア、即ち、大通り沿道・巴波川沿道・社寺地区に大別

できる。大通り沿道では、歴史的建造物が集中した町並みがある点、巴波川沿道では

歴史的建造物だけでなく町並みに配慮された塀等も多く見られる点、社寺地区では石

張り舗装された参道と東西方向に歴史的な町並みがある点が、各地区の特徴である。

尚、今後これら地区間の連続性を高めることにより、地区間の回遊性を高める必要が

ある。 

2. 栃木町地区の課題として、歴史的建造物の連続性が低い点が挙げられる。今後、歴史

的建造物間の建造物及び工作物等、並びに、空き地の利活用や空き地の修景により、

如何に歴史的建造物を活かした町並みの連続性を高めるかといった点に課題がある。

また、地区北部の中高層建築（市役所）により嘉右衛門町との連続性が途絶えており、

今後の町並みの検討する際、そのあり方を考えていく必要がある。 

■真壁地区 

1. 真壁地区は、城下町に由来する在郷町としての特徴が色濃く残り、門の連続性が特徴

的である。御陣屋前通りを中心に、高上町通り、下宿通りの東側、上宿通りの西側に

歴史的建造物及び類似する屋根伏せ形態、並びに、その他の景観構成要素が集中して

いる。しかし、老朽度の高い建造物、看板建築及びサインが連続する街路もあり、景

観阻害要素も多く分布する。一方、地区外では景観阻害要素が少なく、門や塀の連続

性による町並みが形成される。つまり、歴史的町並みに関しては、地区内外といった

広域的な範囲内で見られる点に特徴をもつ。 

2. 町並み形成に関する課題は、歴史的建造物が少ない小路や商店街における景観阻害要

素、また、歴史的建造物が多い街路における店舗用途の建造物に付随する、袖看板や

置き看板が挙げられる。特に、老朽度の高い建物、町並みを阻害する塀及び空き地は、

規模が大きいほど町並みの連続性を大きく崩す要因となる。今後の展望として、撤去

や修景が容易である袖看板や置き看板、自動販売機等は短期間での改善が期待でき、

建造物・塀の修景と合わせて、御影石を用いたモニュメント・石碑や、樹木を増やす

ことが、良好な歴史的町並み形成に向けた取り組みとして考えられる。 
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以上から、魅力発掘調査結果として、その要旨を表13にまとめた。 

 

表13 魅力発掘調査結果の概要 

 

②栃木市の歴史的町並みにおける建造物の使用状況と空き家に関する調査 

我が国の少子高齢化も伴い、栃木市の歴史的町並みでも空き家や空き店舗が増えつつあ

る。空き家は町の活性化や防災上の観点からも問題視されている。これらに先駆け市は、

平成26年度に空き家バンクを設立し、登録した物件のリフォーム工事や家財の処分費用の

一部補助も同時に始めた。そこには、現在５棟が登録されているが、歴史的建造物は未だ

ない。そのような中で、現在の栃木市の建造物がどのような使用状況と空き家の状況にあ

るのかを調査することで、栃木市における空き家対策への展開へ導くべき基礎資料を得る。 

 本調査では、栃木町地区と嘉右衛門町地区で、特に景観構成の大きな要因となる旧日光

例閉街道沿い（図20中の点線部）の建造物を対象に、店舗の運営や居住者の有無といった

使用状況の把握を行う。また、歴史的町並みを形成する地区であることから、町並み全体

として面的に捉えた視点と建造物単体の視点から考察を行う。 

建造物の使用状況に関しては現地での目視調査を行い、また、まちづくり市民団体の代

表者や自治会長などへのヒアリング調査を行った。ヒアリング調査ではイベント等での空

き家活用状況についても把握した。老朽度判定調査に関しては、先に示した調査内容を引

用する。使用状況における空き家状況は以下の記号で区分する。 

 ○・・・使用中 

 △・・・店舗の運営はあるが居住者無し 

 ▲・・・店舗の運営はないが居住者有り 

 ×・・・空き家（店舗運営・居住者ともに無し） 

 ？・・・不明 

 これに加え、前目と同じ指標で外観目視による老朽度判定も同時に行い、使用状況・外

観の両方から考察する。また、行政が行っている補助制度などについても調査した。 

  

地区名 

景観構成要素 景観阻害要素 

歴史的建造物 

その他 空き家・空き地 建築 工作物 

栃
木
市 

栃木町 

（伝建予定） 

大通り沿い、

特に北部に

集中 

（塀）巴波川付

近、（門）地区

北部 

樹木、地区全

体、中でも第

二公園 

空き家はミツワ通

り、空き家・空き地

は例幣使街道沿 

嘉右衛門町 

（重伝建） 

例幣使街道

を軸に地区

南部 

翁島･代官屋敷

付近に多く 

文化財サイ

ン、鳥居等

は、地区南部 

空き家・空き地とも

に広範囲に分布、歴

史的建造物の空き家

が少ない。 

桜
川
市 

真壁地区 

（重伝建） 

御陣屋前・ 

下宿通り 

下宿通・見芽通

り 

御影石で造

られたサイ

ンは、御陣屋

前・下宿通り 

御陣屋前通り 

（空き家） 
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図20 調査対象 

 

使用状況の結果とタイプ内訳についての結果を表14に、老朽度判定調査の使用状況タイ

プ別内訳の結果を表15に示す。まず、使用状況について町並みとして面的に見ると、両地

区ともに通りに面した６～７割の建物が使用されており、残りの３～４割は空き家やそれ

に近い状況にあることがわかる。地区で比べると栃木町地区の方が嘉右衛門町地区より空

き家が多いことが見てとれる。一方、店舗運営をしているが居住していない建造物が栃木

町で５件、嘉右衛門町で２件であり、栃木町では店舗の運営にのみ使用し居住していない

物件が多い。これは商店経営としての立地は良いが、建物の使い勝手や機能性、郊外型シ

ョッピングセンターの進出に伴う買い物などの利便性を考えると居住空間としては満たさ

れないことが多いことが伺える結果である。これに対して、嘉右衛門町では空き店舗とな

っているが裏の住居等に居住している建造物が多いことから、店舗を閉鎖した建物の所有

者、特に高齢者が住居部に居住をしている現状が多いことがわかった。イベント等での活

用を見ると、栃木町地区では13件、嘉右衛門町では７件の空き家が活用されている。 

 老朽度判定調査では表15に示すように、老朽化の進んだ建物は、嘉右衛門町に比べて栃

木町の方が多いこと、またそれらは空き家の建物で管理が行き届かずに老朽化が進んでい

る傾向が明らかに見てとれる。 
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表14 使用状況の結果とタイプ内訳 

栃木町 嘉右衛門町

総件数 84 109 11/84　(13%) 4/109　(4%)

歴史的建造物のみ 49/84  (58%) 37/109  (34%) 6/11  (55%) 4/4  (100%)

総件数 50/84  (60%) 72/109  (66%) 2/11  (18%) 2/4  (50%)

歴史的建造物のみ 28/49  (57%) 19/37  (51%) 1/6  (17%) 2/4  (50%)

総件数 5/84  (6%) 2/109  (2%) 2/11  (18%) 0/4  (0%)

歴史的建造物のみ 2/49  (4%) 1/37  (3%) 0/6  (0%) 0/4  (0%)

総件数 9/84  (11%) 22/109  (20%) 3/11  (27%) 1/4  (25%)

歴史的建造物のみ 6/49  (12%) 11/37  (30%) 2/6  (33%) 1/4  (25%)

総件数 13/84  (15%) 7/109  (6%) 4/11  (36%) 1/4  (25%)

歴史的建造物のみ 9/49  (18%) 5/37  (14%) 3/6  (50%) 1/4  (25%)

総件数 7/84  (8%) 5/109  (5%) 0/11  (0%) 0/4  (0%)

歴史的建造物のみ 4/49  (8%) 1/37  (3%) 0/6  (0%) 0/4  (0%)

栃木町 嘉右衛門町
イベントでの使用

使用状況 対象建造物

総数

（○）店舗運営中・居住者有り

（△）店舗運営中・居住者無し

（▲）店舗運営無し・居住者有り

（×)店舗運営無し・居住者無し

（？)不明

 

 

表15 老朽度判定の空き家状況内訳 

高 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
中 7 2 0 0 0 0 1 0 3 2 3 0
低 13 6 1 3 2 0 3 1 7 2 0 0

合計 21 9 1 3 2 0 4 2 10 4 4 0

老朽度 件数
空き家状況内訳

○ △ ▲ × ？

 

               ※柄無し＝栃木町、ドット＝嘉右衛門町 

 

使用中の建物は、栃木町・嘉右衛門町ともに全建造物の６～７割であったが、歴史的建

造物だからと言ってその比率に著しく差異が生じることは無く、逆に歴史的建造物の方が

使用率は高いことがわかった。しかし、嘉右衛門町では空き店舗の裏の住居等に居住して

いる状況の建造物が３割を占め、現在は使用されているものの居住者が去ればすぐにでも

空き家となってしまう物件が多いことも把握できた。 

空き家となっている歴史的建造物のイベントでの使用状況は、栃木町が半数なのに対し

て嘉右衛門町で全数が活用されている。これは嘉右衛門町が重要伝統的建造物群保存地区

に選定されているという付加価値を付けてイベントを企画していることが考えられる。一

方の栃木町では▲と×の建物の８割の建物がイベント等で使用されており、空き店舗部分

のイベント活用がなされていることがわかる。  

前項目（１）②に類型化した空き家事業タイプごとに、栃木市における取組みを照査し

て見ると、『情報提供型』として平成26年1月より栃木市全域を対象とした空き家バンク制

度を自治体で始めた。しかし、現在の登録件数は５棟で、普及しているとは言い難い。ま

た、歴史的建造物の登録は未だ無く、歴史的建造物の価値を一般的な現代住宅と同じ土俵

で公開することには是非が問われるところである。『調査・研究型』としては、小山高専

を中心に本プロジェクトで実施しているような取り組みが行われている。『付加価値提案
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型』としては、土蔵造の倉庫を美術館として改装した「蔵の街美術館」、国の登録有形文

化財の見世蔵等のサテライトキャンパスとしての活用など、情報発信、文化交流、地域連

携といった拠点とする取組みも行われている。さらに、市民団体などによる空き家活用や、

歴史的町並みを面的に活かしたイベントとして、点在する歴史的建造物をミニシアターに

変貌させる全国初の歴史景観活用型の映画祭『栃木・蔵の街 かど映画祭』を「地域活性化」

「歴史資産活用」「映像文化交流」などの志を同じくする多くの市民の協力によって2007

年から開催している。『経済的支援型』としては、リフォームや家財処分の工事補助や、

町並み景観整備補助や伝建地区の修理・修景補助、空き店舗活用補助などの市策がある。

それらが住民らに周知され、持続的な施策として機能しているかは甚だ疑わしいところも

ある。そのため、空き家対策を推進する上で、情報の周知の在り方も重要と考える。一方、

『相談・啓発型』は、個別に相談に応じるようなことはあるが、技術者が育っていないの

が現状であり、組織的に取り組んでいることは無く、『不動産管理型』については前例が

無い。市策として経済的支援を行うことは難しいため、第三者機関等の立上げがやはり必

要のようである。 

 

（４）地域に定着するヒトづくりの取組み 

 地域活動を持続的に進めるためには、担い手の持続的な育成と確保が必要であり、その

ためには地域に目を向けるヒトづくり、特に若者づくりを地域ぐるみで取組むことが重要

と考える。そこで、若者の担い手育成の一環として、地域と連携し、小中高校生を対象と

した小論文や絵画・写真のコンテストを開催したり、伝統技法の体験、祭への参画、市民

団体主体の空き家再生・活用、地域住民のまち歩き、広報活動などに取組んだ。ここで実

施した次代を担う子供たちによる実践的な取組みが、後節で述べるような地域の人々との

協働活動に発展したり、同じ地域で活動しつつもこれまであまり接点の無かった人々が企

画への参加を通じて繋がっていき、多重のセーフティネットが形成され実効的な自主防災

活動の構築に繋がる成果が挙がりつつある。情報化社会や省力化を目指した技術開発で利

便性や経済性を追求するばかりに、地域の伝統や文化が忘れ去られつつある。そのような

中で、伝統的建造物や町並みを地域の資産として維持するための手間を知り、そこでの協

働活動を通じて共有することにより、歴史的景観だけでなく、その地域での暮らしや命を

みんなで守っていこうという意識の萌芽に繋がった。また、これらの取組みは、参加しや

すい防災訓練の企画や、防災意識の啓発にも有効であった。 

①栃木高校生に対する小論文コンクールと町歩き 

 栃木・嘉右衛門地区はJR栃木駅よりほど近い場所に位置し、栃木市庁舎の直近にある。

一方、JR栃木駅と栃木市庁舎周辺には特別支援学校高等部を含む９つの高校が集積してお

り、栃木市はかねてより学園都市としての性格を有して来た。これらの高校に通う学生の

居住地は栃木県全域に散らばっているため、彼らは栃木市民とは限らず、嘉右衛門地区と

の関係は極めて希薄である。さらに伝統的な町並みの中に高校生が立ち寄れる場所（本屋、

コンビニ、カフェ、図書館、スポーツ施設、音楽施設、学習塾など）が皆無であり、嘉右

衛門地区内で高校生に出会うことは極めて稀である。 

 こうした状況下で、高校生に「将来の伝建地区の担い手である」という自覚を持っても

らうべく、高校一、二年生を対象とした小論文コンクール（テーマ「2050年の栃木と蔵の

街：安心安全に暮らせる町の未来像」）の開催に至った。 

a)高校生による町歩きワークショップの実施 
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 高校生に小論文を書いてもらうにあたって、まず高校生に伝建地区の実状を知ってもら

うため、夏休み中の7月28日、8月4日の両日に、様々な高校の学生が混合の６チームを編成

し、町歩き（写真２）を行った。その中で空き家や高齢化、防災、産業構造の転換、コミ

ュニティの維持について考察してもらった。さらに町歩き終了後に各チームでどのような

点が気になり、またそれをどう克服するかについてポストイットを用いて意見を出し合い、

最終的にプレゼンテーション（写真３～５）を行い参加者全員で個々の考えを共有した。 

 この後、夏休み明けに小論文コンクールの応募を閉め切ったところ、応募総数102件とな

り、そのうち２件が特別支援学校高等部からの応募であった。特別支援学校には一般的な

高校生と同等の学力を持つ学生が数名おり、自主防災WGは彼等に向けて栃木の現状につい

てレクチュアを行い、その結果、２名の学生から応募があった。 

 

  

写真２ TeamAの町歩きの様子   写真３ TeamCのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

 

  

写真４ TeamCのﾌﾟﾚｾﾞﾝシート   写真５ TeamDのﾌﾟﾚｾﾞﾝシート 

 

 

b)応募案のキーワード抽出 

これらの小論文の内容を検討する方法として、各小論文からキーワード（３つまで）を

抽出して全体の方向性を把握し、次いで2050年の栃木の未来像を描くことがテーマである

ため、昨今の都市未来像のキーワードであるスマートコミュニティを補助線とみなし、高

校生の思考の特質を抽出することにつとめた。まずキーワードの抽出は上記の表16（表中

の黄色い網掛けは予選通過者）の通り。 

 

 



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

46 

 

表16 高校生小論文のキーワード一覧 

 

全ての応募案に目を通した最初の感想として、多くの高校生が広告、ゆるキャラ、名物の開発

といったインターネットやTV等で喧伝される手法に未来の街のあり方を求めていた点が気にな

った。この傾向を批判的に捉えれば、TV 情報に追従しただけの浅薄な提案で、到底2050年の

街のあるべき姿を照射するものではない。しかし、こうした提案をした高校生を批判するのは妥

当ではなく、ゆるキャラ頼みの街づくりに奔走する社会人（地方自治体の公務員や広告代理店）

こそ批判の対象となるべきであろう。 

 また意外な論点として、「安心な町の未来像」に関連して各高校から駅までの通学路の幅員が
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細く、かつ街灯が消えがちで不安である、という指摘が多かった。これは栃木が古い街の構造を

今もなお残していること、また東日本大震災以降、地方都市の夜が暗くなったことを意味してい

る。 

 一方、一次予選を通過した応募案に共通する特質として、日々の高校生活の中で取り組んでい

る活動（ボランティアや車いすのメンテナンス）や、日常生活の中での観察（音楽やペットがコ

ミュニティを繋ぎ直す可能性）に基づいて書かれていたことが挙げられる。言い換えれば、予選

通過作品はいずれも高校生自身の経験に依拠し、伝統的な街並を活かしながらも新しいコミュニ

ティ形成の可能性を模索していた、といえよう。 

c)スマートコミュニティの視点から見た高校生小論文の特質 

次いで（２）スマートコミュニティの視点から応募案の傾向を分析するが、ここで参照するの

は柏木孝夫監修『省エネ・新エネがつくる超・少子高齢化のなかで人にやさしいスマートコミュ

ニティ』時評社2013を参照した。この本にはスマートコミュニティに関する「国の取り組み」

が包括的（総花的？）に紹介され、総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省の担当者が以

下の論点から整理している。 

 

①総 務 省「超・少子化高齢化時代に対応するICTを活用した街づくり」 

②厚生労働省「未来コミュニティと厚生労働行政 医療福祉を生かした街づくり」 

③経済産業省「スマートコミュニティ／スマートハウスへの取り組み」 

④国土交通省「持続可能な低炭素・循環型都市（スマートシティ）の構築に向けて」 

 

■総務省的な観点から捉えた高校生小論文の傾向 総務省的な観点から 捉えた栃木小論文の傾向 

地域外への情報発信

地域内での情報共有

アナログ デジタ ル

・ 学生による蔵の街ポスタ ー作成 

・ 栃木駅構内での観光PR強化 

・ 映画ロケ地PR 
・ ツアー企画 
・ net, TVによる蔵の街PR 

・ ゆるキャ ラ によるPR 

・ 防災講座による啓発 
・ 地域学による伝統継承 
 

・ 高校生による地域清掃 

・ 挨拶の重要性 
・ 「 おかえり 」 の声かけ 
・ 安心＝思いやり と 人と の関わり  

・ 子供には非SNSなコ ミ ュニケーショ ンが重要 

・ 行政と 蔵の街の情報伝達 
・ ひかり 通信を活用し た地域情報共有 
　 例:スマート タ ウン熊本（ NTT西）  

※オレンジマーカ ーは102編の小論文に 
　 登場し なかっ たテーマ  

・ 高校放送部による地域情報をnet動画配信 

 

図21 総務省的な観点から捉えた高校生小論文の傾向 

 

 総務省的なスマートコミュニティの議論はブロードバンドの活用による情報伝達に集約され

るが、これを栃木の街づくりに応用し「アナログ⇔デジタル」を横軸に、「地域外への情報発信
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⇔地域内の情報共有」を縦軸としたマトリクスを作ると、各応募案のキーワードは図21のよう

な配置となる。ここから読み取れるのは、地域外への情報発信として、映画・TV・インターネ

ットを活用した観光PRであった。それに対して、伝建地区内の情報共有として「挨拶の重要性」、

「おかえりの声がけ」、「子供には非SNSなコミュニケーションが重要」といった基本的かつ

至極全うな意見も散見された。 

 また高校生自身の主体的な取り組み提案として「防災講座による啓発」、「地域学による伝承

継承」、「高校生による地域清掃」などが挙げられるが、主催者サイド（自主防災WG）として

期待していた高校生自身のデジタルな活動提案（高校放送部による地域情報のnet配信）や、デ

ジタルな地域内情報共有の提案が見受けられなかった。 

 

■厚生労働省的な観点から捉えた高校生小論文の傾向 

⑤高校生小論文コ ンク ール・ 町歩きWS 

厚生労働省的な観点から 捉えた栃木小論文の傾向 

健常者

弱者

若者 老人

・ スポーツによる地域振興 
・ 蔵の街の商店街の後継者不足 

・ 蔵の街の中に若者の居場所が必要性 
・ 少子化対策、 人口増加策の必要性 
・ 子育て支援の必要性 

・ ペッ ト による癒し 空間（ ド ッ ク カ フ ェ ）  
・ 伝統文化の継承の場の必要性 
・ 蔵の街でイ ンタ ーンシッ プ  

・ バリ アフ リ ーの重要性 
・ 車いすメ ンテナンスの 
　 ボラ ンティ ア（ 栃工高）  

・ 身障者用バリ アフ リ ーの必要性 ・ 蔵の街を知る老人＝伝統継承の鍵 
・ 在宅介護時代の到来への視点 
・ 地域医療の在り 方への視点 

※オレンジマーカ ーは102編の小論文に 
　 登場し なかっ たテーマ  

・ 蔵の街の中に身障者の雇用の場の創出 

・ 蔵の制作、 土の練り 方を通じ た 
　 伝統文化の継承（ 若者と 老人の交流）  
　 →茅葺き に代わる共助の在り 方の模索 

 

図22 厚生労働省的な観点から捉えた高校生小論文の傾向 

 

 厚生労働省のスマートコミュニティの提案は在宅介護と地域医療の充実に焦点が絞られてい

るが、これを栃木の街づくりに応用し「若者⇔老人」を横軸に、「健常者⇔弱者」を縦軸とした

マトリクスを作ると、各応募案のキーワードは図22のような配置となる。 

 まず、応募案の健常者の若者への視点として、「蔵の街の中に若者の居場所が必要」、「子育

て支援」、「少子化対策、人口増加策の必要性」が謳われていた。また健常者の老人・若者の交

流提案について、スポーツによる地域振興、ドックカフェの創設による新しいコミュニティ空間

の必要性、蔵の街の中での就業体験（インターンシップ）などが挙げられる。 

 一方の障害者への視点について、街の中のバリアフリーの徹底や車いすメンテナンスのボラン

ティアなどが提案された。しかし、主催者側（自主防災WG）が期待した「蔵の街の中での身障

者の雇用増大」、「在宅介護が避け難い時代の到来」、「古い街ならではの地域医療のあり方」

などには言及がなかった。さらに若者と老人を取り結ぶ「伝統文化の継承」への言及も少なかっ

たのは残念である。 
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■経済産業省的な観点からとらえた高校生小論文の傾向 

⑤高校生小論文コ ンク ール・ 町歩きWS 

経済産業省的な観点か捉えた栃木小論文の傾向 

ハード ・ イ ンフ ラ

ソ フ ト ・ イ ベント

昔から のコ ンテンツ 新し いコ ンテンツ

・ 巴波川の船運活用 
・ 空き 屋活用 
・ 歯抜け状の蔵の街並み整備 

・ LEDによるイルミ ネーショ ン  
 
・ 巴波桜の植樹による景観形成（ 栃農）  

 
・ 新し い観光スポッ ト の開発 

・ ショ ッ ピングモールの誘致 
・ 遊園地の誘致 

・ ゆるキャ ラ の開発 
・ 新商品（ 蔵っ ぺ） 、 新名物の開発 
・ 若者向け商品の品揃えを増やす 

 
・ 高校合同文化祭の開催 

・ 野外フ ェ スの開催 

・ 山車の活用 
・ 浮世絵の活用 
・ 伝統的な祭（ 秋祭り など） の継承 

・ 栃工高写真部による街の暮ら し を撮影 

・ 省エネ、 創エネの視点 
・ 電力消費の見える化 
・ 災害時のエネルギー確保 

※オレンジマーカ ーは102編の小論文に 
　 登場し なかっ たテーマ  

・ 蔵の街商店街の賑わい創出 

・ 巴波川や井戸水の防災への活用 

 

図23 経済産業省的な観点から捉えた高校生小論文の傾向 

 

 経済産業省のスマートコミュニティの取り組みはエネルギー問題の解決と産業振興に向けら

れており、これを栃木の街づくりに応用し「昔からのコンテンツ⇔新しいコンテンツ」を横軸に、

「ハード・インフラ⇔ソフト・イベント」を縦軸としたマトリクスを作ると、各応募案のキーワ

ードは図23のような配置となる。 

 まず、昔ながらのコンテンツとして多くの高校生が触れたのが栃木の伝統的な祭（秋祭り）や

蔵に仕舞われて来た浮世絵の活用といったソフト・イベントであった。それとは対照的に新しい

ソフト・イベントとして伝建地区内での高校合同文化祭や野外フェスの開催といった積極的な提

案も見受けられた。一方で旧来のハード・インフラに着目した提案としては、巴波川の舟運活用、

空き屋対策、歯抜け状態の蔵の街並み整備といった提案があり、新たなハード・インフラとして

LEDによるイルミネーション、巴波桜の植樹による景観形成、ショッピングモールや遊園地の

誘致などが提案された。 

 しかし、高校生の提案には省エネ、創エネに関する視点や巴波川や井戸水を活用した防災対策

は皆無であり、伝統的な街並とエネルギーや防災的視点の両立に関心を向ける必要性が感じられ

た。 

 

■国土交通省的な観点からとらえた高校生小論文の傾向 

 

 国土交通省のスマートシティへの視点はCO2削減によるコンパクトシティとインフラ更新に

向けられており、これを栃木の街づくりに応用し「不安・不穏⇔安心・安全」を横軸に、「大き

なスケール（都市）⇔小さなスケール（住宅）」を縦軸としたマトリクスを作ると、各応募案の

キーワードは図24のような配置となる。 
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⑤高校生小論文コ ンク ール・ 町歩きWS 

国土交通省的な観点から 捉えた栃木小論文の傾向 

大き なスケール（ 都市）

小さ なスケール（ 住宅）

不安・ 不穏 安心・ 安全

・ 交通が不便（ 栃木への公共交通の不備）  
・ 旧道の狭さ による交通事故の多発 
 

・ 街灯の不足による高校から の帰り 道が恐い 
・ 人通り の少ないシャ ッ タ ー商店街 

・ 駅前再開発 
・ 栃木全域の自然保護 
 

・ 循環バスの観光への利活用 
・ 蔵の街の耐震、 耐火への取り 組み 

 
・ ヤマサの博物館へのリ ノ ベーショ ン  

・ 空き 屋（ 見世蔵） の古道具屋へのリ ノ ベーショ ン  ・ 空き 屋（ 見世蔵） の放置 

・ 低炭素なコ ンパク ト シティ と 蔵の街の相性 

※オレンジマーカ ーは102編の小論文に 
　 登場し なかっ たテーマ  

・ リ ノ ベーショ ンのCO2削減効果 
・ 超小型モビリ ティ と 蔵の街の相性 

・ 自動車依存により 蔵の街が駐車場と し て虫食い状態 

・ 蔵づく り の技術伝承者不足、 現場の不足 

 
図24 国土交通省的な観点から捉えた高校生小論文の傾向 

 

高校生の指摘の中で栃木蔵の街全体の不安要素として、公共交通の不便さ、旧道の狭さによる

交通事故の多発、街灯不足、人通りの少ないシャッター商店街が挙げられる。またこれを改善す

る方法として、駅前再開発、循環バスの観光への利活用、蔵の街の耐震・耐火への取り組みの必

要性、廃業したヤマサ味噌跡地の博物館へのリノベーションなどが挙げられる。 

 また建物レベルでの不安要素として空き屋の放置が挙げられ、これを古道具屋などへのリノベ

ーションが提案されていた。 

 一方で、高校生の指摘には栃木の街並が崩れた主要因である自動車依存社会の乗り越えや、低

炭素なコンパクトシティと既存の店蔵の持続が両立しているといった視点が欠如していた。また、

蔵づくりに欠かせない技術伝承者不足や左官工事の現場が不足していることや、超小型モビリテ

ィ（EV）と間口の狭い伝統的な街並の相性が良いといった視点も欠如していた。 

 

d)一次予選通過者によるパネル作成と関東都市学会でのプレゼン 

 厳正な審査を経て、一次予選を通過した９名の高校生に対して、関東都市学会秋期大会（１１

月30日）でのポスターセッション（写真６）をお願いした。ポスターは、応募内容が近しい生

徒に対して以下のようなグループを作った。パネルの製作に当っては自主防災WGのスタッフお

よび小山高専の学生が全面的に協力し、近隣教育研究機関の学生の関わり方の一手法を明示する

ことができたといえる。ポスターを図25～29に紹介する。 

 

 

 

 

 

 



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

51 

 

図25 防災地域学 
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図26 車いすボランティア 
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図27 高校合同文化祭、音楽イベント 
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図28 巴波桜 
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図29 ドックカフェ 
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 関東都市学会秋季大会の当日、小論文コンクール入選者を発表し、最優秀賞に横塚怜奈（学悠

館高校）、それ以外の予選通過者を入選、特別支援学校からの応募者二名を特別参加賞とし、表

彰式（写真７）を行った。 

 

    

写真６ ポスターセッションの様子      写真７ 授賞式後の記念撮影 

 

②「栃木市－みんなが暮らしたい伝統ある未来のまち 2050」コンテスト 

蔵の街として知られる栃木市には、江戸、明治、大正、昭和とその時代を語り継ぐ文化

遺産が多く残る歴史的な町並みがあり、そこは今もなお人々の生活の場として重要な役割

を果たしている。しかし、時代の変化とともに、まちの伝統文化を語り継ぐ景観や地域コ

ミュニティは失われつつある。そのような中で、地域固有の魅力を活かしたまちづくりを

行ない、豊かで住みやすい町とするのは今の小・中学生である。その子供たちが主力とな

って地域や家庭を守っている2050年頃に、このまちはどうなっているのだろうか？この問

いに対する子供たちのアイデアを手掛かりに、栃木市の未来や守りたい伝統文化を地域の

ステークホルダーと一緒に考えられることを期待し、栃木市全域の小中学生に対して、ま

ちの伝統文化を再発見し、それを語り継ぎ、暮らし続けたくなるアイデアを募集（図30）

した。 

小学生の部では「伝統をつなぐ未来予想図コンテスト」を開催し、低学年部門のテーマ

を『未来につなぎたい巴波川の風景』、高学年部門のテーマを『文化を語り継ぐ未来の蔵

の街大通り商店街』と設定した。また、中学生の部では「未来に伝えたいものは何か？写

真コンテスト」を開催し、『伝統文化が香るまちの魅力“新発見”』をテーマとした写真

を募った。実施に当たっては、栃木市教育委員会と連携し、栃木市校長会での協力要請の

ほか、栃木市内にある全小中学校40校を訪問し、コンテストの主旨とその意義を説明しつ

つ応募を募った。 

栃木市は、近年、合併を繰り返している中で、課題地をあえて旧市中心部に設定し、合

併後の全市の小中学生に告知したのは、市および市民にとっても掛け替えのない資産を旧

市内だけでなく、新市全体のものとして、子供だけでなく、見守る大人たちに意識しても

らうこと、さらにそのような企画への参加を通じて、旧町村にも存在する固有の伝統や文

化にも目を配るきっかけとなると考えたからである。 

コンテストには、旧市に限らず全市から小学校低学年部門75点、高学年部門121点、中学

生部門6点の合計202点の作品応募があった。それら作品について、とちぎ協働まつりやと

ちぎふるさと祭、さらに市役所本庁舎ロビーで展覧会（写真８）を開催し、地域のステー

クホルダーと子供たちの思いを共有する機会を設けた。また、このコンテスト開催に当た

っては、栃木市、栃木市教育委員会の後援のほか、市内の様々な団体との共催で実施した。
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主催・共催団体の代表者で審査を行い、優秀作品を褒賞（写真９）した。さらに、地域の

商工観光関係の団体・企業（栃木市商店会連合会・栃木市観光協会・NPO蔵の街遊覧船・

東武トラベル栃木支店・岡田記念館・油伝味噌・栃木信用金庫・街なかプロジェクト・大

兵工務店・幸栄瓦工業・栃木左官店）の協賛により、参加した子供たちへのご褒美が贈ら

れた。 

まちの未来を担う子供たちに期待を込めたコンテストであったが、子供たちを対象とし

たイベントの開催にあたり、地域の様々な立場の団体等が連携できること、さらに地域住

民らも関心を示すことが確認できた企画であった。 

 

  

図30 コンテストポスター         写真９ 授賞式の様子 

 

③伝統技法の体験 

嘉右衛門町地区の修理現場において、小山高専と、とちぎ蔵の街職人塾、栃木の例幣使

街道を考える会が、くらづくり応援隊ワークショップ（写真10）を企画し開催した。実施

に当たり、事前に施工業者と当日の段取りや安全対策等の入念な打ち合わせを実施し、当

日使用する壁土の準備等を小山高専の学生が手伝った。近隣の小学校に通う親子に参加を

呼びかけたところ、総勢49名（子供19名、保護者19名、その他の好奇心旺盛なオトナ11名）

が参加する賑やかな企画となった。子供たちが壁に泥団子をぶつけていると、徐々に保護

者も夢中になり、近所に住いのオトナたちも集まって子供たちに塗り方を伝授するなど、

子供の活動を通じて地域の協働活動が強化されることを実感した。 

 また、とちぎ協働まつりでは、小山高専と、とちぎ蔵の街職人塾、栃木県瓦業組合青年

部が協力して嘉右衛門町重伝建地区PRブースを設営した。そこでは、土壁製作体験や瓦葺

きの実演・体験等（写真11）を行い、ものづくりを通じて地域の伝統と文化に関心を高め

る取り組みを行った。 

写真８ 展覧会の様子 
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この活動を通じて、子供たちだけでなく、同伴した保護者にも町の魅力や古い建物の中

身、それを守ることの大切さと大変さが理解してもらえる取り組みとなった。参加したあ

る保護者からは、ワークショップに参加してから、その後の建物が気になり前を通る機会

が多くなったと伺った。その言葉からもわかるように、自らが携わった建物が長く残され

ることで、地域への愛着が育まれ、まちを守ろうとする意識や将来の帰巣意欲の向上に繋

がっていくであろう様子を窺える。 

 

   
写真10 くらづくり応援隊ＷＳの様子 

 

   

写真11 とちぎ協働まつりでの職業体験の様子 

 

④祭への参画 

a)とちぎ協働まつり（2013年10月26日） 

 とちぎ協働まつりは、「あらゆる年齢・性別・職業の市民が集い、企画・運営する市民手

作りの市民のためのまつり」として開催されて来た。このイベントには多数のNPOなどが

参加し、新しいコミュニティ形成の契機となることが期待されている。 

 本プロジェクトでは、自らが「祭の担い手＝防災の担い手」となるべく、とちぎ恊働ま

つりに積極的に参加し、地元ケーブルテレビへのCM制作への協力（写真12）、イベント当

日のプロジェクト紹介ブースの設営（写真13）などを通じて、栃木のNPO関係者に伝建地

区の現状と防災の重要性を理解していただき、興味関心を持っていただくよう工夫を重ね

た。 

 この協働まつりは、図31に示すように栃木市総合運動公園全体を利用して開催され、「恊

働推進室」、「子育て」、「地域」、「スポーツ」、「キッズワーク」、「くらら（市民活動推進セ

ンター）」などのエリアが設けられた。本プロジェクトは「くらら」のエリア内に設けられ

たが、ここには「障害者の一人暮らしを考える会」、「車いすダンス教室」、「自立支援ホー

ム」、「授産品販売コーナー」、「震災支援パルーンアート」、「聴覚障害者グループ」、「学悠

館高校JRC部」のブースも併設された。 
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 当日は好天にも恵まれ、多くの見学者が本プロジェクト展示ブースを訪れ、活動内容の

紹介に耳を傾けた。 

 

メインステージ	

地域のエリア	

蔵の街	
野球大会	

重伝建地区PRブース	

総合案内所	

白バイ・消防車・献血	

ＪＣカップ（サッカー大会）	

熱気球	
フライト	

苗木配布	

フリーマーケット	

本部	

クラフト・自然体験	

実行委員長　 　 土屋　 裕子

体育館内	

くららのエリア	

子育てのエリア	

協働推進室	

キッズワーク	

●苗木の配布
●電気自動車展示

●消防車（ はし ご車・ ポンプ車）
●白バイ ・ パト カ ー

●献血
●社会福祉協議会（ 噴水東側）

　 　 　 　 　 「 東北応援グッ ズ販売」

●和太鼓
　 ・ 岩舟武蔵太鼓
　 ・ 真名子おびく に太鼓

●ビッ ク バンド

　 　 　 スイ ングシード オーケスト ラ
●歌う 海賊団ッ ！

●出店者・ 来場者
　 　 　 　 　 　 イ ン ビュ ー イ ム☆
●ハロウィ ンパレ ード
●大抽選会

●と ちぎ協働まつり
　 　 オリ ジナルスイ ーツ

　 　 　 　 「 キョ ード ロール」 販売☆

●地域のジュ ース・ 農産物の販売
●地域の行事等パネル展示

●親子 ャ レ ンジラ ンキング大会
●と ちぎふるさ と 教育発表会

●栃木の良さ を伝える
　 　 　 　 　 　 「 栃守詩（ と ちも り う た） 」 展示

●障がい者の一人暮ら し を考える展示、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 上映会の宣伝、 駄菓子販売
●車いす ンス教室や写真教室の広報活動
●自立援助ホームのプロモーショ ン
●折紙の作品展示と 体験

●“ 拝啓、 2 0 3 0 年の自分へ” （ 1 7 年後の
　 　 　 　 自分と 日本と 世界は…） 展示、 アンケート
●憲法く んのあゆみ（ 明治から 今までの憲法）
●「 地域の茶の間」 世代間交流
　 　 　 　 （ 小物づく り 、 折紙、 かわいい袋づく り ）
●「 歌麿と 栃木」 展

●授産品の販売（ 石鹸、 ク リ スマスリ ースなど）
●手作り おも ちゃ で遊ぼう
●バルーンアート プレ ゼント 　 　 　 ※円形広場周辺
　 　 　 （ 震災支援、 耕作放棄地支援など活動募金）

●難聴や聴覚障がい者の情報保障の現状について
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「 指文字」 で遊ぼう ！！
●パソ コ ン要約筆記のデモンスト レ ーショ ン
●カ ヌ ー展示、 渡良瀬遊水地の活動団体のＰ Ｒ
●iPa d の体験会

●授産品の販売（ シフ ォ ンケーキ・ ク ッ キーなど）
　 　 　 　 当事者によるピア・ サポー ー活動の紹介
●学悠館高校JRC部の活動紹介
●小山高専「 伝統的建造物群保存地区の総合防災
　 事業の開発」 プロジェ ク ト の活動紹介

　 「 伝統ある未来のまち 2 0 5 0 コ ンテスト （ 小中学生） 」

　 「 栃木市内高校生小論文コ ンク ール」 　 　 応募作品展示

●行政相談
●ケロケロ新聞

●JCカ ッ プ少年サッ カ ー大会
●蔵の街学童軟式野球大会

☆大人と 子ども の学びあい！～協働の輪を 広げよう ～
・ お仕事に挑戦し てたく さ ん学ぼう ！

・ お仕事体験を し てケロポイ ント をゲッ ト し よう ！！
　 対象： 小学生

　 受付： 予約制（ 状況に応じ て当日枠あり 、 スケジュ ールは裏面参照）

※ケロポイ ント は「 と ちぎ協働まつり 」 で使える通貨です。

Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ

救護所	

●子育てサロン・ 子育て相談
●パネルシア ー・ 絵本の読み聞かせ

●昔遊び・ ジオラ マ
●ハロウィ ンパレード
●自然いきいき 教室授乳室	

音楽のステージ	

	
													
　　　　	

今年で「 と ちぎ協働まつり 」 は、 記念すべき 第1 0 回開催をむかえまし た。

先人の皆様への敬意と 感謝の意を込め、 テーマを『 軌跡』 と し まし た。 関係者一同「 協

働」 の意識のも と 準備をし てまいり まし た。 ご来場いただき まし た皆様も 一緒に盛り あ

がり まし ょ う 。

障害者用トイレ	
	

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰﾎﾟｲﾝﾄ	
	

ＡＥＤ設置場所	
（体育館、野球場	



プールの事務所）	
	

くららのエリア出張所	

●重要伝統的建造物群保存地区
　 （ 嘉右衛門町地区） Ｐ Ｒ ブース

　 ・ 土壁塗り 体験
　 ・ 瓦葺き 実演

　 ・ 瓦食器の展示

●く ら ら のエリ ア出張所

　   ７

つ

集めると 、 「 わたあめ」 か
　   「

ポ
ッ プコ ーン」 がも ら えるよ♪

●ク ラ フ ト ・ 自然体験（ ネのヒ ミ ツ）

●熱気球フ ラ イ ト

　 （ 大人1 ,0 0 0 円、 子ども 5 0 0 円）

●青年会議所
　 ・ いわむら かずお先生グッ ズ販売
　 ・ 映画『 し も つかれガール』 Ｐ Ｒ

社会福祉協議会・青年会議所	

●協働サポート ステッ カ ー

　 を購入・ 持参し た方

　 （ はがし た台紙でも 可）

●ス ンプラ リ ーに

　 　 　 　 　 　 　 参加し た方

●仮装し た方

「 社会福祉協議会」 の
ブースで

抽選券をＧ Ｅ Ｔ ！

 

図31 第10回とちぎ協働まつり会場図 

 

   

写真12 協働まつりCM撮影協力     写真13 プロジェクト展示ブースの様子 

 

b)真壁ひなまつり（2014年２月４日～３月３日） 

真壁のひなまつり（写真14）は10年ほど前から始まった比較的新しい祭で、各家庭の蔵

に眠るひな祭りを店先や蔵の中に展示するイベントである。その後TV、雑誌等で取り上げ

られるようになり、近年では期間中に来場者数が10万人を越えるまでに至った。 

 本プロジェクトは、真壁ひなまつり開催エリアの中心部に位置する旧真壁郵便局２階の

片隅を借り、多くの来訪者の目に研究成果が触れるよう展示（写真15）を行った。こうし

た展示も本プロジェクトが目標に掲げた「防災の担い手＝まつりの担い手」の実践と言え
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よう。 

 

   

写真14 ひなまつりの様子        写真15 プロジェクト展示風景 

 

c）関東都市学会秋期大会＠栃木の共催 2013年11月30日（写真16, 17） 

 昭和28年当時、都市化が進み、多様な都市問題に対応する処方箋が関係各方面から要請

され、日本都市学会が創設された。これと関東都市学会は全国七地域の地域学会の一つと

して創設され、2013年の秋季大会を栃木で開催することとなった。自主防災WGが秋季大会

開催のサポートし、大会当日の午前中には栃木伝建地区の見学会を行い、午後に基調講演

とシンポジウムを執り行った。大会の詳細については『2013年度関東都市学会年報』（2014

年秋発行）に収録予定であるが、概要は以下の通りである。 

 

シンポジウムテーマ：栃木市の伝統の再発掘と地域活性化、会場：栃木市役所正庁 

12：40  第1部 地元高校生によるポスターセッション、意見交換 

13：30  第2部 パネルディスカッション 

 

コーディネーター 浦野正樹（早稲田大教授）、豊川斎赫（小山高専准教授） 

基調講演 河東義之（小山工業高等専門学校名誉教授） 

     栃木・嘉右衛門地区伝建地区指定までの道のり 

報告者① 黒田英一（法政大学大学院政策創造研究科客員教授） 

     栃木市の産業や社会構造について 

報告者② 佐山正樹（ネットワークとちぎ） 

     民間の方で地域の活性化や将来に向けた活動について 

報告者③ 苅谷勇雅（小山工業高等専門学校校長、元文化庁文化財鑑査官） 

     伝統的町並み保存と地域活性化問題について 

コメンテータ（関東都市学会・井上繁会長、川副早央里（早稲田大学）） 
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写真16 黒田英一・法政大学教授による報告   写真17 シンポジウムの様子 

 

⑤市民団体が主体となった空き家の再生・活用の取り組み 

地域住民の高齢化により、歴史的建造物が空き家となる例が増えてきた。主屋には住ん

でいるが店舗は使っていない、介護のため施設に入所または親族と同居した、代替わりし

たが遠方に住んでいるなどの理由から、維持管理に手がまわらず放置され、建物が傷んで

いく例が多い。空き家であっても、家財が残されている、年に数回は帰省するなどの理由

から、賃貸には出せない事情も様々である。 

こうした空き家を市民団体等がイベント等で一時的に借用し、活用を図れる仕組みを構

築することは、空き家の維持管理に寄与すると同時に、地域コミュニティを育むことにつ

ながる。また、空き家を活用するためには掃除・片づけ等（再生活動）に時間と人手を要

するため、これを参加型のイベントとして実施し、参加者との交流を図ることで活動のサ

ポーターを増やす必要がある。 

2011年から空き家の一時的な活用を支援するため、「マチナカプロジェクト」が再生活

動の参加者を募り、下記3件の建物が活用されている。 

 

a）関根家住宅 店舗：大正11年（1922）建設（登録文化財）（写真18,19） 

 敷地内には、洋風の店舗・主屋・土蔵がある。ひとり住まいだった所有者（高齢者）が、

介護のため県外に住む息子夫婦（現在の所有者）と同居し空き家となった。現在の所有者

はお彼岸の時期など年に数回帰省している。数年前まで店舗部分を工房として貸していた

が、借主が退去してからは近くに住む親戚が物置として使用、また隔年開催の「とちぎ秋

まつり」の会所として使用されるだけである。借主とのやりとりが面倒であったことから、

今後は人に貸すつもりはないという。 

 一時的に借用することは可能で、鍵の貸出や電気・水道の手配は近くに住む親戚が対応

している。2011年から「マチナカプロジェクト」が「栃木・蔵の街かど映画祭」などでイ

ベントを企画し活用を図っている。 

■再生活動 

 実施日：2013年5月12日(日)  参加者：3名 

■活用企画「上映・カフェ in 栃木・蔵の街かど映画祭」 

 実施日：2013年5月17日(土)・18日(日)  来場者（2日間）：約200名  

実施：マチナカプロジェクト  協力：國學院栃木短期大學みたらし会 
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写真18 店舗内観 

 

写真19 栃木・蔵の街かど映画祭 

  

b）田中家住宅 店舗・主屋：昭和4年（1929）建設（伝建地区特定物件）（写真20,21） 

 敷地内には、見世蔵・主屋・土蔵のほか、新しく建てた住宅がある。所有者（高齢者）

はその住宅にひとり住まいで、見世蔵と主屋は長年使われていなかった。2004年に見世蔵

を「栃木の例幣使街道を考える会」と「ネットワークとちぎ」の有志が改修し、現在も「お

蔵のお人形さん巡り」などで年に数回活用されている。主屋は手つかずであった。2013年

に「栃木語り部の会」が催しで借用することになり、所有者が畳を替え、市民参加で掃除

をおこなった。 

■再生活動 

 実施日：2013年7月7日(日)  参加者：15名  協力：栃木語り部の会 

■活用企画「夏の夜の民話語りの会」 

 実施日：2013年7月27日  来場者：約40名  実施：栃木語り部の会 

 

写真20 再生活動 

 

写真21 夏の夜の民話語りの会 

  

c)旧古久磯提灯店 店舗：弘化2年（1845）建設（栃木県指定文化財）（写真22～25） 

 敷地内には、見世蔵・主屋がある。ひとり住まいだった所有者（高齢者）が数年前に亡

くなり、代替わりした所有者は県外在住のため、2012年から約2,000万円で土地・建物を売

りに出していた。これを懸念した「ネットワークとちぎ」が不動産業者と交渉し、「歌麿

まつり」の開催期間中に借用できることになった。ひとり住まいが長かったことや、家財

も多く残されていたことから、掃除・片づけに人手を要し、2日間で21名が参加した。 

 2013年も同じように活用を図り、本プロジェクトでも清掃活動に協力した。現在は、市
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が土地・建物を買い上げ、活用に向けて修理が進められている。 

■再生活動 

 実施日：2013年10月6日(土)  参加者：14名 

 協力：ネットワークとちぎ、小山工業高等専門学校大島研究室 

■活用企画「歌麿と栃木展」 

 実施日：2013年10月20日(日)・26日(土)・11月2日(土)・3日(日) 

 実施：ネットワークとちぎ 

 

写真22 再生活動をおこなう前 

 

写真23 再生活動2012 

 

写真24 再生活動2013 

 

 

写真25 歌麿と栃木展 

⑥地域住民のまち歩き、近隣地区視察、地域広報での啓発 

 栃木および真壁双方の市民団体が互いの地区を視察する機会をつくり、近隣地区のまち

づくりの様子を勉強すると同時に防災意識の醸成を狙った啓発（写真26,27）を行った。こ

の他にも、真壁地区では桜川市が主催し、定期的に市民を対象としたまち歩きを行い、伝

建地区に係わる制度がもたらす生活環境や環境改善を実感できる広報活動を行っている。

さらに、地域の広報誌などでも取組みを紹介（図32,33）し、地域に広く意識が醸成される

ような情報発信を行った。このような企画への参加や広報活動を通じて、同じ地域で活動

しつつもこれまであまり接点の無かった人々が繋がっていき、多重のセーフティネットが

形成され実効的な自主防災活動の構築に繋がることが期待できる。 
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写真26 桜川市民による栃木勉強会   写真27 栃木市民による真壁勉強会 

 

 

図32 栃木市における広報        図33 桜川市における広報 

 

（５）災害リスクの分析とケーススタディー 

①歴史的町並みの特徴に応じた火災に対する防災的特質の提示 

地域固有の歴史的資産を中核とした地域づくりのためには、想定されるリスクに対する

安全性の確保も必要である。市街地における防災は、火災・地震・風水害等と検討すべき

項目が多岐に渡り、これまでは見られなかった異常気象や新種の災害が顕在してきた上、

ハード面では建造物・工作物・消防設備といった防災的要素や、建物単体から市街地規模

までが対象となること、ソフト面では住民の体制から広域消防の活動といった多種多様な

要素を検討せねばならないこと等から、災害の気質や対応の方策といったものが把握しに

くいという特徴があった。そこで、全国の伝建地区および一般市街地にも共通する災害で、

広域災害へ発展しやすいことに加え、建造物の消滅に直接繋がることから、火災に焦点を

あて、歴史的町並みの特徴に応じた防災的特質の提示を行う。 

歴史的町並みにおいて防災対策を計画する際には、町並みの持つ災害に対するポテンシ

ャルを評価し、その特質に基づいた防災対策を計画することが重要である。歴史的町並み

に限らず一般市街地でも全国的な共通な身近な災害である火災に着目すると、歴史的町並

みにおける防災的特質は、火災の早期発見・初期消火による火災の早期鎮圧といった火災
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被害の進行段階と関係する市街地構成要素により大別することができると言える。また、

より綿密には、火災が初期で消火されずに市街地火災となった時の延焼様態を把握するこ

ともその火災被害の進行段階に含めることが可能であり、体系的には、早期発見、初期消

火、延焼様態の把握の3段階の防災対策に分けて歴史的町並みにおける防災的特質を把握す

ることが可能である。以上に挙げた防災対策は、それぞれ歴史的町並みと不可分な要素が

多い為、歴史的町並みの特徴に応じた防災的特質は、防災対策の要素毎に以下のように記

すことが出来る。 

a）早期発見と関係する町並みの特徴 

一般に歴史的町並みでは、出火の早期発見に資する自動火災報知器（以下、「自火報」

と称す）の設置普及は停滞している。また、高齢者のみの世帯や空き家の家屋は増える傾

向にあり、出火を早期に発見する為の基礎地盤は崩壊しつつあると言える。一方で、以下

に挙げられる地区では、早期発見に対して良好な地盤が形成されている。 

■観光地 

 歴史的町並みの観光開発は、治安の低下を引き起こす危険性がある一方で、地区内人口

の維持や共同体の活性化に寄与し、出火の早期発見に良好な地盤が築かれる一助となる場

合がある。また、茶屋町等を始めとした観光地（写真28）では、人通りが多いため放火さ

れにくい。 

■住民による自主防災会の活動が実施されている地区 

 防災会等が中心となって防災活動が行われている地区では、活動の一環として住民によ

る防災訓練やパトロールが日常的に行われており、出火発見に対する地盤形成が進んでい

る。 

■行政による施策が実施されている地区 

 高山市三町に挙げられるような行政による防災計画が実施されている地区では、火災知

覚と報知に寄与する火災感知システム（写真29）を整備し、初期の段階で火災を発見し、

消火・避難を行う等の施策が行われている。 

 

   
写真28 観光開発の進む地区（奈良井）  写真29 火災感知システムの導入(主計町)12) 

 

b）初期消火と関係する町並みの特徴 

 初期消火と関係する町並みの特徴としては、ハード面とソフト面の両面が存在し、ハー

ド面に関しては、火災を発見した人自身による初期消火活動を行う為の消火設備であり、

ソフト面に関しては、高齢化や協力体制といった初期消火活動を行う住民の活動能力であ
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る。以下に詳述する。 

b)-1 火災発見者による初期消火活動の為の消火設備 

 火災発見者による初期消火活動の取り組みは、伝建地区でも防災意識の高い地区では、

既に行われているものもあるが、伝建地区選定を機に施策されるものが殆どであり、逆に

いえば、伝建地区選定と共に防災意識の向上を図る取り組みをしていかなければ、一向に

この事業自体進まないものとなり、つまりは市街地の基盤弱体化へと帰してしまう。 

 施策を行っていない地区では、広域消防の活動を見込んだ65mm口径の消火栓のみの設置

となっており、それらは水圧が強く未経験者には操作が困難かつ複数人の作業要員が必要

であるという点、加えて、消火の為のホースが付設されていない為、火災発見後、公設消

防到着前に自衛防災に当たる地域住民が初期消火を行おうとして、消火活動を行うことが

できない。 

 基本的に、広域消防の活動は、消火開始時間までに通報・現地到達・消火活動準備等の

作業に出火後十分程度を要し、建造物消滅に対する手段というより、救命を目的としてい

る。一方、文化財保護の観点からは、歴史的建造物は焼毀が部分的に留まった場合でも文

化財としての価値を大きく減ずる可能性が高いが、消防署等が近接していない限り、消防

到着までに時間がかかるため、公設消防の到着前に、文化財に適した方法で消火活動が始

められていることが望ましい。更に、地震時には同時多発的な火災や道路閉塞等が生じる

ことも考慮すると、火災発見者自身が消火を行うことが理想的である。 

b)-2 初期消火活動を行う住民の活動能力 

 先述の通り、火災発見者による初期消火活動が、火災に対する活動としては非常に有効

であるが、その活動を行う住民の活動能力にその如何は左右される。 

 具体的には、住民の年齢割合・協力体制等がそれにあたり、高齢化が進んでいる地区で

は、火災の知覚や避難・消火活動に問題を抱えており、そうした場合に高齢者がどこに住

んでいるかといった認識や隣近所に住んでいる人との協力といった協力体制といった基盤

が非常に重要となる。 

 一般に、伝建地区は、日本全体に先んじて高齢化が顕著に進んでおり、地区により、そ

れぞれの微細な特徴はあるが、社会的な施策が重要であるのは論を問わない。 

このうち、「火災発見者による初期消火活動の為の消火設備」に焦点をあて、初期消火

と関係する町並みの特徴は、建造物の立地や仕様に従い以下が挙げられる。なお、高齢化

が進む地域では、災害対応の負担が拡大する前に火災の抑制や避難を開始する必要が大き

い。そのための社会的な仕組みづくりは必要であるが、自衛消防の活用は必須であり、住

民が大きな負担なく初期消火できるようにすることは、「初期消火活動を行う住民の活動

能力」の弱点を補ううえでも必要性が大きいと言える。 

■敷地奥行きが長い地区（写真30,31） 

 宿場町や商家町等の町人町では、通りに対して短冊型に展開する地割と長屋式の建造物

形状を取る為、敷地奥行きが深く、消火ホースが到達困難となる。その為、消火設備の整

備に関しては、私有地への設備設置が望ましいが、地権や水利整備の為の道路掘削、費用、

工程等の点から、現実的でないという課題がある。 
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写真30 短冊型の地割①（奈良井）    写真31 短冊型の地割②（嘉右衛門） 

 

■植物葺き屋根の建造物（写真32,33） 

集落や武家屋敷に見られる植物葺き屋根の建造物に関しては、飛び火により容易に類焼

すること・消火時に火災鎮火の確認が不明瞭であること等から、通常の建造物とは異なる

消防戦略を取ることとなる。また、一般に植物葺き屋根の建造物は、板塀等の工作物に囲

まれ視認性に劣り、常駐者のいないことが多く火災の早期発見にも難がある。その為、自

火報と連動して自動消火を行うドレンチャーやスプリンクラー等の初期消火設備、類焼危

険性を低下させる為の予防注水を行う放水銃による散水等が有効な施策となる。しかし、

放水銃による消防活動は、散水分布が明確に把握されておらず、屋根形状や風速等の周辺

の自然状況にも効果は左右される為、設置環境によっては、実火災時にどれほどの効果を

発揮できるか定かでないという課題がある。  

 

  

写真32 植物葺き屋根の薬医門（角館）   写真33 植物葺き屋根の建造物群 

（南会津町前沢）1) 

c）延焼様態と関係する町並みの特徴 

 火災時の延焼様態を決定づける要素としては、建造物単体の防耐火性能と建造物の立地

が挙げられる。建造物単体の防耐火性能に関しては、＜耐火造・準耐火造・防火造・裸木

造＞という法規上の分類を始め、厳密には部材ごとに火災に対する性能が異なり、歴史的

建造物特有の防火仕様を評価することが必要である。 

 建造物の立地に関しては、延焼速度に影響する建造物の密度が挙げられ、また、土蔵等

の耐火建築物の立地等も影響する要素として検討する必要がある。 
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これらを建造物の密度・防火対策の2つの要素に分けて、伝建地区は江戸から明治時代に

形成された市街地が主であり、当時の士農工商という身分制度に基づき、市街地の町並み

は特徴づけられるという背景から、集落・城下町・町人町といった区分に着目し、以下の

ように詳述する。 

 

■町人町 

・建造物の密度（写真34,35,36） 

工商人が住まった町人町としては、商家町・在郷町・職人町・宿場町等があり、それぞ

れの町の定義する境界は曖昧かつ重複しうるものである為、一括して町人町と呼ぶことと

する。これら町人町では、課税を避ける為、限られた敷地に建物を建てたという特質上、

通りに対して短冊型の敷地割の町並みを形成する傾向がある。また、その特質上、通りに

面して軒を連ねる長屋型の家屋形状を形成していることも多い。 

 その為、市街地火災時には、通りを挟んでの延焼、通り沿いの延焼という２つの延焼様

態へと分類することが可能である。 

 通りを挟んでの延焼は、開口部や屋根から噴出した火炎による輻射熱により、向かいの

建物へと延焼することで火災が燃え広がる。 

 通り沿いの延焼では、軒を連ねる建物の軒裏を伝って火炎が隣棟の開口部や軒裏の間隙

へと入り込むことで燃え広がる場合と敷地奥の建造物群から火災が燃え広がる場合がある。 

  

  

写真34 通り沿いに建ち並ぶ町並み（奈良井） 

  

写真35 梁間方向に長い建造物形式（奈良井）写真36 長屋型の家屋形状（祇園宮川筋） 
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・建造物の防火対策（写真37～46） 

町人町では、建造物に防火対策が施されることが多く、財産所蔵に用いられる土蔵、火

災時に弱点となりやすい開口部や軒裏に防火対策を施した仕様の建造物が多く見られる。 

 土蔵では、通り沿いに店舗兼住居となる見世蔵が展開する在郷町、敷地奥や河川沿いに

土蔵が多く建ち並ぶ商家町等がある。市街地火災時には、土蔵によって延焼遮断帯が形成

される事例もあり、これらは十分に評価すべき要素である。 

 

  
写真37 見世蔵（嘉右衛門）       写真38 敷地奥の土蔵（奈良井） 

   

写真39 河川沿いの土蔵群（栃木町）   写真40 河川沿いの土蔵群（倉敷） 

 

また、開口部・軒裏からの延焼を抑止する仕様としては、虫籠窓・卯建・袖壁・軒裏の

塗込め等が挙げられる。虫籠窓は、開口部から侵入する輻射熱量を軽減することで延焼を

抑止するものである。卯建・袖壁は、開口部より噴出した火炎が、軒裏を伝い、軒を連ね

る隣棟へと火災が燃え広がるのを抑えるものである。軒裏の塗込めは、軒裏の間隙から火

炎が侵入することによる延焼を抑えるものである。また、これら以外にも、過去の火災を

受けて、外壁の土壁を増し塗りする、屋根葺きを植物葺きから瓦葺きへ葺き替える等の防

火対策を行っている事例があり、それらも十分に評価した上で防災対策の一助とすべきで

ある。 
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写真41 漆喰塗込めの町並み      写真42 虫籠窓・軒裏の塗込め① 

（橿原市今井町）               （橿原市今井町） 

  

写真43 虫籠窓・軒裏の塗込め②      写真44 袖壁（橿原市今井町） 

（橿原市今井町） 

  

写真45 卯建の町並み（美濃市美濃町）     写真46 卯建（美濃市美濃町） 

 

■集落 

・建造物の密度（写真47,48） 

 先述の町人町と比較すると、それ以外の身分の人々が住まう地区は異なる町並みを形成

している。集落は主に農民が住まう地区となり、比較的広大な敷地に大規模な建造物が点

在する町並みとなる。その為、輻射熱による延焼拡大の危険性は低いと言える。 
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写真47 白山市白峰の町並み 

  

写真48 加賀市東谷の町並み 

 

・建造物の防火対策（写真49） 

 植物葺きの屋根も多く、一般に防火対策は認められない。その為、飛び火により類焼す

る危険性はあり、大規模な建造物となる為、一旦火災へと発展すると、消火に非常に多量

な水利を要する。飛び火による延焼は、風速によっては2km程度まで及ぶ可能性があり13）、

集落では、比較遠距離での火災であっても、予防注水を行う必要があると言える。 

 

  

写真49 南砺市菅沼の町並み1) 



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

72 

 

■城下町（武家町・寺町） 

・建造物の密度（写真50,51） 

 城下町とは、城下の武家町、町人町、寺町等が展開する全体を称する為、武家町・寺町

等も包括的には城下町ということができる。 

 こうした町並みでは、集落同様、比較的広大な敷地に大規模な建造物が建ち並ぶ町並み

となる。また、城下町では、地区ごとに住まう人々の身分が異なる為、その境界部に延焼

遮断となるような火除け地が設けられることも多い。 

 

  

写真50 仙北市角館の町並み      写真51 火除け地（金沢市寺町台） 

 

・建造物の防火対策（写真52,53） 

集落と同様に、武家町では植物葺きの屋根が多く、一般に防火対策は見られない。従っ

て、集落同様これらの建造物は飛び火に対し脆弱であると言える。 

 

  

写真52 茅葺きの建造物（角館）     写真53 木羽葺きの建造物（角館） 

 

■近接市街地の有無（写真54～57） 

先述の町並みの特徴に加え、周辺に近接市街地を有する場合、歴史的町並みへの類焼可

能性があり、防災的特質を言及する際には触れざるを得ない。 

茶屋町を代表とした歴史的町並みの周辺は、限られた敷地に木造家屋が建ち並ぶ木造密



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

73 

集市街地となり、歴史的町並みとの延焼・類焼危険性を飛躍的に高めているものがある。

しかし、近接市街地との延焼・類焼の関係がある一方で、消防力や危機管理については、

より大規模な市街地と連携した活動を期待することも可能である。 

 

  

写真54 嘉右衛門町と近接する栃木町   写真55 嘉右衛門町近傍の消防署 

 

一方、集落等の近接市街地を有さない歴史的町並みでは、周辺からの迅速な消防活動の

協力を期待しがたい。木曾平沢の例では、隣接消防本部に属する塩尻消防署から25分の緊

急出動時間を要し、初期消火活動に失敗すると広域火災に発展してしまう恐れがあり14）、

伝建地区内で人員・機器共に初期消火活動に対処する必要性があると言える。 

 

  
写真56 加賀市東谷の町並み         写真57 白山市白峰の町並み 

 

②歴史的町並みの特徴に応じた地震に対する防災的特質の提示 

 東北地方太平洋沖地震ならびにその余震は、茨城県桜川市や群馬県桐生市、栃木県栃木

市の歴史的建造物に多くの被害をもたらした。そこで、建物周期と地震動特性の関係にま

ずは着目することとして、東北地方太平洋沖地震の地動加速度記録を分析し、上記の３地

域に被害をもたらした地震動に対する建物の応答性状について考察する。 

a）北関東に現存する歴史的建造物の固有周期の傾向 

地震時の建物の揺れの大きさが、建物個々の固有周期や減衰など振動性状に大きく依存

することは周知の通りである。図34には、北関東に現存する歴史的建造物の長辺方向と短

辺方向の固有周期の関係を示している。このデータは、これまでに栃木市と桜川市、さら
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には桐生市で実施してきた歴史的建造物のデータを示している。 

木造の住居や店舗では、それぞれの建造物の間口方向と奥行方向とで固有周期に大きな

違いは無く、概ね0.17～0.41秒である。 

また、土蔵については、短辺方向(妻側)の固有周期が長辺方向(平側)よりも長くなり、短

辺方向で0.19～0.46秒、長辺方向で0.09～0.25秒となることが明らかになっている。 

一方で見世蔵については、間口方向(平側、長辺方向)が0.27～0.40秒、奥行方向(妻側、短

辺方向)が0.25～0.31秒であり、間口方向と奥行方向の固有周期に著しい差異は無いものの、

全ての棟で短辺方向(奥行)に比べて長辺方向(間口)の固有周期が長くなり、土蔵とは全く逆

の傾向となることを明らかになっている。 

組積造建物については、測定建物数が少ないものの、固有周期の値や、短辺方向の固有

周期が長辺方向よりも長くなる様子は、概ね土蔵と同じ傾向である様子が確認されている。 
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図34 歴史的建造物の長辺方向と短辺方向の固有周期の関係 

 

b）東北地方太平洋沖地震を例にした地震応答性状の比較 

 北関東の桜川市真壁および栃木市嘉右衛門町、桐生市桐生新町の３つの伝建地区に現存

する歴史的建造物の形態は、比較的類似している。それらの地域に現存する歴史的建造物

の固有周期については、先に示したようにデータが蓄積され解明されつつある。そこで、

各地域で観測された東北地方太平洋沖地震記録を分析し、歴史的建造物に多大な被害をも

たらした一因について考察する。 

上記の伝建地区近傍では、いずれも伝建地区から1km未満の地点で強震観測が行われて

おり、その加速度記録が公開されている。また、いずれの地区も伝建地区周辺の地盤構造(土

質柱状図)が、強震観測点のそれとよく似ていることが確認できた。そこで、東北地方太平

洋沖地震(本震)について、伝建地区近傍で観測された地震動の気象庁発表震度や最大値を表

17に比較して示す。 

東日本大震災では、この３地区の中でも特に桜川市真壁における歴史的建造物の被害が

極めて甚大であった。それは、表17の各地区の地震動の大きさを見ても、桜川市真壁に入

力された地震動が大きかったことが理解できる。しかし、桐生市桐生新町においても、桜

川市真壁と同レベルの地震動が入力していたことがわかる。 
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表17 気象庁発表震度および最大値 

項目 観測地点 NS EW UD
桐生市桐生新町伝建地区 280.5 353.5 156.6

栃木市嘉右衛門町伝建地区 196.8 129.0 77.3
桜川市真壁伝建地区 377.0 359.1 309.1

桐生市桐生新町伝建地区 20.7 27.9 8.3
栃木市嘉右衛門町伝建地区 10.1 8.4 6.4

桜川市真壁伝建地区 25.9 32.1 11.4
桐生市桐生新町伝建地区 66.9 60.4 57.5

栃木市嘉右衛門町伝建地区 53.0 67.8 69.3
桜川市真壁伝建地区 94.1 103.3 91.7

桐生市桐生新町伝建地区: K-NET桐生（震度6弱）
栃木市嘉右衛門町伝建地区: 旧栃木市庁舎(震度4)

桜川市真壁伝建地区: 桜川市真壁庁舎(震度6弱)

加速度
[Gal]

速度
[Kine]

変位
[mm]

 

 

図35には、東北地方太平洋沖地震(本震)について、３地区のSa–Sdスペクトル(h=5%)を比

較して示している。図中には、限界耐力計算15)での工学的基盤における標準スペクトル

Sa0(極めて稀に発生する地震)を限界耐力計算法の略算法による第２種地盤の地盤増幅率で

増幅させたスペクトル(以下、告示スペクトル)を併せて示している。 

桐生新町に入力された地震動は、極めて甚大な被害を及ぼした桜川市真壁よりも建物周

期によっては応答が大きくなる特性であったことが見てとれる。特に、EW方向については、

建物周期0.47～0.61秒で告示スペクトルよりも大きい応答になる。しかし、先に示したよう

に、歴史的建造物の固有周期が集中する0.2～0.3秒の応答はさほど大きくならなかった。さ

らに、町並みの形態（図36）として、南北に通る街道に沿って東西に長い短冊状の地割が

なされていることにより、東西方向は建造物が連担していたり、壁が多く配置された建物

が多いことが耐震的に有利に機能したため、桜川市真壁ほどの建造物被害に及ばなかった

と推測する。 

同様にして桜川市真壁で甚大な被害を及ぼした原因について考察すると、ヒアリングに

よって地域住民らからも東西方向の揺れが著しかったという意見が挙がっている様に、EW

方向の地震応答性状として歴史的建造物の固有周期付近の応答が大きくなる特性であった

ことと、町並み形態（図37）として方角に関係なく町割りがなされていることなどが挙げ

られる。 
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図35 Sa-Sdスペクトル(h=5%)の比較 
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図36 桐生新町地区の町割り     図37 真壁地区の町割り 

 

③災害的特質の評価手法の提示 

 ここでは、火災と震災に関わる災害的特質の評価手法について提示する。 

まず火災に対する防災対策の検討に用いる手法に関して、火災の進行段階に対応した対

策として初期消火・延焼抑制に関わる手法について以下に記述する。初期消火に関しては、

火災発見者（主に住民）の消火活動力と初期消火設備から評価を行い、活動力については

アンケートやヒアリングによる調査、消火設備については消火可能範囲の検証を行う。延

焼抑制に関しては延焼シミュレーションを用いて、伝統構法による防火補強改修により延

焼抑制効果を向上させる市街地整備手法の検討を行う。同様に、延焼様態の把握に関して

も本シミュレーションを用いる。 

 地震に対しても面的な対応と個別の対応が必要となるが、ここでは個別の対策を検討す

るための手法として、アンケート調査や静的な耐震性能評価、構造ヘルスモニタリングに

ついて例示する。また、面的な検討については、路地の耐震安全性を検討する手法につい

て例示する。 

a）消防活動力のアンケート調査 

 火災発見者の消防活動力に関しては、住民の防災意識等把握を目的としたアンケート調

査を行う。住民の防災意識や防災対策に関する意向把握を目的として、対象市街地の各町

内会長へ防災事業の目的やアンケートの趣旨について説明を行い、それぞれの町内におい

てアンケートを配布・回収する。アンケート項目は、①回答者の年齢・居住形態、②家屋

の使用状況、③防災意識、④過去の災害事例等について、選択式・記述式の設問を使い分

けている。 

参考として、以下に嘉右衛門町伝建地区とその周辺において行ったアンケート表紙（図

38）と実施範囲（図39）を示す。 
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図38 嘉右衛門町アンケート表紙   図39 嘉右衛門町アンケート実施範囲 

 

b）初期消火設備の評価手法 

従来の消火可能範囲は、消火栓を中心とし消火可能距離を半径とする円を描くことで表

現しているものが多い（図40）。しかし、実際には石垣や板塀等の障害物によって敷地へ

の進入路が限定される場合や、実際に消火活動の際のホース到達距離は建物規模、その外

周に支配される為、従来のように円を描く方法では、ホースの迂回を考慮した本来の消火

可能範囲より安全側の広い範囲を算出することになる。したがって、より実際的に消火栓

ホース到達可否を判断する為に、ホースを引き回すことが可能な経路を選択し、消火栓位

置から消火対象物までの距離が消火可能距離に達する建物までを消火可能と判定する（図

41）。 

  

消火栓

ホース到達範囲

消火栓

ホース到達範囲

 

図40 ホース長さを半径とした消火範囲   図41 迂回距離を反映した消火範囲 

 

 消火栓ホースの到達距離は、以下のように設定する。 

■屋外1号消火栓 

公設の屋外1号消火栓は、主に広域消防による使用を想定されている。市街地・準市街地
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を除く場合の有効到達距離は、消防ポンプ自動車で長時間にわたり無理のない放水を継続

でき、かつ、ホースを延長する時間において妥当な限度を考慮し、ホース延長本数を10本

（20m×10本=200m）以内であるとして、防火対象物から半径140mの円の範囲内とされて

いる。 

しかし、火災発見後の初期段階での自衛消防隊等による使用を検討すると、水圧が強く

操作が困難かつ複数人の作業要員が必要であり、消火ホースが付設されていないことが多

い為、消火活動を行うことができない状況となっている。消防法施行令では建造物の周辺

に設置される屋外消火栓の設置基準としては、40mの有効到達距離と設定されている。 

■屋内消火栓 

 屋内消火栓には、防火対象物により1号消火栓と2号消火栓にわけられる。屋外消火栓と

異なり、水圧が抑えられ一般住民にも操作しやすい仕様となっており、消防法施行令では

有効到達距離は25m（屋内1号消火栓）、15m（屋内2号消火栓）となっている。 

■易操作性1号消火栓 

 易操作性1号消火栓は、女性や高齢者でも1人で使用できる消火栓として開発された消火

栓である。消火能力に関しても屋内1号消火栓と同等の能力を持つ為、有効到達距離は25m

とする。操作方法としては、ホースを全て取り出さないと操作ができない従来と異なり、

消火栓弁の開放→ホースの延長→放水等の一連の操作を1人で行えるようになっている。 

c）市街地火災の延焼シミュレーション 

 市街地火災時の延焼様態を把握する為、「防災まちづくり支援システム」の「総プロ延

焼シミュレーションシステム」(以下、「延焼シミュレーション」)を用いて検証する16)。こ

の延焼シミュレーションは、建造物の面積・防火性能・建造物間距離・階数・風向風速を

パラメータとし、出火点を設定することで30分毎の延焼様態図の可視化と10分毎の延焼棟

数の算出が可能である。 

防火性能の設定としては、外部火災に対する性能を評価し、土蔵を準耐火造として扱っ

ている。 

d）建造物の耐震性に関するアンケート調査 

消防活動力のアンケート調査と合わせて建造物の耐震性に関するアンケート調査を実施

する。アンケートの回答は、プライバシーなどに配慮して記名は任意としているので、建

造物を特定することはできないが、調査エリアに存在する建造物の構造性能の傾向を大ま

かに把握できることから、リスクを分析し対策等を検討するための一助となる。アンケー

トでは、プライバシーや一般人でも解答しやすい文章に配慮し以下のような設問を設定す

る。 

・用途、構造、建設年代、建物の設計・施工業者の分類、改修・修繕の有無 

・購入・建築時の住宅金融公庫の利用の有無 

戦後の住宅の構造性能を判断する目安の一つとして、「住宅金融公庫融資をうけて

いるか否か」がある。金融公庫（現、住宅金融支援機構）の融資を受けると、公庫

が定める仕様書を守って建てる必要があり、それによって構造性能に違いが生じる

ためである。 

・廊下やトイレ・台所は柱が見えるか？あるいは壁に隠れて見えないか？ 

  住宅の構造性能は、真壁（柱が見える造り方）か大壁（壁で柱が見えない造り方）

かによっても異なる。一般に、和室は真壁、洋室は大壁である。 

・１階の和室の部屋数 
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  和室と洋室では構造性能が異なり、さらに、一般に地震で建物が倒れるときは1階部

分である。 

e）建物個々の静的な耐震性能評価 

 栃木市や桜川市、桐生市といった北関東の伝建地区に現存する歴史的建造物の種類や形

態は多様であり、それぞれに応じた耐震対策を検討することが求められる。全ての建物に

対して用意しておくことは現実的ではないため、伝統的建造物を、見世蔵・土蔵・石蔵・

木造の建築形式に分類（写真58）し、栃木町地区・嘉右衛門町地区、桜川市真壁町地区と

した。栃木町地区・嘉右衛門町地区の２地区の伝統的建造物を、見世蔵・土蔵・石蔵・木

造といった建築形式と屋根形式、入口形式で類型化し、それぞれの関東型の代表的な建物

に対して実測調査を行う。そして、その保有水平耐力を推定し、伝統的建造物の保存や修

復、構造補強の際の指針としていく。 

 

 
写真58 架構の類型化 

 

f）構造ヘルスモニタリング（強震観測・振動測定） 

 建物の振動性状を直接把握する手法として、人力加振による振動や常時微動を測定する

振動測定や、強震計を設置して地震観測が有用である。それらから得られたデータを分析

することにより、建物の固有周期や減衰定数などの振動性状がわかるほか、建物の剛性な

ども推定することができることから、継続的に計測を行い建物の健全性を逐次把握できる

構造ヘルスモニタリング手法としても有効である。特に、土蔵造建物の地震応答性状に着

目した研究事例が極めて少なく、さらに北関東の見世蔵は木造住居などが裏に連担してい

ることが多く、それらの連成効果についても明らかでない。そのような中で、見世蔵での

強震観測を継続的に実施（写真59）し、見世蔵の地震応答性状を解明するための有益な実

測データを取得し続けている。 

 

見世蔵 木造住居 木造店舗 土蔵 
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写真59 見世蔵における強震観測状況 

 

g）路地の耐震安全性検証 

 昔からの町割りが残る町並みでは、細街路や耐用年数に不安を抱える木造家屋が多く、

防災上脆弱な点も多い。細街路（写真60）については、現在でも住民の生活動線として重

要な役割を果たしており、地震や火災などの災害時にもそこが避難路として使われること

が容易に想像できる。したがって、その安全性を確認しておくことが必要である。そのよ

うな場合の検証手法として、細街路の現況を把握した上で、組積塀の耐震安全性に着目し、

簡易的な診断などにより防災上の課題を明らかにする手法を提示する。まず伝建地区内に

ある細街路の現況を把握するための現地調査を実施し、細街路に面する塀の高さや厚さ等

の基本的な寸法のほか、損傷状況・劣化状況・ぐらつき等を主に外観から調べる。この他

にも、路地に隣接する建物の屋根形状や屋根葺材を観察し、落下危険性等の検討を行う上

での基礎資料を収集する。そして、現況を明確にした上で、塀転倒時の閉塞箇所や、組積

塀に対してブロック塀の診断カルテに準拠した診断を行い、転倒危険性を簡易的に把握す

る。 

 

 

  

写真60 桐生新町地区の細街路の様子 

 

 

 

見世蔵の外観 

小屋組上地震計設置状況 

１階床上地震計設置状況 
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④栃木市嘉右衛門町地区における火災対策のケーススタディー 

a）防災的特質 

 嘉右衛門町地区を南北に走る日光例幣使街道は、元和3年(1617年)に徳川家康の棺が久能

山から日光山へ改葬された際に設けられたとされる。日光例幣使街道沿いには13の宿が置

かれ、中でも規模が大きかったものの１つが栃木宿である。栃木宿の発展と共に町場が形

成され、嘉右衛門新田村がその中心となり、日光例幣使街道に沿って短冊状の地割りがな

され、麻類、糸綿、質屋、荒物店、居酒屋等、様々な店が両側に連なっていた。 

元治元年(1864年)、水戸藩士藤田小四郎のひきいる「天狗党」は筑波山に挙兵、宇都宮藩

の協力を得て日光に拠ろうとしたが、さまたげられて太平山(栃木市)に結集し、田中愿蔵の

一隊が町に放火し栃木町は上町をのこして中町下町など二百数十件が焼失した歴史を受け、

栃木町は家を再建するときに多く土蔵造りとしたと言われている17）。 

こうした背景を受け成立した町並みを今に残す嘉右衛門町では、日光例幣使街道に沿っ

た短冊形の敷地割りと密集した建造物、見世蔵・土蔵が多く立ち並ぶ在郷町となっており、

防災的特質は、密集した市街地故の市街地火災の危険性の高さと防火性能の高い土蔵群が

建ち並ぶ町並みとなっており、非常に防災的には取組み甲斐のある景観形成を成している

と言える。 

本地区では2011年の東日本大震災を受けて損傷した建造物が多く存在し、修理・修景作

業が続々と行われつつある。 

b）初期消火 

■消防設備 

広域の消防隊が使用する既存消火栓の他、消防隊の到着前や、広域災害時に消防隊の到

着に時間を要する場合等に備え、初期消火の為の住民等にも使用可能な消防設備の整備は、

ハード面から初期消火力の向上に直結する要素である。 

本地区において、設置されている消防設備に関して、設置状況、損傷状況などを確認す

るため、伝建地区内の消防設備を調査した。消火栓についてその設置場所を確認した。 

消火栓については、地下式単口の屋外１号消火栓が43基設置されており、消火ホースの

格納庫は併設されていない。消火栓の口径は全て65mmである。消火栓・位置に関して図42

にまとめる。 

（公設消火栓） 写真61 

地下式単口消火栓43基を確認した。それぞれ口径は65mmであり、全て先に示した屋外

１号消火栓であるため、操作には２以上の経験者が必要となる。したがって、住民が使用

可能な消火栓は存在しない。消防団がホースを運搬して用いる想定で有効到達距離を40m

としても、短冊型の敷地割の為、敷地奥へはホースの到達が困難となり、全846棟中312棟

（37%）が１方向以上から消火可能となる。 
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               図42 消火設備分布図 

 

   

写真61 屋外１号消火栓 

 

（自然水利） 

 自然水利としては、伝建地区東部近傍を流れる巴波川（写真62）が挙げられる。可搬式

動力ポンプにより取水するには、恒常的に水量が保たれていることが水利として必要とな

る。巴波川に関しては、常に水位が一定に保たれており、また氾濫等も見られない為、水

利としての利用想定が可能と考えられる。しかし、その他の水路（写真63,64）に関しては

現況では水深が低く、使用想定できないものも見受けられた。 



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

83 

   

写真62 巴波川         写真63 水深の不十分な水路 

 

写真64 伝建地区外西部の水路 

■消防団 

 消防団は、消防本部や消防署と同様、火災の警戒、鎮圧、その他の消防活動等に従事す

る機関として消防法に基づき設置されている。常勤の消防職員が勤務する消防署とは異な

り、火災等の災害発生時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、消火活動・救助活動を行う非

常勤特別職の地方公務員であり、実質的な初期消火活動としては、地域に密着した消防団

が対応しつつ、消防本部や消防署等の広域消防との連携を図るような流れとなる。 

 栃木方面では、平成24年度栃木市消防年報によると、消防団員は482名在籍しており、消

防ポンプ自動車21台、小型動力ポンプ付積載車7台、指揮連絡車2台が整備されている。 

■自主防災組織（住民） 

自主防災組織は、消防団とは別にそれぞれの地区で町内会や自治会ごとに結成、活動が

行われる。活動はそれぞれの規約に基づくものであり、地域ぐるみの防災活動の基盤とな

るものである。この活動を地域のコミュニティとしての様々な活動と組み合わせると同時

に、消防団や地域の様々な団体と連携することが防災活動にとって重要な要素となる。本

地区は、複数の町丁目で構成された地区であり、この内の大町と泉町については、自主防

災組織が設置されているものの、嘉右衛門町地区など自主防災組織が存在しない自治会も

ある。この地区およびその周辺の住民に対して、防災意識や防災対策に関する意向の把握

を目的として、栃木市教育委員会の協力のもと、各町内会長への本防災事業の目的やアン

ケートの趣旨、調査途中経過について説明を行い、それぞれの町内へアンケートを配布し

た。ここでは、住民による自主防災組織の活動力の指標ともなる“高齢化”と“隣三軒顔

見知り（近隣関係）”について述べる。 

（高齢化） 

 住民による自主防災組織を考える際、その活動力の基盤となる住民の年齢構成は重要な



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

84 

要素となりうる。アンケートにて、住まいの方の人数・年齢を把握した所、図43に示す結

果となった。お住まいの方の年齢に関しては、65歳以上の高齢者は、全体では428人（36％）、

75歳以上の後期高齢者も全体で21%と総じて調査時期の全国平均に対して5割ほど高い結

果となった。一方で、消火活動を見込むことが出来る64歳以下の人口も一定量存在し、住

民の活動による自主消防体制を築くことも可能だと考えられる。 

 

図43 住まいの方の人数と年齢【全体：n=1174】 

 

（隣三軒顔見知り） 

住民による自主防災組織を考える際、上記の高齢化と共に、消防活動時の協力体制が築

く基盤が整っているか否かが要素となる。その指標となるものが、近隣世帯にだれが住ん

でいるのか、知り合いなのか把握しているかどうかという隣三軒顔見知りが挙げられる。

アンケートにて、住まいの『向こう三軒両隣』が顔見知りか否かを把握した所、図44に示

す結果となった。 

 消火・避難活動を行う際に、近隣住民同士の協力は必要不可欠であり、近所と協力体制

が災害時の対応に有用に寄与する。本地域では、全447世帯中404世帯（90%）で向こう三

軒両隣が顔見知りであるという結果となり、隣近所との協力体制は築きやすいと言える。 

 

図44 向こう三軒両隣の顔見知りの有無【全体：n=447】 
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c）消火設備の検証 

■ケース１：易操作性１号消火栓により保存地区全棟消火可能とした場合（図45） 

既存の屋外１号消火栓43基に加え、50基の易操作性１号消火栓の新設により、保存地区

内の全ての建造物が１基以上から消火可能となる。 

 

図45 ケース１の消火可能範囲 
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■ケース２：屋外1号消火栓を日光例幣使街道沿いに新設した場合（図46） 

既存の屋外１号消火栓43基に加え、7基の屋外１号消火栓の新設により、378棟(45％)が

消火可能となる。但し、敷地奥に、消火栓ホースが届かない部分がある為、敷地内に易操

作性１号消火栓の設備が必要である。 

 

図46 ケース２による消火可能範囲 
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■ケース３：易操作性1号消火栓を加え保存地区全棟消火可能とした場合（図47） 

 既存の屋外１号消火栓43基に加え、7基の屋外１号消火栓と27基の易操作性１号消火栓の

新設により、保存地区内の全ての建造物が1基以上から消火可能となる。 

 

 

図47 ケース３による消火可能範囲 



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

88 

■ケース４：易操作性1号消火栓のみで保存地区全棟消火可能とした場合（図48） 

 地震後火災や同時多発火災等の広域消防の活動が見込めない場合を想定し、既設の屋外

１号消火栓を用いずに、易操作性１号消火栓のみで保存地区全体を消火可能とする手法を

検討した。この場合、私有地敷地内への整備を要し、69基の新設が必要となった。 

  

 

図48 ケース４による消火可能範囲 
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d）延焼抑制 

■市街地延焼様態 

初期消火に失敗して、市街地火災に発展した場合、延焼抑制は都市基盤の防火性能に依

存せざるを得ない。歴史的町並みでは、防耐火性能が低い裸木造建造物が占める割合が高

く、市街地火災では、短時間で広域に燃え広がる恐れがある。一方、土蔵建造物は開口部

に防火設備を設置することで延焼遮断体として機能し得る等、地区の建造物の防耐火性能

に延焼様態は左右される。 

そこで、こうした背景を受けて成立した本地区の町並みで、市街地における延焼様態を

把握すべく、先述した延焼シミュレーションを用いて検証を行った。 

本地区の建物属性情報を図49に示す。延焼シミュレーションを用いて延焼様態の把握を

行った。風向の設定は、近傍の小山の最多風向である「北北西」と「南南東」の２通り、

風速は小山の平均風速1.5m/sの危険側をとって3.0m/sと設定した。出火点は、単独火災を

想定し、全ての建造物を対象として行った。以降に、延焼様態の特徴を抽出して示す。 

 

構造種別図

伝統的建造物群保存地区

凡例

裸木造

準耐火造

防火造

耐火造

N

 

図49 建物構造分布 
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準耐火造 46棟 17.0% 5,292㎡ 19.9% 75棟 8.9% 9,569㎡ 12.6%
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（伝建地区外から出火した場合（出火点A））図50,51 

伝建地区と近接市街地間で延焼・類焼関係を有している。 

伝建地区外から出火した場合でも、出火後60~90分にかけて伝建地区内に延焼が拡大して

いる。一方、幅員7mの日光例幣使街道で延焼遮断はできており、出火後70～110分にかけ

て延焼が停滞しているが、出火後120分時には最終的に24棟の累積焼失棟数となる。 

出火点付近の家屋密度が比較的低いため、初期30分程度の延焼は比較的緩慢で、約10分

毎に１棟ずつ延焼している。  
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図50 出火点Aにおける延焼様態図    図51 出火点Aにおける累積焼失棟数 

 

（伝建地区外で出火した場合（出火点B））図52,53 

木造家屋が密集する伝建地区外で顕著な火災拡大が見られる。 

伝建地区外南部では木造家屋が密集しており、初期の延焼速度も出火点Aより急速で、市

街地火災時には出火後120分で累積焼失棟数56棟へと急速に延焼が拡大している。 

幹線道路によって延焼遮断は見られるが、出火後280分までは延焼が進み83棟の焼失とな

る。 
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図52 出火点Bにおける延焼様態図    図53 出火点Bにおける累積焼失棟数 

 

（伝建地区内で出火した場合（出火点C））図54,55 

幅員の広い道路でも延焼遮断されない地域が存在する。 

幅員7mの日光例幣使街道によって延焼遮断が見られる地区もあるが、出火点Cでは出火

後30～60分に蛇行する本街道を超えて向かいの市街地にまで延焼が拡大している。 

その為、延焼は停滞せずに拡大し、累積焼失棟数は出火後180分時に60棟まで及ぶ。 

延焼速度が小さい初期の15分程度の間に火災を抑制できるかどうかが、延焼規模を支配

する大きな要因と考えられる。自衛消防の強化は、延焼規模の抑制に有効であろう。 
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図54 出火点Cにおける延焼様態図    図55 出火点Cにおける累積焼失棟数 

 

■広域消防（消防本部・消防署） 

延焼抑制と関係するソフト面の市街地構成要素としては、大規模な水膜による広域消火

活動や予防注水等による消防活動を行うことが可能である広域消防が挙げられる。 

 当消防本部は昭和46年に栃木市と隣接の藤岡町、大平町、都賀町、西方村の1市3町1村で

栃木地区広域消防組合として発足、現在は平成23年10月の市町村合併により栃木市消防本

部となり、1本部・1署・4分署、職員170名の構成となっている。消防署・消防分署・消防

団の所在地を図56に示す。 

 消防署としては、本地区から0.6kmの直近の位置で消防本部（写真65）、栃木市消防署が

位置している。 
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写真65 栃木市消防本部 

 

 

図56 栃木市広域消防分布図（H24年度栃木市消防年報18)より転載） 
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e）防災対策の方向性 

 以上の検証より、防災対策の方向性を抽出した。 

【延焼様態】 

・嘉右衛門町伝建地区と近接市街地の間で、延焼・類焼関係を有する。 

・日光例幣使街道を始めとした南北方向に通る道路による延焼遮断が見られる。 

・伝建地区外の木造密集部での延焼拡大が顕著である。 

・木造家屋の密集度が高い部分で出火した場合は、自衛消防により迅速な火災抑制が市街

地火災対策として重要である。 

【防災対策】 

・高齢化は36%と進んでいるが、向こう三軒両隣の認識は高く、住民の絶対数も多い為、防

災に関する協力体制を築く基盤は維持している。 

・公設の屋外1号消火栓のみの現況設備であり住民による初期消火設備は整備されていない。

また、地割の形成上、敷地奥行きが深い為、道路沿いの易操作性1号消火栓新設では、敷

地奥への到達は困難であり、伝建地区9.6ha（271棟）あたり、50基の整備が必要となる。 

・木造密集部の面的整備は整備棟数が膨大となるが、日光例幣使街道沿いの整備では、少

数で延焼遮断を実現する効率的な整備とすることが可能であり、今後の修理・修景事業

と重ねて行っていくと理想的である。 

【総括】 

高い建造物密度と梁間長い建造物形状を有し、延焼拡大が速く、初期消火設備の新設が

私有地にも必要となる。その為、早期発見からの近接市街地の広域消防との連携、私有地

への設備整備、住民の消防活動に関わる啓発等が重要である。長期的には修理・修景と合

わせた面的整備による延焼抑制効果を期待できる。 

⑤見世蔵における構造ヘルスモニタリングと耐震性評価に関するケーススタディー 

土蔵造建物の地震応答性状に着目した研究事例が極めて少ない中で、本プロジェクトで

は国の登録有形文化財の見世蔵での強震観測を継続的に実施している。そこでは、見世蔵

の地震応答性状を解明するための有益な実測データが得られている。しかし、当該建物に

は木造家屋(現在は教室や事務室の用途で使用)が連担しており、そのことが見世蔵の地震応

答性状へ及ぼす影響などについては明らかになっていない。 

そこで、強震観測や振動測定に基づき建物の構造健全性や耐震性を評価することの有用

性を見世蔵で実施しているケースを例に検証する。 

a）見世蔵における強震観測結果 

研究対象建物の外観を写真66に示す。この見世蔵の上部(小屋組)と下部(１階土間コンク

リート)で2011年8月から強震観測を開始し、2013年12月末までに計57波の加速度記録が観

測されている。その57波について、上部と下部の最大加速度の関係を図57に示している。

上部の応答加速度は、間口方向(NS方向)に比べて奥行方向(EW方向)が大きく増幅する傾向

がある。この傾向は１質点系弾性応答解析によって同様の性状を捉えることが出来ている

が、実測された応答加速度は解析結果よりも特に大きくなる結果であった19)。 

また、図58にはパワースペクトル比(上部／下部)の卓越周期から評価した１次固有周期の

推移を示す。固有周期は、NS・EW方向共に、観測を開始した当初から伸びるような傾向

は見られない。したがって、建造物の剛性が低下することはなく、構造的に概ね健全であ

ることが確認できる。なお、図59に示す固有周期と最大加速度の関係から、固有周期が最

大加速度に依存している様子が確認できる。 
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写真66 強震観測実施建物 
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図57 上部と下部の最大加速度の関係   図59 固有周期と最大加速度の関係 
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図58 １次固有周期の推移 

 

b）連坦する建造物の振動測定 

 連担する見世蔵と木造家屋に対する振動測定(常時微動測定、人力加振測定)を実施し、各

棟単体の固有周期と減衰定数、さらに連担する建物が互いの振動に及ぼす影響などを把握

した。振動測定の実施要領を表18に示す。測定は、振動計を複数点に設置し、NS方向とEW

方向のそれぞれの方向について実施した。振動計の設置ケースの一例を図60に示すが、こ
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の他にも様々な設置ケースで測定を実施した。 

 

表18 振動測定実施要領 

測定方法 常時微動測定 人力加振測定

振動計 サーボ型速度計 サーボ型速度計

設置位置 １階、２階、小屋組 １階、２階、小屋組
サンプリング周波数 100Hz 200Hz

測定時間 10分間 -
加振周期 - 0.6ｓまたは0.48ｓ
加振回数 - 加振箇所につき１セット10加振を５セット
加振人数 - ２人または４人
減衰評価 - 自由振動波形から対数減衰  

 

 

 

  

NS
0 . 1 9 5

（ 0 . 1 0 9 ）
0 . 1 5 1

（ 0 . 0 8 3 ）

EW
0 . 1 5 0

（ 0 . 1 3 8 ）
0 . 1 1 7

（ 0 . 0 6 4 ）

NS 0.029 0.040

EW 0.026 0.057

木 造 家 屋

固 有 周 期 T0

（T2）　[s]

減 衰 定 数 h 　

方 向 見 世 蔵

T0： ス ペ ク ト ル 比 （ 小 屋 組 / １ 階 ） の 卓 越 周 期

T2： ス ペ ク ト ル 比 （ ２ 階 / １ 階 ） の 卓 越 周 期 

図60 振動計設置ケース 

 

図60の通りに振動計を設置した際の常時微動測定によるパワースペクトル比を図61に示

す。各棟の小屋組では、NS・EW方向共に明瞭な卓越周期を確認できるが、連坦する建物

双方の周期成分が見られ、相互に影響し合い振動している様子が伺える。特に２階床では

その影響が大きいことが確認できる。表19には、見世蔵と木造家屋のNS方向とEW方向の1

次固有周期ならびに減衰定数を示している。微動測定より得られた見世蔵の固有周期は、

先に示した強震記録から評価した固有周期よりも短くなり、強震記録による固有周期(平均

値)に対してNS方向が84%、EW方向が80％となった。また、人力加振後の自由振動波形か

ら対数減衰により評価した減衰定数は、見世蔵が2.5～3.0％程度、木造家屋が4.0～6.0％程

度であった。 

 

表19 1次固有周期と減衰定数 
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(a) NS方向(間口方向)       (b) EW方向(奥行方向) 

図61 パワースペクトル比 

 

c）多質点系応答解析による地震応答性状の検証 

 解析モデルは、図62に示すように見世蔵と木造家屋をそれぞれ２質点系に置換し、両建

物を２階床位置の剛体梁で連結している。各層の柱は２方向せん断バネとし、強震観測記

録(下部)を２方向同時入力する弾性応答解析を行う。内部粘性減衰は、剛性比例型(h=5%)

とする。 

モデルの層剛性は、まず２層の剛性を２階床に対する小屋組のパワースペクトル比の卓

越周期(表19中の２層固有周期)と２層重量から推定した。そして、１階床に対する小屋組の

パワースペクトル比の卓越周期(表19中の全体固有周期)と各層の重量、２層剛性を用いて１

層の剛性を推定した。解析に用いた各値を表20に示す。見世蔵のEW方向の１層剛性が他に

比べて極端に高いが、見世蔵の１階EW方向の壁だけがほぼ無開口であること、また下屋が

あることで上階より壁量が多いこと、さらに北側構面に鉄筋コンクリート造の防火壁(改修

時に新設)が設置されており、これが構造的にバットレスのような機能を有してしまってい

ることなどが影響していると考える。 

 

                        表20 解析モデル諸元 

  

NS EW NS EW

１層
２層
１層 39.6 179.5 38.3 63.3
２層 38.3 23.6 29.1 49.8
全体 0.195 0.150 0.151 0.117
２層 0.109 0.138 0.083 0.064

１層 26.4 119.6 25.9 42.2

２層 25.5 15.7 19.4 33.2

0 . 1 8 40 . 1 4 4

2 1 1 . 0 1 4 5 . 9

見世蔵 木造家屋

建 物 重 量 W 　 [ k N ]
5 0 . 1

剛 性 ｋ 　 [ k N / m m ]

固 有 周 期 T 　 [ s ]

剛性k2/3　[kN/mm]

固有周期T2/3　[s]

1 1 2 . 3

全体 0 . 2 3 80 . 1 8 3
 

図62 解析モデル 
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実測値と推定剛性を用いた解析結果の上部最大応答加速度を比較して図63(a)に示す。

NS・EW方向共に全体的に実測値に比べて解析結果が大きくなった。これは強震観測と微

動測定による固有周期の差異が影響していることが考えられる。そこで、簡便的ではある

が、推定した際の剛性バランスを保ちながら、解析モデルの固有周期が強震観測時の固有

周期と同程度になるように推定剛性に一律0.67倍(2/3倍)を乗じて低減させたモデル(低減モ

デル)で検討を行った。低減させた剛性とその時の解析モデルの固有周期は、表20中に

k2/3,T2/3として示している。低減モデルによる解析結果を実測値と比較して図63(b)に示す。

連担する建物の影響を考慮した解析モデルで、固有周期を強震観測時の値に合わせること

により、NS・EW方向共に、実測値と概ね同程度の応答値を捉えられることがわかった。

そこで、この低減モデル(連担モデル)を使って見世蔵単体の２質点系モデル(単体モデル)を

作成し解析を行った。その結果を低減モデルと比較して図63(c)に示す。この図より、建物

が連担していることによって、NS方向へ及ぼす影響はほとんど無いが、EW方向では単体

の時よりも応答が２割程度上昇することが明らかになった。 

 

 

(a)推定剛性モデル     (b)低減モデル    (c)単体モデルとの比較 

図63 シミュレーション解析による実測値の再現性 

 

以上より、強震観測や振動測定を行うことによって、多数の地震を経験してきても固有

周期の変化が無くこれまでのところ構造的に概ね健全であることが判断できた。さらに、

シミュレーション解析により、見世蔵の地震挙動を比較的精度よく再現でき、連担してい

ることが見世蔵の地震応答性状へ及ぼす影響なども明らかにできた。全ての建物にこのよ

うな対策を講じることは現実的では無いが、地区内の代表的な建物で行っておくことで、

類似する建物の様子を推測するための判断資料の一つとなり有用と考える。 

⑥桐生新町伝建地区における路地の耐震安全性検証のケーススタディー 

 桐生市桐生新町伝建地区には、細街路や耐用年数に不安を抱える木造家屋が多く、防災

上脆弱な点も多い。細街路については、現在でも住民の生活動線として重要な役割を果た

しており、地震や火災などの災害時にもそこが避難路として使われることが容易に想像で

きる。したがって、その安全性を確認しておくことが必要である。そこで、桐生新町伝建

地区を対象とし、路地が災害時に限らず平時でも安全かつ安心に人々が通行できるか、ま

た避難路として機能するかの検討を行う。 

ここでは、細街路の現況を把握した上で、組積塀の耐震安全性に着目し、簡易的な診断

などにより防災上の課題を明らかにする手法の有用性について検証する。 
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a）調査・研究方法 

ここでは、４m未満のいわゆる二項道路のほか、接道が無い住居へのアプローチとなって

いる私有地の通路を『路地』と定義し、伝建地区内にある路地全数について現況を把握す

るための現地調査を実施した。図64中のグレーで塗潰した路地が調査対象となり、総本数

が44本、総延長は2,178mである。現地調査では、路地に面する塀について、表21に示す項

目を調査し、高さや厚さ等の基本的な寸法のほか、主に外観から損傷状況・劣化状況・ぐ

らつき等を調べた。なお、鉄筋の有無については、電磁誘導式の鉄筋探査機を用いて把握

した。この他にも、路地に隣接する建物の屋根形状や屋根葺材を観察し、落下危険性等の

検討を行う上での基礎資料を収集した。 

本スタディーでは、現地調査データを整理し、現況を明確にした上で、塀転倒時の閉塞

箇所や、コンクリート系材料や石材を用いた組積塀に対してブロック塀の診断カルテに準

拠した診断を行い、転倒危険性を簡易的に把握した。 

                       表21 調査項目 

 

図64 調査対象路地の分布 

 

b）路地の現況 

■路地の幅の分布 

 路地幅の分布を図65に示す。ここで、路地幅は基本的に塀や外壁等で挟まれた内法寸法

としているが、鉢植え等の通行の妨げとなる要素が存在する場合には、それを含めた内法

寸法としている。全体的に見ると、幅が概ね2m前後の路地が多い。そのような中で、最も

狭い路地の幅は0.6mと極めて狭隘であり、1m以下の箇所が総延長で65.2m(調査路地の３％

の長さ)存在することがわかった。これらの路地では、例えば担架や建具を使い要救援護者

の救出もしくは避難することが物理的に不可能な箇所となる。 

■塀の種類の傾向 

寸法（高さ・厚さ）

使用材料

控え壁の有無

透かしブロックの模様

鉄筋の有無

塀の傾き

ひび割れの有無

損傷状況・変色の有無

ぐらつきの有無

耐
力
係
数

補修の有無

保
全
係
数

・路地に近接する建物の屋根の積載物
・路地への軒先の突出の有無

基
本
性
能
値

外
観
係
数

・路地幅
・路地の傾斜の有無
・路地に近接する建物の屋根伏せ
・路地に近接する建物の屋根葺材
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 これらの路地に接する塀や外壁等の総延長は3,918mであり、種類別の割合は図66の通り

である。コンクリートブロック(化粧ブロックを含む)が最も多く全体の38％を占め、大谷石

などによる石塀も含めると組積塀が41％存在する。その次に建物外壁面が塀と並んでいる

ところが多く、全体の32％を占める。 
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図65 路地幅の分布          図66 塀・外壁の分類 

 

■塀の高さと路地閉塞率 

 塀の高さについては、図67に示すように2.2m以上が全体の7％、1.2m未満が12％であっ

た。そこで、塀が転倒した際に路地が閉塞される箇所について、先に示した路地の幅に対

する塀の高さの関係から評価した。閉塞危険性の高い路地の一例を写真67に示す。図68中

には、塀が転倒した際に路地を閉塞する箇所を示しており、図中の青色の部分が“片側の

塀の転倒により閉塞する箇所”を示し、赤色の部分が“両側の塀の転倒により閉塞する箇

所”を示している。なお、ここでは建物の倒壊、落下物等による閉塞は考慮せず、塀の転

倒のみで評価している。路地の総延長に対する、塀の転倒により閉塞する路地長さの比率

を“路地閉塞率”と定義し評価すると、どちらか片側の塀の転倒により閉塞する場合の路

地閉塞率は26.9％であり、両側の塀の転倒による閉塞を含めると調査した路地の35.4％を占

めた。 
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図67 塀の高さの分布 

 



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

101 

  

写真67 閉塞危険性の高い路地の一例 

 

図68 路地閉塞箇所 

 

c）組積塀の耐震安全性の検証 

 安全な生活動線や避難路を確保するためには、塀の耐震安全性を確実に確保しておくこ

とが必要である。そこで、本報では、全体に占める割合が多く、過去の震災においても多

数の転倒被害が報告されている組積塀について、ブロック塀診断士テキストのブロック塀

の調査診断及び危険度判定(1次診断)20)に準拠して転倒危険性を評価する。ここで、ブロッ

ク塀の1次診断は、(社)日本建築学会組積工事運営委員会傘下のブロック塀システム研究小

委員会が作成した診断手法を用いる。1次診断では、表21に示したように構成材料などから

評価する「基本性能値」と損壊状況などから評価する「外観係数」、さらにぐらつき、補

修の有無から評価する「耐力係数」、「保全係数」によって総合的に求めたＱ値(図69)に従

青線：片側の塀の転倒により閉塞する箇所 

赤線：両側の塀の転倒により閉塞する箇所 
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い、「安全」「一応安全」「注意」「危険」に判定される。なお、1次診断は、診断の精度

よりも診断の迅速性および簡便性を優先するものであり、診断結果の取り扱いを慎重に行

わなければならない。特に、診断した結果、「注意」「危険」と判定された塀については、

２次診断(精密診断)を実施するか、「補強(転倒防止)対策」もしくは「撤去」を検討すべき

ものである。なお、この診断手法は、ブロック塀を対象にしたものであり、ブロック塀と

石塀では抵抗メカニズムも異なるが、参考として石塀に対しても同様の手法に従い診断を

行った。 

 

基
本
性
能
値

Ｑ値の値により以下のよ
うに判断できる。

Ｑ＞70・・・安全
55≦Ｑ≦70・・・一応安全
40≦Ｑ＜55・・・注意

Ｑ＜40・・・危険

外
観
係
数

耐
力
係
数

保
全
係
数

Q値

 
図69 Q値の判定指標 

 

診断結果の傾向を図70に、診断結果の分布図を図71に示す。現地調査データに基づく診

断の結果、危険が1％、注意が7％、一応安全が14％、安全が78％となり、簡易的な診断に

依拠した結果ではあるが、早急な対応が必要な塀の占める割合が少ないことが明らかにな

った。このような結果になった理由として、診断では劣化状況やぐらつきが判定結果に大

きな影響を及ぼすことになるが、著しく劣化していると判断した塀が少なかったこと、ま

たコンクリートブロック系の組積塀では鉄筋が配筋されているものが予想に反して多かっ

たことが挙げられる。「注意」もしくは「危険」の判定となったものの多くは、かさ木の

欠落・損壊が見られたり、目地が不均一で傾斜が確認されたことにより、外観係数に問題

ありと判断した塀であった。 

以上の結果より、組積塀の基本的性能は概ね安全と考えられるものが多い現況を把握す

ることができた。しかし、鉄筋が配筋された石塀は無く、それらの対策の検討や、注意や

危険と判定された塀に対する改善を早急に進める必要がある。特に、図71中の楕円で囲ま

れた箇所は、注意や危険と判定された塀が多く、なおかつ塀の転倒により閉塞される路地

であり、優先的に詳細な検討を進める必要がある。 
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危険, 

17.8m, 1%
注意, 

100m, 7%

一応安全

209.1m

14%

安全, 

1181m, 

78%

 

図70 診断結果の傾向 

 

     

 

青線：安全 

緑線：一応安全 

黄線：注意 

赤線：危険 

閉塞率が高く、かつ注意もしくは
危険な組積塀が存在するエリア 閉塞率が高く、かつ

注意もしくは危険
な組積塀が存在す
るエリア 

組積塀は少ないが、住居が
密集するエリア 

 

図71 診断結果の分布 

 

d）その他の危険になり得る要素 

 家の屋根の上にあるのはアンテナがほとんどであったが、そのアンテナが倒れていたり、

確実に固定されていないものが観察できた。また、路地に面して自動販売機(写真68)なども
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設置されており、それらの転倒危険性なども確認しておくことが必要である。さらに、路

地にはゴミ等の不要と思われるものが放置されているところ(写真69)もあった。一方、目視

で確認できたひび割れ・変色等の問題があると判断したものの中には植栽によって損壊や

傾きを生じさせているもの(写真70)や目地が均一に塗られていないもの、雑多な荷物等によ

り塀を圧迫しているもの(写真71)があった。それらについては、地域住民と行政らが協力し、

生活環境や風致に影響を与えないように配慮しながら、必要性の低いゴミや植物の撤去等

の改善を図っていくことが必要と考える。 

 

 

写真68             写真69       写真70       写真71 

 

以上、現地調査に基づき桐生新町伝建地区の路地の現況を把握する手法を提示し、桐生

新町地区を対象に実施した結果について示した。ここでは調査データの内、主に塀に着目

した検討であったが、路地に面する建物の非構造部材にも配慮した耐震安全性を診断し、

必要に応じて早急な改善を提案し促していくことも必要である。 

 

（６）北関東の土塗壁の構造性能および補修・補強手法とその効果の明示 

①土蔵造耐力壁の構造性能評価 

 東日本大震災では、北関東にある伝統的な建造物にも多くの被害をもたらし、特に土蔵

造の町屋や倉庫の甚大な被害が報告されている。土蔵造建物の耐震性については、これま

で全国的に見ても研究事例が稀少で未検証なことが多い。今回の震災被害を教訓にして土

蔵造建物の地震被害を軽減するために、その構造性能の解明と、補強方法の準備が必要で

ある。そこで、24年度までに既往の調査21)によって栃木市周辺の土塗壁の仕様を明らかに

した。そこで、その仕様に基づき土蔵造耐力壁(Type3試験体)を製作し、それに対する水平

加力実験を行い、構造性能を明らかにする。そして、得られた知見を土蔵造建物の耐震性

能評価ならびに耐震補強設計、被災建造物の残余耐震性能評価等に役立てることとする。 

a)実験概要  

 図72および表22に示す４タイプの試験体をそれぞれ１体製作して加力実験を実施した。

Type3-1は貫による効果の確認を目的とした軸組のみの試験体である。Type3-2は既存土蔵

造耐力壁の耐力・変形性能、損傷状況等を確認する試験体である。Type3-3はType3-2と同

じ仕様の試験体を修復限界変形まで加力するものであり、仕様が同じ試験体の構造性能の

ばらつきを確認するほか、損傷した試験体を補修し、補修効果を明らかにすることを目的

とする。Type3-4は耐震補強効果を検証することを目的に、軸組に構造用合板(以下、合板)

を張り付けた試験体である。 
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表22 試験体一覧 

試験体名称 仕様

Type3-1 土蔵造大壁に見られる貫と軸組のみ

Type3-2 土蔵造大壁の性能を最終破壊まで確認

Type3-3 修復限界状態までの性能を確認

Type3-4 土蔵造大壁に面材補強を施し、最終破壊まで確認  

 

 

        軸組      既存土蔵造耐力壁   面材補強耐力壁 

(Type3-1)     (Type3-2,3)      (Type3-4) 

図72 試験体概要図（屋内側立面および断面） 

 

試験体の形状や寸法、使用材料については、基本的に全て同一であり、幅はスパン910mm

の2スパン、高さ方向の仕口交点間の高さは2,730mmである。また、柱と横架材との仕口部

は、大変形でも柱の小口が横架材に接触しない形状にすることで、柱と横架材のめり込み

等による抵抗を無視し、壁板の性能だけを確認できるようにしている。さらに、栃木市周

辺に現存する土蔵造建物は、大壁部分の底面全面が基礎石に載って支持されていることを

考慮し、試験体の大壁部分底面は加力装置の鉄骨治具上に接地させている。Type3-2,3の形

状・寸法を図73に、使用材料と仕様を表23に、Type3-4(補強試験体)の形状・寸法を図74に

示す。 

 

 

(a)立面図         (b)断面詳細図 

図73 土蔵造大壁の形状・寸法 
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(a)立面図          (b)断面詳細図 

図74 補強試験体の形状・寸法(Type3-4) 

 

表23 使用材料と仕様 

仕様

材料 スギ(栃木産)

寸法
幅130mm ×
　 せい130mm+つた掛け20mm

材料 スギ(栃木産)
寸法 □150mm
材料 スギ(栃木産)
寸法 幅120mm × せい180mm

材料 スギ(栃木産)
寸法 幅30mm × せい120mm

楔 材料 ヒノキ(栃木産)
貫伏せ 材料 イグサ（琉球）

材料 真竹　栃木産
寸法 小径20～30mm

材料 真竹　栃木産

寸法
小径20～30mm

（横架材見付面には割竹を使
材料 藁縄
寸法 2.5分

粘土 産地 栃木県栃木市
川砂 産地 鬼怒川水系

部材

軸組

柱

梁

土台

貫

貫

間渡し竹 間渡し竹

小舞竹

小舞竹

留めつけ

壁土
 

 

 Type3-2,3,4の小舞竹の納まりや工程、壁土(荒壁土、中塗り土)の調合等は、既報1)で明ら

かにした仕様に基づき、図75に示す工程で試験体を製作した。伝統的な木造家屋では一般

的に真壁造が用いられるのに対して、土蔵造では分厚い大壁で構成される。そのため、下

地の竹には割竹でなく丸竹を使用し、横竹を柱側面の鋸刃状に加工した“つたかけ”の上

に載せ、竹の交点はすべて縛り、堅牢な小舞下地を製作する。また、軸組などによって壁

土断面が小さくなる部分や図73(b)中の「①荒打ち」および「③縦縄」、「⑤樽巻」の工程

では藁縄を配し、壁土の一体性を保つ工夫がなされている。さらに、図73(b)中③～⑤の工

程では、荒壁土を用いて壁厚を塗り増す前に、乾燥収縮の小さい中塗り土を薄く塗る“砂

摺り”を行い、荒壁土の定着を良くすることと、壁面の不陸軽減を図っている。 
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水練り

粘土のふるい分け
水置き

（1W）

壁土の練り混ぜ

(荒壁土)

(中塗り土)

(中塗り土)

(荒壁土)

(7W，切壺取付)

えつり工事

①荒打ち

②裏返し

③砂摺り・縦縄

(3W)

(4W)

(4W)

大工工事

⑧大直し・貫伏せ

⑨中塗り

④砂摺り・縄隠し

⑤砂摺り・樽巻(横縄)

⑥中塗り

(8W)

(40W)

加力実験

⑦むら直し

(12W)

(7W)

(40W)

左
官
工
事

 

図75 土蔵造大壁の施工工程 

 

本実験では、試験体の固定方法として柱脚固定式を採用し、変位制御による正負交番繰

り返し加力を行った。加力スケジュールは、見かけのせん断変形角((H1-H2)/H) が1/600・

1/450・1/300・1/200・1/150・1/100・1/75・1/60・1/50・1/40・1/30radとなる加力を３サ

イクルずつ漸増させた後、1/20radの加力を１サイクル行い、最終的にジャッキ許容ストロ

ークまで引き切る加力(変形角1/7rad程度)を行った。全試験体共通の計測項目は、水平荷重、

梁と土台の水平変位、柱脚の浮上り変位、柱頭・柱脚固定ボルトの軸ひずみである。その

他にもType3-2,3,4では、壁頭脚部における屋外側壁面と軸組との変位差の計測と、各目標

変形到達時にひび割れ発生状況と主要なひび割れ幅、楔の抜け量、軸組と壁板との肌別れ

量の観察を行った。さらに、Type3-4では軸組と合板とのずれ量、釘の破壊モードなど損傷

状況を目視により観察した。なお、Type3-2,3の実験では、被災した土蔵造建物の修理に携

わっている左官職人の立会いのもとで実施し、修復限界状態(部分的な補修により構造性能

を本来持っていた性能まで回復できる限界状態と定義)を左官職人の経験を頼りに判断した。

加力・計測方法を図76に示す。 

 

 

(a)屋外側               (b)屋内側 

図76 加力・計測方法 

 

b）被災建造物等の損傷評価資料の蓄積（Type3-2,3-3の損傷と変形の関係） 

 実験での主要な損傷経過を整理しておくことで、被災建造物等の損傷状況から残余耐震

性能の評価等を推測できる。そこで、Type3-2とType3-3の損傷経過について以下に示す。 
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Type3-2とType3-3で概ね同様の傾向が確認できた。表24には、損傷状況や最大耐力に対

する耐力比、残留変形等を変形と対応させて示している。まず、変形角1/600～1/450radで

隅角部に微細なひび割れが発生し、1/450～1/300radで内壁に横貫に沿ったひび割れが生じ

始めた。1/100～1/75radになると内壁の隅角部が圧壊をはじめ、ほぼそれと同じ変形レベ

ルで外壁脚部のはらみが確認されるようになった。1/75rad加力時には外壁面の中央柱付近

にせん断ひび割れが発生し、1/60～1/50radでは最上段の横貫に沿って外壁にひび割れが現

れ始めた。この時、内壁では横貫に沿ったひび割れが、柱内法幅の全長にわたって繋がり、

ひび割れ幅も進展したことから、1/50radを修復限界状態と判断した。さらに加力を進める

と、-1/30rad加力時に外壁面の中央柱付近に大きなせん断ひび割れが発生して外壁中央の壁

土が剥落したり、1/30rad～1/20radにかけて屋外側最上段の横貫に沿った複数のひび割れ

が一つに繋がるなど、損傷が進行すると耐力が低下を始めた。Type3-2は1/7.1radまで加力

を行ったが、藁縄との付着により、最後まで外壁面の壁土が大規模に崩落することは無か

った。 

 

表24 土蔵造大壁の損傷経過 
1/600 1/450 1/300 1/200 1/150 1/100 1/75 1/60 1/50※1 1/40 1/30 1/20

屋外側

屋内側

21 27 36 48 57 72 80 84 88 96 100 98
0.4 0.4 0.7 1.2 1.6 2.3 3.7 5.0 6.7 9.4 14.8 25.2

屋外側※2 15 25 30
屋内側 15 20 30

1 3
※1 熟練の左官工が修復できる限界と判断した変形角　　※2壁板と加力治具の天端のはだ別れを計測

5 10 ―

楔の抜け量[mm] 0.5 ―

残留変形[×10-3rad] ―

破壊経過

軸組と壁板の
はだ別れ[mm]

3 5 10 20 ―
3

層間変形角[rad] 最終状況

ひび割れ状況
青線：正加力時
赤線：負加力時

耐力比[％] 85

隅角部で微細なひび割れ発生

横貫周りにひび割れ発生

屋外側中央柱の両脇にせん断ひび割れ発生

屋外側壁脚部のはらみ（10cm)

横貫周りのひび割れ幅1mm以上

せん断ひび割れ幅1mm以上

屋外側壁脚部のはらみ

屋外側中央柱周りにせん断ひび割れ発生

壁面が柱面まではらむ屋内側壁脚部が土台全域に渡り圧壊

＋
加力方向

－

－
加力方向

＋

屋外側壁脚部のはらみ

屋内側の横貫上のひび割れが横一列につながる

屋外側横貫上にひび割れ幅

屋外側横貫上にひび割れ発生

屋外側壁脚部の隅角部付近の壁土剥離

屋内側横貫付近にて壁板のはらみ
屋外側壁脚部のはらみ（20cm以上)

屋内側にせん断ひび割れ発生

最
大
耐
力
時

屋外側中央柱の壁土の剥離

 

 

c）土蔵造耐力壁の設計技術資料の蓄積（耐力変形性状と壁倍率の評価） 

 実験より得られたType3-1,3-2,3-3試験体の包絡曲線(水平荷重と見かけのせん断変形角

の関係)を比較して図77に、実験結果一覧を表25に示す。表中には、同じ壁土を用いて製作

した木造民家真壁(Type2試験体、壁厚:約70mm)の実験結果22)も参考に示している。 

Type3-1試験体の耐力は、1/7rad以上の大変形に至っても低下することはなく、変形に比

例して上昇を続ける性状が確認できた。 

Type3-2試験体の最大耐力は37.1kNであり、その時の変形角は1/30radであった。最大耐

力以降も最終変形まで最大耐力の84%以上の耐力を維持し、高い靱性能を有していることが

確認できた。壁倍率は5.9となり、建設省告示1100号(以下、告示)で定める土塗壁の壁倍率

1.5 (真壁仕様：塗壁70mm)に対して約3.9 倍の値となった。 

Type3-3試験体は、修復限界状態と判断された変形角1/50radまでの載荷を行った。それ

までの各変形時の耐力は、Type3-2に対して正加力側で94%程度、負加力側で92%程度であ

り、同じ仕様で製作した試験体の構造性能は、施工精度に若干の差異があっても、ばらつ

きの小さい結果であった。 
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表25 実験結果一覧 

供試体 Pmax δ -Pmax K δ y δ v δ u Py 2/3Pmax 0.2Pu/Ds P120

名称 [kN] [×10
-3

rad] [kN/10
-3

rad] [×10
-3

rad] [×10
-3

rad] [×10
-3

rad] [kN] [kN] [kN] [kN]

Type3-1*2 10.68 66.67 0.22 22.53 42.94 66.67 5.06 7.12 2.80 3.29 0.7

Type3-2
*2 37.09 33.38 2.81 8.01 11.83 66.67 22.46 24.73 21.28 23.32 5.9

Type3-3
*3 30.92 20.00 - - - - - - - 21.89 -

木造民家真壁
*4 19.32 28.88 1.79 6.05 8.60 50.25 11.77 12.88 10.67 13.69 2.9

(*5)壁倍率は下式より算出した。なお、ばらつきを考慮していない。
　　壁倍率＝Pa×(1/1.96)×(1/L)×α

　　Pa：短期許容せん断耐力(網掛け部分は採用した値)[kN]   
　　1.96：倍率が１を算出する値[kN/m]

(*3)左官工の立会いの下、修復限界(1/50rad)まで載荷した。 　　L：壁長さ（一間試験体＝1.82m）  α ：低減係数（α ＝1）
(*4)文献4に示される栃木市仕様の木造民家用真壁の3体のばらつきを考慮した値

各試験体の

壁倍率*5

(*1)表中の記号を示す　 Pmax：最大耐力　δ -Pmax：最大耐力時の変形　K:初期剛性 δ y：降伏変形
δ ｖ：完全弾塑性モデルの降伏点変形　　δ u：終局変形　Py：降伏耐力　Pu：終局耐力
Ｄｓ：構造特性係数　P120:見かけのせん断変形角が1/120rad時の耐力
(*2)Pa算出において、1/15radでデータを打切って算出した。

 

 

図77 包絡曲線(水平荷重と見かけのせん断変形角の関係)の比較 

 

d）木造民家真壁(Type2)との構造性能の比較 

 土蔵造耐力壁(Type3-2)の初期剛性や耐力は、木造民家真壁(Type2)に比べて壁厚が大きい

ため高い値を示した(表25参照)。このType2とType3-2の実験結果の耐力と初期剛性につい

て、各耐力をそれぞれの壁板断面積で除した平均せん断応力度と、初期剛性を壁厚で除し

た単位厚さあたりの剛性を図78に比較して示している。単位当たりのせん断力や剛性は、

全断面積もしくは全厚で評価すると、土蔵造大壁の方が小さくなる。一方、軸組内部の断

面積や厚さで評価すると、平均せん断応力度は木造民家真壁と近い値となり、初期剛性に

ついてはほぼ一致する。つまり、同じ壁土を使用した場合でも土塗壁の耐力・剛性は壁厚

に比例せず、概ね軸組内部の壁板が剛性や耐力に大きく影響していることが明らかになっ

た。 

図79には、軸組と外壁側面との水平変形の関係を示している。これを見て明らかなよう

に、外壁面の水平変形は軸組のそれに追従しておらず、外壁面の水平変形量は軸組の変形

量のおよそ0.8倍であった。 
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図78 土蔵造大壁と民家用真壁との   図79 外壁面と軸組との変位差 

せん断力,剛性の比較 

 

e）構造用合板を用いた面材補強の耐震補強効果と設計手法の検証 

 主要な変形レベルにおける外壁面の損傷状況をType3-2(無補強試験体)と比較して図80

に示す。この図の通り、外壁面の土塗壁の損傷は、先に述べたType3-2および3-3と同様の

様相を呈した。一方の内壁面に張り付けた構造用合板の損傷経過については、まず1/75～

1/60radにかけて釘が合板にめり込み始め、1/50～1/40radで隅角部の釘の破断と合板の面外

へのはらみ出しが始まった。さらに加力を進めると、1/30radで最大耐力に達し、合板底辺

の釘が複数破断したことにより耐力が低下した。その後、-1/20rad加力時に合板隅角部の一

部がパンチング破壊を起こし、合板が面外に15mm程度はらみ出た。最終的には、合板が面

外に剥がれようとする力によって、横架材および側柱に打ち付けられた釘の引抜きや、パ

ンチング破壊が続いた。 

 

層間変形角 1/30 1/7
[rad] (最大耐力時) (最終状況)

 Type3-4
(補強
　 試験体)

Type3-2
(無補強)

1/50
試験体
名称

屋外側
ひび割れ状況

　
青線：正加力時
赤線：負加力時

＋
加力方向

－

 

図80 Type3-2,4の損傷状態の比較 

 

実験より得られたType3-4の包絡曲線を図81に、実験結果一覧を表26に示す。なお、いず

れの図表もType3-2の結果を併せて示している。合板で補強したType3-4の最大耐力は

46.2kNであり、無補強時(Type3-2)に比べて約1.25倍の耐力が得られた。また、その時の変
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形はType3-2と同じ1/30radであった。壁倍率は6.2となり、無補強時に対して最大耐力のよ

うに上昇することは無かった。これは、最大耐力以降の釘の損傷に伴う耐力低下が大きく、

終局変位が小さく評価されたことが影響している。 

図82には軸組と外壁側面との水平変形の関係を示している。外壁面の水平変形は、軸組

のそれに追従しておらず、Type3-4の土塗壁部分の変形性状は、Type3-2と同様であったこ

とがわかる。 
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図81 Type3-2,4の包絡曲線(正加力側)の比較  図82 屋外側壁面と軸組の変位差 

 

表26 実験結果一覧 

Pmax　[kN] K

δ -Pmax

[×10-3rad]
[kN/10-3rad] δ y δ v δ u Py 2/3Pmax 0.2Pu/Ds P120

37.1

( 33.4 )

46.2

( 33.3 )

19.3

( 28.9 )
(*4)壁倍率は下式より算出した。なお、ばらつきを考慮していない。

　　壁倍率＝Pa×(1/1.96)×(1/L)×α

　　Pa：短期許容せん断耐力(網掛け部分は採用した値)[kN]   

　　1.96：倍率が１を算出する値[kN/m]

　　L：壁長さ（一間試験体＝1.82m）  α ：低減係数（α ＝1）

(*3)文献4に示される栃木市仕様の木造民家用真壁の3体のばらつきを考慮した値

21.3

22.2

23.3 5.9

27.9 6.2

δ 　[×10-3rad] P　 [kN]
壁倍率*4供試体

名称

木造民家

真壁*3 1.8 11.8 12.9

(*2)Pa算出において、1/15radでデータを打切って算出した。

26.4 30.8

22.5 24.78.0 11.8 66.7

7.8

13.7 2.9

Py：降伏耐力　Pu：終局耐力　Ｄｓ：構造特性係数

P120:見かけのせん断変形角が1/120rad時の耐力

δ v：完全弾塑性モデルの降伏点変形 δ u：終局変形

(*1)表中の記号を示す

Pmax：最大耐力　 K:初期剛性　δ y：降伏変形

6.1 8.6 50.3 10.7

12.3 50.0

Type3-2

Type3-4

2.8

3.4

 

 

Type3-4の耐力から同一変形時のType3-2の耐力を差し引き、面材補強による付加耐力を

評価し、計算値との比較を行う。ここで、計算値とは文献23)に示されている『面材張り大

壁の詳細計算法』を参考に算出した値である。ただし、この計算法では軸組と受材に打ち

付けられた釘配列に基づき諸定数を算出することになっているが、Type3-4では受材が大変

形時にも柱や横架材と接触することが無い様に、軸組側面と受材端部との間にクリアラン

ス(図74参照)を設けている。そこで、軸組のみに対する釘配列による場合と、軸組と受材に

打ち付けた釘配列による場合の２通りを想定して算出した。面材補強による付加耐力の骨

格曲線を図83に、そこから評価した各値と計算値を表27に示す。 

面材補強による付加耐力の最大値は、正加力時で9.2kN、負加力時で12.2kNとなった。

実験結果の各耐力は、軸組と受材の釘配列を考慮した計算値よりも小さく、軸組のみの釘

配列を考慮した計算値と概ね対応する。このことより、軸組側面と受材端部を接触させな
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いことで、受材に打ち付けた釘の耐力寄与は期待できないことが確認できた。 

なお、26年度は、軸組(Type3-1と同じ状態)に構造用合板を張り付けただけの試験体につ

いても加力実験を実施する計画である。 

-14

-10

-6

-2

2

6

10

14

-75 -50 -25 0 25 50 75

負
担

耐
力

[k
N
]

見かけのせん断変形角 [×10-3rad]

面材釘の付加耐力 骨格曲線

面材釘の付加耐力 バイリニア

計算法 (軸組・受材)

計算法 (軸組のみ)

←1/120rad ←1/30rad
←1/300rad

1/120rad→
1/30rad→ 1/300rad→

 

図83 面材負担分の実験結果と計算値の骨格曲線の比較 

 

表27 実験結果と計算値の各値一覧 

Pmax K

[kN] [kN/10-3rad] δ v δ u Py Pu P120

正側 9.2 0.5 13.3 33.3 6.4 9.1 4.6

負側 -12.2 -1.2 -7.2 -33.3 -8.4 -11.3 -8.8

軸組・受材 - 1.6 8.0 48.5 11.4 12.5 13.0

軸組のみ - 1.2 7.3 45.6 8.2 8.8 10.1
※計算法ではδ v,δ u,P120の値を算出しないため、以下の式を用いて算出した。

δ v =Pu/K  δ u =δ v×μ (μ ：塑性率) 　P120＝K/120*1000

面材補強の
付加耐力

δ 　[×10-3rad]

計算法＊

P　[kN]

 

 

②大変形を受けた木造民家土塗壁の補修効果の検証 

 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震では、北関東の町並みに残る歴史的建造物に多大

な被害をもたらし、被災建造物の多くに土塗壁の損傷が確認された。その修理・修復が精

力的に進められているが、伝統的建造物の主要な耐震要素である土塗壁について、被災し

た壁の補修方法や、それによる構造性能の回復程度等に関する技術的背景の蓄積が望まれ

る。 

ここでは、被災した真壁造の土塗壁の補修方法とその効果を検証することを目的に、既

報22)において加力実験を行い構造性能を確認した試験体を補修し、再度、加力実験によって

構造性能等を確認する。そして、健全な状態で実施した既往の実験結果と比較し、補修に

よる構造性能への効果を明らかにする。 

a）実験概要 

 試験体は、平成24年8月に加力実験を実施し、最大で1/10rad以上の水平変形を経験し損

傷した木造民家用真壁のType2試験体３体である。この試験体を補修した後、前回の実験と

同様に、柱脚固定式で変位制御による正負交番繰返し加力を行った。試験体の形状・寸法

と仕様は図84および表28に示す通りであるが、実験方法等の詳細については既報22)を参照

されたい。なお、以後では、オリジナルのType2試験体をOR試験体と呼び、補修した試験

体をRE試験体と呼ぶこととする。 
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                          表28 仕様一覧 

 

図84 試験体形状・寸法(小舞状況) 

 

b）損傷した土塗壁の補修方法 

 土塗壁の補修は、地元で伝統的建造物の修復に携わっている左官職人の判断・指導に基

づき、図85に示す手順で行った。まず現況を確認し損傷部分を斫ったところ、小舞下地に

しっかり定着しているように見える荒壁土も損傷していることが判明した。これにより、

既存のままでは小舞竹や中塗土との十分な定着が期待できないとの判断に至り、1/10rad以

上の大変形を経験した土塗壁の補修は、既存の壁土を全て除去する必要があることがわか

った。そこで、小舞下地が完全に露出する状態まで壁土を全て斫り取ることとした。 

そして、次に小舞下地の状況を確認すると、①竹同士を結束する藁縄の一部に緩みや断

線、②間渡し竹のめり込みによる間渡し穴の拡大(写真72)、③間渡し竹端部の折損(写真73)、

④横小舞竹が楔と接触したことによる面外への座屈などが確認できた。そこで、麻縄を用

いて藁縄の緩みや断線部分の掻き直しや、楔の打ち直し、座屈した小舞竹の復旧を行った。

なお、折損した間渡し竹や拡大した間渡し穴については、部分的な交換が困難なため、既

存のまま存置することとした。各試験体の小舞下地の損傷状況を図86に示す。 

その後は、OR試験体と同じ工程で壁土を塗り直した。ただし、OR試験体は、栃木市内

の田園から採取した荒木田土を使用したが、栃木市周辺で荒木田土が量販されておらず、

実施工ではコストや流通性に優れた埼玉県深谷産が用いられることが多い。そこで、今後

のより実用的なデータの取得を考え、補修には深谷産の荒木田土を用いることとした。 

柱・土台 120x120(杉)

梁 120x180(杉)

貫 15x105(杉)

幅20～30(割竹)
小舞下地 （真竹）

[mm] 幅15～25(割竹)
（真竹）

RE試験体 深谷産

OR試験体 栃木産

壁土
（荒木田土）

間渡し竹

小舞竹

軸組の
断面寸法

[mm]
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図85 補修工程    写真72 拡大した間渡し穴  写真73 間渡し竹の折損 

 

 

図86 小舞の損傷状況 

 

c）補修効果の検証 

 補修したRE試験体の実験結果を示し、健全な状態のOR試験体の実験結果と比較して補修

効果について検討する。 

 RE試験体３体の主要な破壊経過は、隅角部のひび割れ→隅角部の圧壊、および貫に沿う

ひび割れ→せん断ひび割れ→損傷の進展→壁土の剥落の順で一致し、OR試験体と同様の傾

向を示した。しかし、その変形レベルや程度にばらつきが見られた。例えば、1/100radま

では隅角部のひび割れや剥離などのOR試験体と同様の損傷が確認されたが、その範囲や程

度はRE試験体の方が小さい傾向であった。また、RE-2試験体およびRE-1試験体では、OR

試験体に比べて損傷の発生や進行が早く、損傷程度は大きかった。それに対してRE-3試験

体については、破壊現象および発生時期はOR試験体と概ね同様の傾向を示していた。

1/20rad以降の大変形レベルでの破壊状況は、OR試験体では縦貫側において大きなせん断

ひび割れが生じたのに対して、RE試験体ではそのような破壊は見られず、縦貫に沿ったひ

び割れが上下の横架材間で繋がり、縦貫側の壁板を短冊状に２分割するような破壊が見ら

れた。主要な変形レベルにおける損傷状況の比較を図87に示す。 

 

養生 4weeks

養生 2weeks

養生 2weeks

養生 2weeks

小舞下地の補修

荒壁補修

裏返し補修

貫伏せやり直し・大直し

中塗り(1層目)

中塗り(2層目)

実験実施

養生 2weeks

補修方法の検討

剥離部分の除去

損傷部分の確認
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図87 主要な変形レベルでの破壊状況 

 

 RE-1試験体の履歴曲線を図88に、RE試験体３体の骨格曲線 (正加力側)をOR試験体と比

較して図89に、実験結果及び壁倍率の一覧を表２に示す。まずRE試験体の３体にのみ着目

すると、初期剛性や1/60rad程度までの履歴性状は良く一致している。最大耐力は、RE-1,3

でそれぞれ変形角1/40rad時に20.3kN、1/30rad時に20.5kNとなり、大きさや変形レベルが

概ね同等だったのに対して、RE-2は1/60rad時に16.9kNとなり、他の２体と差異が生じた。

RE-2は、特に他の２体に比べて損傷の発生や進行が早く、損傷程度が大きかった。本報で

は、その原因までを明らかにすることはできないが、それが耐力にも大きく影響している

と考える。 

 RE試験体とOR試験体の初期剛性や最大耐力について、それぞれ３体の平均値で比較する

と、RE試験体の初期剛性はOR試験体の93％であり、最大耐力は98％であった。したがっ

て、先に述べた補修により、初期剛性や最大耐力がほぼ健全の状態と同程度まで回復する

ことがわかった。 

 

 

 

図88 履歴曲線(RE-1試験体)    図89 骨格曲線の比較(正加力側) 
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表29 実験結果一覧 

Pmax δ -Pmax K δ y δ v δ u Py 2/3Pmax 0.2Pu/Ds P120

[kN] [×10-3rad] [kN/10-3rad] [×10-3rad] [×10-3rad] [×10-3rad] [kN] [kN] [kN] [kN]

RE-1 20.3 25.0 1.55 8.4 11.8 33.5 13.0 13.5 7.9 12.9 2.2

RE-2 16.9 16.7 2.12 4.6 6.5 50.0 9.7 11.2 10.5 13.7 2.7

RE-3 20.5 33.4 1.56 8.0 12.2 33.4 12.6 13.6 8.1 13.0 2.3
OR-1 20.7 33.5 1.62 8.4 11.3 50.4 13.6 13.8 10.3 13.5 2.9

OR-2 19.2 25.2 1.99 5.6 8.4 50.4 11.2 12.8 11.1 13.9 3.1

OR-3 19.1 33.5 2.03 5.9 8.1 50.1 12.0 12.7 11.1 13.9 3.1

壁倍率
試験体
名称

 

 

図89に示す骨格曲線から文献23)に準じて壁倍率を評価したところ、RE試験体の壁倍率

は2.2～2.7(ばらつき未考慮)となり、OR試験体の８割程度の値となった。これは、RE試験

体の最大耐力以降の耐力低下がOR試験体よりも大きい傾向があり、壁倍率を評価する際の

終局変形δuが小さくなるためである。ただし、建設省告示1100号で定める壁倍率1.5に対

して1.5～1.8倍大きい性能を有している。 

OR,RE試験体の履歴消費エネルギーを図90に、1ループ目の等価粘性減衰定数24)を図91

に示す。RE試験体３体の各サイクルの履歴消費エネルギーや等価粘性減衰定数は、OR試験

体とほぼ同等であることが確認できる。この結果より、補修した土塗壁のエネルギー吸収

性能についても、健全の状態と同程度まで回復することがわかった。 

 

図90 履歴消費エネルギー       図91 等価粘性減衰定数 

 

以上のように補修することで、大変形を受けた土塗壁の初期剛性や最大耐力、エネルギ

ー吸収性能は、ほぼ健全の状態と同程度まで回復することが明らかになった。 

③桜川市真壁周辺の土塗壁に用いられている壁土の物性 

土塗壁の仕様には地域性が高く、さらに、土塗壁に用いられる土の強度は産地によって

大きく異なることが明らかになっている。これまでの研究で栃木市周辺の土塗壁に用いら

れる壁土の物性については明らかにしているが、真壁地区周辺の土塗壁に用いられている

壁土については明らかになっていない。そこで、震災復旧工事が進められている建造物か

ら壁土を入手し、その物性を分析した。 

表30にサンプル一覧を示す。今回分析を行った真壁地区のサンプルは表中の赤字の試料

であり、黒字の試料はこれまでに実施したサンプルである。それらに対して、粒度分布と

コンシステンシー（流動性）に関する試験を実施した。ここで、粒度分布についてはJIS A 

1204「土の粒度試験方法」に、コンシステンシーについてはJIS A 1205「土の液性限界・

塑性限界試験方法」の液性限界試験にそれぞれ準拠して実施した。 

 粒度試験の結果を図92に示す。現存する建造物から採取した荒壁土と中塗り土について
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比較すると、栃木市と桜川市真壁で採取した土の粒度分布は、同様な傾向を示している。

さらに、修復工事のために新たに練り混ぜた土を比較すると、中塗り土については、真壁

産や栃木産、深谷産の３地区とも似た分布傾向を示しているのに対して、真壁産の荒壁土

については、栃木産や深谷産に比べて砂質分を多く含んでおり、現存する建物から採取し

た荒壁土に近い分布傾向を示している。いずれにしても、荒壁土よりも中塗り土の方が砂

質分を多く含んでいることには変わりない。 

 コンシステンシー曲線(液性限界試験による含水率と落下回数の関係)を図93に示す。各産

地および建造物においても、荒壁土に比べて中塗り土の線が下方に表れている。産地ごと

や建造物ごとに比較しても、似た傾向を示している。 

 以上より、北関東に残る建造物に用いられている壁土は概ね同様な性質を示しているこ

とがわかり、真壁地区周辺の土塗壁の構造性能についてもこれまでに行ってきた加力実験

の結果と概ね同様の性能を有することが推察できる。 

 

表30 壁土サンプル一覧（赤字が桜川市真壁の試料） 
産地もしくは

建造物
種類（略記） 備　考　

荒壁土（荒）
中塗り土（中）
荒壁土（荒）

中塗り土（中）
荒壁土（荒）

中塗り土（中）
荒壁土（荒）

中塗り土（中）
荒壁土（荒）

中塗り土（中）
荒壁土（荒）

中塗り土（中）
荒壁土（荒）

中塗り土（中）
荒壁土（荒）

中塗り土（中）
真壁 熟練左官工が練った土

深谷 熟練左官工が練った土

土蔵S 桜川市真壁地区に所在

土蔵M 桜川市真壁地区に所在

土蔵T 桜川市真壁地区に所在

土蔵O
元治元年創建　栃木市嘉右衛門地区内に所在
解体直前の土蔵から入手

土蔵K
明治45年創建　栃木市嘉右衛門地区内に所在
土塗壁が一部崩落している土蔵から入手

栃木 熟練左官工が練った土
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図92 粒径加積曲線の比較 
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図93 コンシステンシー曲線 

 

（７）伝統技法の継承と研鑚のための記録の蓄積 

 震災復旧工事が完了すると、数十年の間、土蔵造の修理は行われない可能性もある。今

回の震災修理を把握している役人、建築士、職人がいなくなってしまうことが危惧される。

そこで、震災修理記録の統一フォーマット案を作成し、修理方針・方法・伝聞を記録とし

て整理するとともに、地域内でそれらの情報を共有できる仕組みづくりを進めた。修理記

録の一例を図94に示す。今後は、整理を進めていく過程で露わになった課題を改善しつつ、

より修理の流れと連動し理解しやすいフォーマットを定め、全国標準となることを目指す。  

また、この他にも先に示した実験における試験体の施工手順や補修方法等の記録に基づ

き施工マニュアル案を作成し、後世まで地域に継がれるような記録の蓄積を進めている。 

 

図94 震災修理記録のフォーマット 

８／21鉢巻工事

写真説明 工事前 写真説明 鉢巻　木製下地

写真説明 鉢巻工事後

写真説明 鉢巻　小舞 写真説明 鉢巻　荒土

写真説明 鉢巻　中塗り土 写真説明 鉢巻　仕上げ

建造物名称 潮田家（鶴屋商店）　脇蔵 特定物件 レ 登録文化財 その他

所在地 茨城県桜川市真壁町真壁１８９

事業主 麻尾　和子 設計監理者 （有）大兵工務店

施工者 （有）大兵工務店 建築年代 明治30年以前

建物種別 寺院 神社 レ 土蔵 石蔵 見世蔵

木造住宅 木造店舗 その他( )

現状の用途 居住 レ 収納 業務用 公開・展示 公共施設

空家 その他( )

構造 木造 煉瓦造 ＲＣ造 Ｓ造 組積造

レ 土蔵造 石造 その他( )

階数/地階/搭屋 地上 2 階　　地下 　　階 搭屋（　　有　　・　　無　　）

屋根形状 レ 切妻 寄棟 入母屋 方形 片流れ 陸屋根

その他( )

屋根葺材 金属板 板 檜皮 こけら 桟瓦(土葺) レ 桟瓦(引掛)

本瓦(土葺) 本瓦(引掛) その他( )

出入り口 妻入り レ 平入り

建物の特徴

増・改築歴 無 不明 工事の際に確認できた痕跡等も含む

有（実施年代および内容を記入）

修理／改修歴 無 不明 工事の際に確認できた痕跡等も含む

有（実施年代および内容を記入）

災害歴 無 不明 工事の際に確認できた痕跡等も含む

有（被災年代および被害状況を記入）

屋根 レ 葺替え 棟瓦補修 瓦補修 … その他( )

小屋組 改築 根継ぎ 添え木 構造補強 その他( )

柱 交換 レ 根継ぎ 付け柱 構造補強 レ その他(下屋の柱交換　　　　）

壁 下地交換 全面塗直し 一部塗直し レ 仕上げ補修 その他( )

横架材 交換 レ 根継ぎ 添え木 構造補強 その他( )

基礎・土台 レ 交換 根継ぎ 傾斜修理 構造補強 その他( )

外壁面化粧材 復原 現状復旧 … … その他( )

鉢巻 レ 下地交換 レ 全面塗直し 一部塗直し 仕上げ補修 その他( )

その他(　　　　) 外観復原 その他( )

工事名称　　災害復旧工事

特
記
事
項

基
本
事
項

建
物
諸
元

来
歴

工
事
部
位
と
内
容

潮田家脇蔵は、潮田家（鶴屋商店）の同一敷地内に現存している。脇蔵は、明治30年以前の建物であ

る。切妻・平入りで2階建て下屋付の土蔵である。(引用：真壁の町並み)
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（８）技術的課題の克服 

①面材張り真壁を応用した歴史的建造物の耐震補強工法の提案 

 伝建地区には一般的に数百棟もの建物がある。それらは地区の人々の生業や住まいとし

て日々利用されていることから、伝建地区の建物には、人々の生命および生活、財産の維

持は勿論のこと、それに加えて歴史的風致を維持することも求められる。そのため、伝建

地区の制約や生活者のニーズ等の多様な与条件の中で、地震に対して住まいや町並みの安

全性を確保できるように、多様な耐震補強メニューを用意しておくことが望ましい。 

そこで、歴史的風致を損なわない耐震補強工法として、面材張り真壁を応用した耐力壁

を提案し、その性能を明らかにする。そして、伝統的建造物の構造補強だけでなく、修景

建物に対しても適用可能な、歴史的風致を維持した耐震化促進技術を蓄積する。 

a）提案する耐力壁の概要 

既存の面材張り真壁は、軸組に受材を取付け、そこに構造用合板を張付けることで、面

材釘のダボと合板の圧縮筋交効果によって水平抵抗力を発揮する。この工法により、伝統

木造構法に多い真壁造の仕上げを表現することが可能となる。しかし、北関東に現存する

一般的な住居や店舗の用途として供されてきた伝統木造建物は、仕口部を込み栓等で接合

していない場合もあり、合板による圧縮筋交効果によって仕口部を痛めることが懸念され

る。そこで、図95に示すように、軸組と合板との間にクリアランスを設け、目標変形まで

面材釘のダボのみで抵抗する耐力壁を提案する。 

 

(a)従来の工法      (b)提案する工法 

図95 補強工法の概要 

 

b)試験体概要 

試験体は、写真74に示すType5aおよびType5bの２タイプを設定し、2P試験体を各タイ

プ３体製作した。試験体軸組の仕様や形状は、前報までの木造民家タイプの真壁試験体と

同一とし、Type5a試験体は軸組に受材を取付け、合板を張付けた構造躯体の試験体である。

それに対して、Type5b試験体は実施工時を想定し、Type5aと同じ仕様の構造躯体に、下地

として厚さ7.5mmのラスボードを張付け、漆喰による仕上げ(厚さ8mm程度)を施した試験

体である。120mmの柱に対しておよそ13mmのチリを確保している。なお、仕上げについ

ては、伝統的な意匠性を優先し、ラスボードも含め軸組とのクリアランスを設けないこと

とした。この仕上げにより、Type5bは仕上げ施工時にラスボードを留付ける釘(ラス釘)が

受材まで貫通するため、ラス釘のダボ抵抗が作用し水平抵抗力が上昇することが考えられ

る。さらに、ラスボードや漆喰による圧縮筋交効果が発生し、耐力および剛性が上昇する

ことも考えられる。 

本研究では、上記の2タイプに対して静的水平載荷実験を行い、仕上げまで行った場合の

構造性能へ及ぼす影響や、実験値と計算値との対応を明確にすることとする。Type5aの試

験体形状を図96に、Type5bの軸組と補強部材とのディテールを図97に示す。また、両タイ
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プの仕様一覧を表31に、施工工程を図98に示す。 

 

  

(a)Type5a          (b)Type5b 

写真74 試験体外観 
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受材釘
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(a)合板側（表側）        (b)受材側(裏側)     

図96 Type5a試験体形状・寸法 

                    表31 仕様一覧 

ラスボード

中塗り材漆喰

構造用合板

クリアランス
20mm

面材釘

受材

受材釘
柱

ラス釘

 

120×120(スギ)
120×180(スギ)
□45　 (ベイマツ)
45×60(ベイマツ)
45×60(ベイマツ)
特類2級　厚さ9㎜

面材釘 N50＠130
受材釘 N100＠100
ラス釘 長さ25㎜　胴径1.59㎜

せっこうボード 厚さ7.5mm
既調合 石こうプラスター 塗り厚6mm

既調合 しっくい 塗り厚2mm

ラスボード
中塗り材
仕上げ材

柱・土台
梁

釘

受材・間柱
継手間柱
胴つなぎ

構造用合板

 
図97 Type5bのディテール 
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②受材取付

③構造用合板 t=9mm

Type5a

完成

①軸組組立

⑤中塗り(石膏プラスター)

⑨仕上げ(漆喰)
(2W)

④ラスボード

t=7.5mm

Type5b

加力実験

(4W)

 

図98 施工工程 

 

c）補強設計方針と耐力推定 

 補強設計フローを図99に示す。試験体の補強設計にあたり、水平変形角1/30radまで面材

が軸組に接触しないように設定した。そして、文献23)に示される『面材張り真壁の詳細計

算法(以下、計算法)』のクリアランスによる初期あそびの算定式を参考に、3枚の合板が一

体となって回転すると仮定して、目標変形まで軸組と接触しないクリアランス量を算出し

た。最終的には2mmの施工誤差を考慮して、クリアランス量を20mmと定めた。計算法に

準ずると、20mmのクリアランスで1/26radまで接触しないこととなる。 

面材釘の本数と間隔は、建設省告示第1100号に定める面材耐力壁(釘N50、間隔150mm以

下)の仕様を満たし、なおかつ割付けの良い間隔を定めた。受材については、12mm以上の

へりあき寸法が確保できる製材とし、受材釘の本数および間隔は、面材を両面に張った場

合の面材釘の総断面積以上を確保するように決定した。 

 

OK

目標変形の設定

必要クリアランス量の計算

必要補強量の算出

壁1枚あたりの
必要耐力の設定

面材釘のサイズ、本数、間隔の設定

壁1枚あたりの
耐力評価

NG

受材釘のサイズ、本数、間隔の設定

へりあき寸法の確認

受材サイズの決定
  

耐 力 [ k N ] 壁倍率

降伏耐力　Py 10.3 2.9

1 / 1 2 0 r a d 時 の 耐 力 　 P120 9.3 2.6

0 . 2 P u / D s 6 . 5 1 . 8  

図99 補強設計フロー 

表32  Type5a試験体の推定耐力 
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表32には、Type5a試験体の推定耐力を示している。ここで各耐力は、計算法1)を参考に、

合板による圧縮筋交効果を無視して算出した値である。 

推定耐力は、降伏時が10.3kN、見かけのせん断変形角が1/120radの時で9.3kNとなり、

これらによる壁倍率はそれぞれ2.9と2.6となる。しかし、0.2Pu/Dsによる耐力が6.5kNと小

さいため、これによる壁倍率は1.8という推定結果となった。 

d）加力・計測方法 

本実験では、試験体の固定方法として柱脚固定式を採用し、変位制御による正負交番繰

り返し加力を行った。加力スケジュールは、見かけのせん断変形角((H1-H2)/H) が1/600、

1/450、1/300、1/200、1/150、1/100、1/75、1/60、1/50、1/40、1/30radとなる加力を3サ

イクルずつ漸増させた後、1/20radの加力を1サイクル行い、最終的にジャッキ許容ストロ

ークまで引き切る加力を行った。計測項目は、水平荷重、梁と土台の水平変位、柱脚の浮

上り変位、柱頭・柱脚固定ボルトの軸ひずみとした。加力・計測方法を図100に示す。 

 

変位計H1

変位計H2

変位計H4 変位計H3標点間 V=1820mm

標
点

間
V

=2
7

3
0

m
m

アクチュエータボルトM16

ボルトM16

＋－

 

図100 試験体の設置状況（Type5b） 

 

c）構造性能の検証（実験結果） 

Type5aおよびType5bの履歴曲線の一例を図101に、全試験体の骨格曲線(正加力側)の比

較を図102に、実験結果の一覧を表33に示す。表中には、図102の骨格曲線から文献23）に

準じて評価した壁倍率も示している。 

両タイプ３体の破壊経過は概ね同様の傾向を示した。また、いずれの試験体も正負加力

時で安定した履歴性状を示し、タイプ毎の初期剛性や最大耐力、破壊経過などはばらつき

の小さい安定した性能を有することが確認できた。さらに、Type5aとType5bの全ての試験

体で最終破壊時まで受材は健全であった。 
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図101 荷重変形関係(履歴曲線)     図102 骨格曲線（正加力側） 

 

表33 実験結果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Type5a(構造躯体のみの試験体) 

 破壊経過は、まず変形角1/150～1/100radで面材釘のめり込み並びに面材釘頭部の抜けが

確認され、1/100～1/75radでは上下の面材が干渉し始めた。1/50～1/40radで最大耐力とな

り、その大きさは15.8～18.1kNであった。最大耐力到達後に面材釘の破断(写真75)が生じ

始めると耐力は低下するが、1/26～1/21radで軸組と合板が接触すると、合板の圧縮筋交効

果によって耐力の再上昇が確認された。なお、軸組と合板が接触する変形レベルは、設計

時に想定した変形レベルと良く一致し、クリアランスの設定方法の妥当性が確認できた。 

 図102の骨格曲線から文献23）に準じて機械的に壁倍率を評価したところ、Type5aの壁

倍率は1.7～2.8とばらつく評価となった。これは、軸組と合板が接触した後から起こる合板

の圧縮筋交効果による耐力増加が、試験体によって不均一であり、それを含めて機械的に

評価したことが影響していると考えられる。そこで、合板が土台と接触する変形角以前の

耐力変形性状から壁倍率を評価した。その結果、壁倍率は2.0～2.3とばらつきの小さな評価

となった。 

 各耐力および壁倍率について、計算値と実験結果(実験値)との対応を図103に示す。ここ

で、計算値は表32(表33中に再掲)の値である。耐力①はほぼ一致し、耐力③と④、および壁

倍率の実験値は計算値の1.3倍程度となり、耐力や壁倍率を概ね安全側の精度で評価可能で

耐力① 耐力② 耐力③ 耐力④
Py 2/3Pmax 0.2Pu/Ds P120

[kN] [kN] [kN] [kN]

Type5a-1 15.81 20.01 1.64 8.56 10.54 6.22 11.41 1.7

Type5a-2 18.05 25.00 1.47 11.12 12.03 8.76 11.95 2.4

Type5a-3 17.97 25.02 1.56 10.07 11.98 10.75 11.74 2.8

Type5a-1 15.81 20.01 1.64 8.56 10.54 7.18 11.41 2.0
Type5a-2 18.05 25.00 1.47 11.12 12.03 7.76 11.95 2.1

Type5a-3 17.97 25.02 1.56 10.07 11.98 8.25 11.74 2.3

28.09 10.01 3.91 14.64 18.73 7.23 25.06 2.0

27.69 8.90 4.50 15.15 18.46 9.75 26.66 2.7
30.03 13.34 4.34 16.86 20.02 11.29 27.14 3.1

1.11 10.26 6.50 9.26 1.8
(*2)壁倍率は下式より算出した。なお、ばらつきを考慮していない。
　　壁倍率＝Pa×(1/1.96)×(1/L)×α

　　Pa：短期許容せん断耐力(網掛け部分は採用した値)[kN] 　α ：低減係数（α ＝1）  

　　1.96：倍率が１を算出する値[kN/m]　　L：壁長さ（一間試験体＝1.82m）

(*1)表中の記号を示す
Pmax：最大耐力　δ -Pmax：最大耐力時の変形　K:初期剛性
Py：降伏耐力　Pu：終局耐力　　Ｄｓ：構造特性係数

P120:見かけのせん断変形角が1/120rad時の耐力

供 試 体 名 称
Pmax

[kN]

δ ‐Pmax

[kN]

K
[kN/10-3rad]

計算値

各試験体の

壁倍率*2

最終破壊までの
履歴から算出

合板が土台に
接触するまでの
履歴から算出

Type5b-1

Type5b-2
Type5b-3
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あることが確認できた。 
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写真75 面材釘の破断       図103 計算値と実験値の比較 

（Type5a-1 1/40rad） 

 

■Type5b(漆喰仕上げまで施した試験体) 

Type5bは加力初期から仕上材が軸組と接触していることで、Type5aに比べて初期剛性は

2.7倍程度高く、最大耐力は1.6倍程度大きい27.7～30.0kNとなった。ただし、最大耐力時

の変形レベル(1/100～1/75rad)はType5aよりも小さく、最大耐力に到達した次の目標変形

加力中にラスボードが面外座屈およびパンチングによって破壊(写真76)し、著しい耐力低下

が生じた。それ以降の耐力は、Type5aよりも1.2～1.4倍程度高い値で推移している。さら

に加力を進めると面材釘よりもラス釘の破断が先行して生じ、やがてラス釘の抜けや面材

釘の破断に進展した。 

なお、壁倍率は2.0～3.1とばらつき、さらにType5aと比べると、最大耐力と同程度の比率

で増加することは無かった。これは、最大耐力以後の耐力低下が著しく、靱性能が極めて

乏しい評価となったためである。 

 写真76 ラスボードの座屈（Type5b-1 1/75rad） 

 

d）ラス釘による負担耐力の推定 

先に示したように、最大耐力以降もType5aに比べてType5bの方が耐力が大きくなる結果

が確認できた。そこで、実験ではType5bの受材釘やラス釘による負担耐力を計測していな

いが、Type5aの結果からラス釘による付加耐力を推定し、最大耐力以降にも見られる

Type5aと5bの耐力差について分析する。 

ここで、面材釘とラス釘は、それぞれ打設する間隔が異なるが、合板にそれぞれ均等に
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割り付けられている。そのため、変形の適合条件により、合板が回転することによる両釘

のダボ変形分布は、ほぼ同様の傾向を示すと考えられる。そこで、まずType5aの各水平変

形時の耐力をその時に抵抗している釘の本数で除した３体の平均耐力に、Type5bの面材釘

の本数を乗じることで面材釘の負担耐力を求めた。一方のラス釘については、受材釘とラ

ス釘の材料強度は同一と仮定し、上記の平均耐力にラス釘の本数と面材釘に対する断面積

比を乗じて負担耐力を推定した。 

Type5aおよび5bのそれぞれ３体を平均した骨格曲線と、Type5bの面材釘とラス釘による

負担耐力(推定値)を比較して図104に示す。概算的な推定ではあるが、推定値はType5bの最

大耐力以降の耐力と良く対応しており、最大耐力以降のType5aとの耐力差は、ラス釘のダ

ボ抵抗によることが明らかとなった。 
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図104 ラス釘と面材釘の負担耐力の推定 

 

 以上の通り、面材真壁を応用した耐震補強工法を提案し、実験により構造性能を明らか

にした。また、実験より得られた性能を計算により概ね評価可能であることが確認できた。 

②木造軸部の腐朽状況非破壊検査手法の構築 

香取市佐原や桜川市真壁、栃木市の歴史的町並みにある歴史的建造物で、これまでに適

切な維持修繕を行ってきたものについては、東日本大震災で甚大な被害が無かったという

報告がある。このように建造物の日頃のメンテナンスの重要性が実地震によって実証され

ている。東日本大震災では、写真77のように土蔵などで分厚い土壁に埋もれていて普段は

確認できない柱や土台の部分が、腐朽や虫害により欠損している事例が多くあり、工事で

土壁を剥がして初めて判明する場合が後を絶たない。東日本大震災で被災した建物の中に

は、これがきっかけとなって被災したと思われるものも多い。 

  そこで、土壁内部の軸組の欠損状況を応力波速度測定器（写真78）を用いた非破壊検査

で確認する手法の適用性について検証を進めている。25年度は、まずは軸組が健全である

ことがわかっている先に示した土蔵耐力壁試験体でデータ収集（写真79）を行ったほか、

桜川市真壁地区内の震災復旧工事現場において測定を実施した。現在、それらのデータ分

析を進めているところであり、26年度中に検査手法の有用性を明らかにし、地域の技術者

らでも検査が行えるしくみを検討する。 
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写真77 土壁に覆われた部分の木部の腐朽事例 

   

写真78 応力波速度測定器       写真79 非破壊検査状況 

 

③地震後の防火性能を考慮した伝統的構法の開発 

伝統木造建物で、火事にも地震にも強いものを作れるように技術的な検討をすることに

ついては、素朴な保存・修景を超えたテーマでもあるが、栃木市栃木町地区のような都市

型の伝建地区（それと同類の地区も含む）では準防火地域に定められている地域も多い。

また、たとえ対象とする伝建地区が準防火地域から外れているとしても、用途等で法的に

構造制限を受ける場合は、準耐火以上が必要になる。さらに、密集度が高い部分もあり、

伝建地区とその周辺市街地が連続しているので、どこかで延焼を止められるようにしてお

くことが望ましい。用途によって高い防火性能が要求される場合に、一般市街地と同じよ

うに木造を断念して鉄骨造や鉄筋コンクリート造でつくるアイデアしか無いのでは、伝建

地区を支える伝統系の木造担い手技術者はなかなか育たない。また新築等については、防

火性能を法令の最低限ではなく、一段高くすることで、市街地の安全性を格段に高め得る

ので、一段高い防災性能を持つ木造を可能にしていく道筋を立てることが重要である。そ

こで、26年度は新築修景技術として、準耐火建築物で、なおかつ地震の後も防火性能をあ

まり低下させない伝統的構法の開発を目指すことを計画している。これは単にハードの枠

組の中で研究するのではなく、伝建地区の継承といった社会的な枠組の中で開発していく

ことに大きな意義があり、社会実験として挑戦的な取組みである。 
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（９）空間活用の提案 

①福祉事業施設の提案 

（２）節では、これからの伝建地区の新たな担い手として女性、高齢者、障がい者を挙

げ、その連携構築の必要性を提示した。こうした視点に立って、栃木市嘉右衛門地区の敷

地に障害者用シェアハウス兼パン工房を全国高専デザインコンペティションに応募し、全

国大会まで進出した。設計趣旨としては、（２）節で述べた論点に付け加え、嘉右衛門地

区の町並みがプレファブ住宅や駐車場などによって、町並みの連続性に欠けること、また

同地区を貫く日光例幣使街道がくねくねと湾曲している特徴があることなどを活かし、最

も湾曲のきつい敷地を選んで効果的に障がい者用の修景物件を計画することで、定住者を

増やすと同時に町並みの整備を両立させる提案を行った。図105,106に外観パースを、写真

80に展示風景を示す。 

 

  
  図105 例幣使街道から見た外観       図106 敷地内部から見た外観 

 

 

写真80 全国高専デザインコンぺティション全国大会での展示風景 

 

②まちづくりコンペティションの計画 

桜川市や栃木市、桐生市の北関東の町並みに共通する特徴として、建造物の外観が多様

であり、それが町並みの魅力となって歴史的風致を形成していることが挙げられる。また

一方で、先に示した人口減少に伴う空き家や空き地の増加などの実態を抱え、持続可能な

地域づくりを望む声が多い。しかしながら、いずれの地域も、まずその町並みに相応しい

修理・修景デザインか否かを判断でき、歴史的建造物の保全・活用提案ができる技量を有
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している人材が希少である。さらに、持続可能なまちづくりのアイデアを持ち得ていない。

そこで、まちづくりコンペティションを開催し、建築技術者や建築系学生からの景観保全

だけでなく、賑わい創出や活用方法等のアイデアを募り、地域の人々と共有することを計

画し、26年度の実施に向けた協議を進めている。 

 

（10）実効的な自主防災活動の構築（地域住民の協力・共同活動の活性化） 

以上の取組みを基盤に、Sociological Toolsとして、近隣の高校と自主防災組織との協働

による避難所体験や町並み防災イベント、さらに空き家対策勉強会や伝統技法の継承と発

展に資する情報共有・意見交換の場を創出した。それらの活動には、次代を担う子供たち

による実践的な取組みが地域の人々との協働活動に発展したり、同じ地域で活動しつつも

これまであまり接点の無かった人々が企画への参加を通じて繋がっていき、多重のセーフ

ティネットが形成され実効的な自主防災活動の構築に繋がる成果が挙がりつつある。つま

り、このような地域活動を通して、町並み保存に関する前向きな意識の涵養や地域住民の

協力・共同活動の活性化、さらに地域の防災的基盤・状況に関する関心・認識の増進が期

待できることが社会実験的に明らかになってきた。 

①地域の高校と自主防災組織が協働した避難所体験 

栃木駅前に位置する栃木県立学悠館高校は、平成17年に開校した学校であり、新しい校

舎には非常用発電装置をはじめ、防火水槽や雨水貯蓄システムなど、防災拠点としての様々

な設備が設置されている。ここのJRC部は、従前より地域において防災啓発活動を推進し

ており、その取り組みが評価されて平成23年度には総務省消防庁の防災まちづくり大賞・

消防庁長官賞を受賞している。この度、栃木・嘉右衛門町地区の一部を成す大町の自主防

災組織から学悠館高校に対して防災訓練の開催依頼があったため、学悠館高校にて大町自

主防災組織向けの防災訓練（写真81）を行い、ここに本プロジェクトの自主防災WGも協力

した。 

 当日は、大町にお住まいの方37名が参加し、４チームに分かれ、地域に大地震が発生し

た想定で(１)要救護支援者の避難シミュレーション（各教室から体育館までの避難）、(２)

避難所の設置シミュレーション（体育館の設備を用いた避難所の制作）、(３)避難所運営シ

ミュレーションを実施した。また最後に参加者にアンケートに応えていただき、防災訓練

を通じた気付きを振り返った。当該アンケートの一部（A班）は表34の通りである。 

 

 

   

写真81 避難所体験の様子 
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表34 アンケート結果の一例（A班） 

 

 

②地域連携による町並み防災イベントの開催 

 各自の防災意識を高めると共に、地域の親睦を深め、みんなと一緒に安全安心なまちづ

くりを考えていけることを期待し、栃木・嘉右衛門町地区周辺にお住いの方々を対象とし

た町並み防災イベントを栃木市や学悠館高校JRC部と連携して開催した（写真82）。イベ

ントでは、地域住民にご協力いただき実施した防火対策検討のための現地調査や住民防災

意識アンケート調査などに基づき提案する防災対策や、栃木市危機管理課や消防署による

講話・初期消火訓練、学悠館高校JRC部の取組み紹介などを行った。伝建地区およびその

周辺に住いの方々に対して、市からの回覧物と一緒に案内を配布したところ、参加者は23

名と少なかった。企画内容や告知方法に対して企画者側の課題も多いが、地域の防災意識

の希薄さも改めて認識した。しかし、今回の取組みは、小山高専や学悠館高校の地域近隣
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の教育研究機関と栃木市の伝建推進室、危機管理課、消防署が連携して、地域住民と協働

して地域の防災について考える機会を創れたことが、今後に繋がる大きな成果である。何

より、これまでのプロジェクトでの取組みを通じて繋がった協力体制を発揮できたことは

大きな成果と考える。 

 

   

写真82  町並み防災イベントの様子 

 

③空き家対策勉強会（空き家対策事業提案） 

 本プロジェクトでは、持続可能なまちづくりの一部として空き家対策の重要性を考え、

地域でキーパーソンとなる人材の育成と、現実的な空き家対策事業の提案を目指している。

そこで、空き家・空き店舗に関する調査研究（研究者・学生）や、空き家の再生・活用へ

の取組み（市民団体）、地域住民の課題意識などの情報を集約し、共有することを目的に

空き家対策勉強会を12月から定期的に全６回開催した（写真83）。 

本年度は、空き家・空き地の分布や利用状況、老朽度の実態、地域住民へのヒアリング、

空き家に関する栃木市の制度の洗い出しなどを行い地域の現状を把握したほか、先進事例

の分析を重ねた。ここで議論された主要な内容については、先に（２）④項目に記した通

りである。また、今年度最後の勉強会では、NPO尾道空き家再生プロジェクトの渡邉義孝

氏を招き、尾道の様子やNPOでの取組み、空き家活用やNPO運営のノウハウなどをご教示

いただいた。それをもとに、空き家に関する疑問や活用方法について、地域住民・行政・

専門家や関心の高い若者などが意見交換し、共有を図った。尾道市は、栃木市と地形こそ

全く違うが、人口や高齢化率、空き家率などは非常に似ており、そのような類似する地域

での伝統や文化を継承するための取組みや空き家活用による地域の活性化に励むNPOのし

くみなどを把握することができた。 

 この勉強会を通じて、幾つかの事業提案がなされたが、26年度も空き家対策勉強会を継

続して実施し、そこでは対象地域に最近出店した経営者へのヒアリングを行い、開業に至

るまでの人のつながりと現在の地域の方々とのつながりを明らかにする。さらに、先進伝

建地区について、借り手と貸し手の悩みやミスマッチ、事業運営方法等の具体的なノウハ

ウ、昔からのコミュニティと新規参入者をつなぐ工夫などについて、市担当者や事業代表

者らへのヒアリング調査を行い、それらに基づき、提案事業の実現に向けた具体的なノウ

ハウや課題を明示していくことを計画している。 
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写真83 空き家対策勉強会の様子 

 

④伝統技法の継承と発展に資する取組み 

 伝統技法の継承と共に、その科学的根拠も理解した技術者や技能者を育成、自己研鑚の

意識の涵養などをねらい、建築士や職人、行政担当者を対象とした以下の勉強会やワーク

ショップを開催した。 

a）伝統木造建築物勉強会（写真84） 

 土蔵耐力壁の加力実験に合わせて、実験見学会と勉強会を開催した。本プロジェクトの

概要と歴史的町並みの防災に関する講義を行った後、実験見学と伝統木造の耐震性能や防

耐火性能に関するレクチャーを実施した。 

  

写真84 伝統木造建築物勉強会の様子 

 

b）くらづくり応援隊ワークショップ（写真85） 

 栃木市嘉右衛門町地区と桜川市真壁地区で進められている土蔵や木造店舗の修理現場に

て、くらづくり応援隊ワークショップを開催した。これらのワークショップでは、修理技

法や歩掛りなどを蓄積することと、地域間の連携を深めることを目的に、栃木市と桜川市、

桐生市の建築士、職人、自治体担当者が集まった。いずれの地区も震災復旧事業が終了す

ると、年間数件しか修理事業に着手できない中で、地域間で連携して、そのような数少な

い現場を担い手育成の場として共有したり、周辺地域の職能同志が技術を磨き合う場とし

て活用することで伝統技法が継承されることを期待している。 
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写真85 くらづくり応援隊ワークショップの様子 

 

c）建物の振動測定勉強会（写真86） 

建物の耐震性能を推測する一手法として、振動測定を行い固有周期などを評価する取り

組みが盛んに行われている。しかし、専門知識を要するため、地元の建築士でも難解なこ

とが多い。そこで、建物の揺れ方やそれを測る方法を実際の建物で体験し理解を深めても

らうことを目的に勉強会を実施した。 

   

写真86 建物の振動測定勉強会の様子 

 

率直な感想として、北関東の栃木市や桜川市、桐生市の伝建地区では、現業を抱えなが

ら年間数棟しかない修理に携わるために修習しようとする有志は少ないのが現状である。

いずれも重伝建地区に選定されたばかりで、これからまちづくりが本格化するところであ

り、実績が乏しいのが現状である。そこで、茨城県桜川市や栃木県栃木市だけでなく、群

馬県桐生市の関係者にも案内し、類似の町並み形態や課題を抱える地域の同じ職能の人々

によるコミュニティで非常時に互いに支え合えるネットワークづくりを進めた。 

そのような取組みを通じて、茨城県建築士会が主催する「いばらき地域文化財専門技術

者育成研修（通称：ヘリーテジマネージャー講習）」の一環として実施した土壁の小舞掻

きと土塗りの実習（写真87）では、とちぎ蔵の街職人塾の大工や左官職人が講師となり技

術指導を行うなどの連携が始まった。さらに、桐生新町伝建地区では、伝統的建造物を保

全するために必要な職種の職人らが集い「桐生重伝建修習の会」と称した技術の研鑚を目

的とした組織の設立に向けた動きがあった。 
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写真87 ヘリテージマネージャー講習の様子 

 

（11）コミュニケーションツールの錬成 

①栃木・真壁の町並み３ＤＣＧ（図107,108） 

本年度は、町並みを再現するCG動画の作成に積極的に取り組んで来た。その理由として、

地元住民が将来どのような町並みを実現すべきかを議論するためのコミュニケーションツ

ールが不可欠であり、CGが最も効果的であると考えたためである。例えば、数十軒の店が

軒を連ねる栃木町の町並みの中で、年に１カ所以上の改修工事・建て替え工事が行われ、

今後も継続することが予想される。これは１年中、町並みの改修が行われていることを意

味する。しかし建築の教育を受けた専門家でなければ、工事が終わるまでどのような町並

みになるかを想像することは難しい。このため、現状の町並みを再現しつつ、今後改修工

事・建て替え工事が行われる際に事前にCG上で町並みの予想図を描き、地元住民の参加意

識を高めることを狙っている。今後は大通り沿いのみならず路地部分の再現に挑戦し、防

災的に弱点となる空き地などの再現のみならず、まちづくりコンペティションの作品など

も含めて改修事案を作成することを目指している。 

 

  

図107 栃木町地区の町並みＣＧ     図108 真壁地区の町並みＣＧ 

 

②建造物の軸組模型（写真88） 

CG制作作業に並行して、栃木、真壁の典型的な見世蔵の軸組模型を作製した。これは建

築の専門家といえども土蔵や見世蔵が如何にして成り立っているか熟知している者は少な

く、柱・梁の軸組をあらわにすることが、その特質の理解を進めるものと考えている。 
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写真88 小山高専サテライトキャンパス見世蔵軸組模型 

 

③ＧＩＳによる情報管理・共有システム 

伝建地区における効率的かつ効果的な情報管理・共有を目指して、そのプラットフォー

ムとなるGISを活用した情報管理・共有システムを構築し、その有効性を検証する。対象と

する情報としては、修理・修景情報だけでなく、地域防災マップのような防災情報や生活

情報、さらには観光情報等も取り込んでそれらを一元的に管理・公開することで、より利

用価値が高いシステムの構築を目指す。このようなシステムの構築による地域への効果と

しては、例えば自治体と職人・建築士の効率的な情報管理と共有により安全なまちづくり

と、市民活動推進団体等を主体とした住民間の情報共有により安心なまちづくりがそれぞ

れ期待できる。さらには観光情報の提供により交流人口の増加や、さらには地域振興が期

待できる。GISによる情報管理・共有システムの構成イメージを図109に示す。 

 

図109 GISによる情報管理・共有システムの概要 

 

 本年度は、システムの構築へ向けた検討および準備として、デスクトップGISソフトウェ

アを用いて、簡単な基本データと写真やVRパノラマ画像を含んだデータベースを試作した。

さらには、インターネット上での公開を想定して、Google Earthのサービスを活用したGIS

データの公開方法について検討した。図110が実際に試作したGISデータ公開のためのWeb

サイトの表示例である。(a)はトップページである。(b)と(c)はそれぞれ栃木市嘉右衛門町と
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桜川市真壁町のマップであり、マップ内の黄色い丸印はその地点にVRパノラマ画像が紐付

けられており、例えばその内の一つをクリックすると、(d)のような観光情報付きのパノラ

マ画像を閲覧することができる。試作の結果、GISを用いることで少ない手間で情報を公開

できる可能性があることが分かった。しかし、複数の人がそれぞれの立場で情報管理をす

るためにはサーバータイプのGISソフトウェアが必要である。また、今回利用したGoogle 

Earthはフリーなサービスであるため、自治体側で一元管理することは難しい。 

 以上をふまえて、次年度以降では多人数で情報管理が可能なGISサーバーを導入し、特別

な専門知識を有さずに簡単に管理ができ、効果的に情報公開ができるようなシステムの構

築を目指す。構築においては自治体やまちなかでの実証実験も行う予定である。 

 

 
      (a)トップページ          (b)栃木市嘉右衛門町のマップ 

  
(c)桜川市真壁町のマップ       (d)観光情報付きのVRパノラマの例 

図110 試作したWebサイトの例 

 

④修理・修景ガイドラインの骨子検討 

26年度中に修理・修景ガイドラインの素案完成を目指し、本年度は骨子の精査を行った。
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ガイドラインでは、火災や地震対策だけでなく、修理工事の監理の際に把握しておくべき

要点や現地調査における検査手法、歴史的建造物の用途を変更して活用する際の法的課題

や活用事例について整理する予定である。ガイドラインの内容等については、プロジェク

ト合宿に招聘した伝建地区関係者などから受けた指摘や要望等を踏まえて完成度を高める。

地域への定着手法として、ガイドラインに挿入する設計事例の蓄積を地域のリーダー級の

技術者と共に進め、さらに最終年度には研修会を実施することで普及および定着を目指す

予定である。 

 

（12）伝建地区における安全安心なコミュニティづくりの全体フレームの提示 

以上の本年度の取組みから、まず現状認識すると、昔からの町割りが残る伝建地区は、

細街路や耐用年数に不安を抱える木造家屋も多い。それは、国宝ほどの価値を持たない可

燃物の集合体であり、災害時には大きなリスク要因となる。しかし、一般市街地にはない

魅力的な景観を有し、地域外から観光客や研究者を引きつけるローカル・アセット（地域

固有の財産）の側面を併せ持つ。通常、このローカル・アセットは「三丁目の夕日」的な

ノスタルジーの対象となり、保存すべき景観として称揚されて来たが、放置すればたちま

ち限界集落となる脆弱さも有する。それを地区住民の発意と合意を基盤に、ステークホル

ダーが知恵を出し合い、持続している地域社会が伝建地区にはある。 

このようなことを鑑みると、ローカル・アセットとしての伝建地区は現代の安全安心な

コミュニティづくりの先進的モデル地域に化ける資材性（文化人類学者レヴィ＝ストロー

スのいう潜在的有用性）を持つのではないだろうか。何故なら、伝建地区は数百年前から

の地割が今も活かされ、極ありふれた有り合わせの技術を駆使して幾多の災害を乗り越え、

人々の生活が営々と継承されて来たからだ。言い換えれば、伝建地区にはレジリエントな

社会に必要な知見、すなわち①祭や防災を持続させる社会構造、②木造と土蔵の町並みを

持続させる産業構造や技術体系、および①と②の密接に連関される社会的取り決めが内蔵

されているのではないか。 

 ただし、本年度までの成果がこの仮説を実証するまでには至っておらず、26年度は本年

度の知見をフィードバックし、仮説フレームを精査する。そして、これまでの知見を補完

する調査・研究を推進し、社会学的な知見も加え、伝統的建造物や歴史的町並みを中核と

した安全・安心なコミュニティづくりの全体フレームを構築することを目指す。具体的に

は、伝建地区の危険性（リスク）と資材性（ローカル・アセット）を評価すべく、Sociological 

Tools（地域のステークホルダーが議論し、共同体意識を高めるワークショップ等の場）と

Scientific Tools（地域情報や意識を共有するための道具）の開発に着手する。これにより、

住民・行政・職人のみならず、技術者・研究者・女性・障がい者・小中高校生・NPOとい

った新たな担い手による「新しいつながり」（多重セーフティネット）を紡ぎ直し、伝建

地区とコミュニティを「みんなで守る」意味とその作法を発信する。 

 

（13）社会実装に向けた情報共有と連携強化 

 全国各地の類似する地域への本プロジェクト成果の展開を目指し、それぞれの立場で全

国ネットワークが構築されている以下の組織との連携を図り、社会実装に向けた意見交換

と情報共有を積極的に展開した。 

①全国町並み保存連盟 

第36回全国町並みゼミ倉敷大会（写真89）が開催され、各地からの報告として、プロジ
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ェクトメンバーである栃木蔵街暖簾会の殿塚氏と共に、本プロジェクトの紹介と経過報告

を全国の住民団体や個人に対して行った。さらに、関東ブロック会議（写真90）でもプロ

ジェクトの経過について報告を行った。このように定期的に我々の取り組みを報告してい

くことで、歴史的町並み景観を守ると同時に、そこで暮らす人々の命や生活を守る取り組

みが広がっていくことを期待している。 

   

写真89 全国町並みゼミ倉敷大会の様子  写真90 関東ブロック会議の様子 

 

②全国伝統的建造物群保存地区協議会（伝建協） 

伝建協は、伝統的建造物群保存地区を持つ市町村が集まり発足した組織であり、協議会

では保存地区の歴史的町並みを保存するための様々な情報を収集・蓄積し、これらを会員

相互で共有するとともに全国に発信するための取組みを行っている。桜川市では、東日本

大震災で真壁地区が甚大な被害を受けた際に伝建協に技術協力を要請し、亀山市、金沢市、

鹿嶋市、萩市、うきは市、大田市が、これに応えて4月下旬よりリレー方式で技術者が派遣

された。このように平時に培われた協力関係が、非常時に大きな力を発揮している。 

本プロジェクトとしては、まず伝建協事務局を務める萩市を訪ね、伝建協会長の野村興

兒・萩市長と面会（写真91）し、本プロジェクトの説明と協力を要請した。そして、26年

度の伝建協総会(5月22日)において報告の時間を頂くことができた。さらに、関東ブロック

会議(10月22日予定)においてもプロジェクト成果について講演を行う予定である。 

 

写真91 伝建協会長(野村興兒・萩市長)との面会 

 

③高専－技科大連携 

a）豊橋技術科学大学「高専連携教育研究プロジェクト成果発表会」 

 小山高専では、JSTにおけるプロジェクト採択以前より、豊橋技術科学大学と連携し、防



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

138 

災に関する調査・研究を進めてきたが、「高専連携教育研究プロジェクト成果発表会」の

場で本プロジェクトの進捗状況について説明（写真92）を行い、全国の高専・技科大関係

者への連携を呼びかけた。 

   

写真92 豊橋技術科学大学「高専連携教育研究プロジェクト成果発表会」の様子 

 

b）明石高専防災教育プロジェクトとの協同 

 明石高専は「近畿地区７高専連携による防災技能を有した技術者教育の構築」(平成24年

度大学間連携恊働教育推進事業にて採択)に取り組んでおり、2014年2月1日に明石市立産業

交流センターにおいて「学生成果発表会」と特別講演「暮らしの中の防災・減災：＜生活

防災＞のすすめ」(矢守克也・京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授)が開かれた。

本プロジェクトはこの発表会場の一部を借受け、これまでの成果をパネルとCGを用いて展

示（写真93）し、近畿地区の高専関係者や防災教育関係者に連携を呼びかけた。 

   

写真93 「近畿地区７高専連携による防災教育プロジェクト」シンポジウムの様子 

 

c）長岡技術科学大学３機関連携プロジェクト技学イノベーション推進センターへの参画 

 長岡技術科学大学と豊橋技術科学大学、国立高等専門学校機構が連携・協働した技学イ

ノベーション推進センターのレジリエントインフラグループに参画し、情報共有と連携強

化を進めた。なお、横内が属するユニットには、リーダーの大塚悟・長岡技大教授のもと、

８名の高専教員が属し、GISの防災事業への活用方法等について研究を進める。 

d）高専テクノフォーラム 

第11回高専テクノフォーラム「高専制度創設50周年、さまざまな絆で新たな発展」が、

名古屋市で開催された。小山高専の産，学，官，民との特色のある連携事例として、本プ

ロジェクトを予稿集で全国の高専に紹介した。 
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④学協会との連携 

a）日本建築学会大会 

日本建築学会大会において土塗壁の構造性能に関する３編の論文を発表した。また、日

本建築学会関東支部研究発表会では、栃木市嘉右衛門町地区およびその周辺の防災計画の

検討に関する論文を発表した。 

b）実践教育研究発表会 

(社)実践教育訓練研究協会主催の実践教育研究発表会が開催（写真 94）され、全国の職

業能力開発大学校やポリテクセンターの指導員を中心に、日頃から技術者や技能者、学生

に実践教育を行っている方々が全国から集まり事例発表などが行われた。ここで、本プロ

ジェクトの概要や担い手育成の取り組みについて講演した。また、エクスカーションとし

て行われた桜川市真壁伝建地区の震災復旧現場視察に協力し、連携を呼びかけた。 

   

写真94 実践教育研究発表会の様子 

 

⑤プロジェクト合宿 

 先進伝建地区でまちづくりに携わっている方々を招聘し、プロジェクトメンバーの研究

者、自治体職員、学生を含め総勢24名でプロジェクト合宿を実施（写真95）した。合宿で

は、防災対策や空き家対策、地域コミュニティの連携などそれぞれの地区での取り組みを

把握することができた。また、プロジェクトのこれまでの取り組みを共有した上で、現在

あるいは今後の伝建地区に必要とされているものについて、意見を交換した。ここでの議

論を踏まえ、研究方針の改善等への反映を図る。 

 

写真95 プロジェクト合宿の様子 
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３‐４．会議等の活動 

・実施体制内での主なミーティング等の開催状況 

年月日 名称 場所 概要 

H25.4.10 栃 木 自 主 防 災

WG定例会議 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

自主防災Gの24年度成果報告およ

び25年度の方針等の協議。 

H25.4.22 修理・修景G定例

会議 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

修理・修景Gの24年度成果報告お

よび25年度の方針等の協議。 

H25.4.22 全体会議 とちぎ市民活

動推進センタ

ーくらら会議

室 

プロジェクトメンバー全員が集ま

り、全体会議を実施。第１部では、

24年度の成果報告と25年度の計

画説明を行ったのち、意見交換を

行い、プロジェクトの全体像を共

有。第２部では、３名の先生方か

らの講演。 

H25.4.23 真 壁 自 主 防 災

WG定例会議 

旧真壁郵便局 真壁自主防災Gメンバーで町並み

歩きを行い、防災設備の所在や不

安全箇所などの確認を実施。25年

度の方針等について協議。 

H25.5.29 栃 木 自 主 防 災

WG定例会議 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

進捗報告。 

H25.6.5 真 壁 自 主 防 災

WG定例会議 

桜川市役所真

壁庁舎会議室 

進捗報告。ヒアリング。 

H25.6.19 修理・修景G定例

会議 

桜川市真壁伝

承館会議室 

進捗報告。 

H25.6.24 総合調整・推進G

定例会議 

桜川市役所真

壁庁舎会議室 

各グループの進捗報告等。 

H25.6.26 栃 木 自 主 防 災

WG定例会議 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

進捗報告。 

H25.7.31 栃 木 自 主 防 災

WG定例会議 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

進捗報告。 

H25.8.8 修理・修景G定例

会議 

関東職業能力

開発大学校実

習室 

進捗報告。 
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H25.9.4 総合調整・推進G

定例会議 

とちぎ市民活

動推進センタ

ーくらら会議

室 

各グループの進捗報告。 

桐生新町伝建地区の紹介。 

H25.9.26 真 壁 自 主 防 災

WG定例会議 

桜川市役所真

壁庁舎会議室 

進捗報告。 

H25.9.27 栃木市総合防災

事業関係課会議 

栃木市役所会

議室 

関係部局間の協力体制協議。 

H25.10.31 修理・修景G定例

会議 

桜川市真壁伝

承館会議室 

進捗報告。 

H25.10.31 全体会議 桜川市真壁伝

承館会議室 

進捗報告、意見交換。 

H25.12.18 空き家対策勉強

会 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

ヒアリング。 

H26.1.6 修理・修景G定例

会議 

とちぎ市民活

動推進センタ

ーくらら会議

室 

進捗報告。 

H26.1.11 空き家対策勉強

会 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

成果報告。ヒアリング。 

H26.1.25 空き家対策勉強

会 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

成果報告。ヒアリング。 

H26.2.3 総合調整推進G

定例会議 

栃木市庁舎正

庁 

前回全体会議以降の経過や今後の

展開などについて議論 

H26.2.18 空き家対策勉強

会 

小山高専会議

室 

進捗報告。トークセッション企画。 

H26.3.8 空き家対策勉強

会 

小山高専サテ

ライトキャン

パス 

次年度方針協議。トークセッショ

ン準備進行打合せ。 

 

 

４．研究開発成果の活用・展開に向けた状況 

研究開発成果の現場での試行的な利用や社会実験の取り組みなどは、未だ無い。 

 

 

５．研究開発実施体制 
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（１）総合調整・推進グループ 

①横内基（小山工業高等専門学校、講師） 

②総合的な防災対策を創出するための、総合調整および推進を担う。各グループにおい

て提案された施策等については、それが伝建地区の防災減災に資する体制・対策とし

て相応しいかどうかを議論し、適宜助言を行い、研究開発プロジェクト全体を統括す

る。 

 

（２）自主防災グループ 

①豊川斎赫（小山工業高等専門学校、准教授） 

②自助・共助による自主防災体制の構築、および自助・共助と公助との円滑な連動が図

れる体系の整備を担う。さらに、次世代の防災対策の担い手を育成するプログラムの

整備を担う。 

 

（３）運営・持続グループ 

①杉山知也（栃木市教育委員会伝建推進室、室長） 

②各地区における総合防災事業の運用体制の整備と、近郊の伝建地区における自治体間

の防災に資する連携体制の構築・強化を担う。また、空き家となっている歴史的建造

物の再生方法等を含めた歴史的風致を活かした町おこしの方策の提案を担う。 

 

（４）修理・修景グループ 

①大橋好光（東京都市大学、教授） 

②防災ルール策定のための町並みや建造物の耐震的・防火的な弱点を明確にすると共に、

当該地区の歴史的風致や町並みに配慮しつつ、地震や火災に対して科学的根拠に基づ

いた修理・修景の際の設計・計画手法の構築と、その効果的な運用体制の創出を担う。

また、伝統構法に関わる生産体制の確保と、災害時に迅速かつ適切に応急措置、修理・

復旧に着手できる施工体制の整備を担う。 

 

 

６．研究開発実施者 

 

研究グループ名：総合調整・推進グループ 

  氏名 
フリガ

ナ 
所属 

役職 

（身

分） 

担当する 

研究開発 

実施項目 

○ 横内基 

ヨコウ

チ ハ

ジメ 

小山工業高等専

門学校建築学科 
講師 

全体総括／町並み全体の総合防災体制

の構築・評価 

  苅谷勇雅 
カリヤ 

ユウガ 

小山工業高等専

門学校 
校長 

伝建地区制度の立場による総合防災体

制の評価 

  河東義之 
カワヒ

ガシ 

小山工業高等専

門学校 

名誉教

授 

町並み保存の立場による総合防災体制

の評価 
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ヨシユ

キ 

○ 大橋好光 

オオハ

シ ヨ

シミツ 

東京都市大学工

学部 
教授 

耐震対策の立場による総合防災体制の

評価 

○ 長谷見雄二 
ハセミ 

ユウジ 

早稲田大学理工

学術院 
教授 

防火対策の立場による総合防災体制の

評価／防災計画策定 

  豊川斎赫 

トヨカ

ワ サ

イカク 

小山工業高等専

門学校建築学科 
准教授 

自主防災対策の立場による総合防災体

制の評価 

  酒入陽子 

サカイ

リ ヨ

ウコ 

小山工業高等専

門学校一般科 
准教授 

地域史の立場による総合防災体制の評

価 

  浦野正樹 
ウラノ 

マサキ 

早稲田大学文学

学術院 
教授 

防災計画策定、地域防災の立場による総

合防災体制の評価 

  八木雅夫 
ヤギ 

マサオ 

明石工業高等専

門学校 
教授 

全国の歴史的町並みに関する情報提供

／ 

高専ネットワークを活用した情報発信

支援 

  杉山知也 

スギヤ

マ ト

モヤ 

栃木市教育委員

会伝建推進室 
室長 

栃木市伝建行政の立場による総合防災

体制の評価 

  石川文雄 

イシカ

ワ フ

ミオ 

桜川市教育委員

会文化財課 
課長 

桜川市伝建行政の立場による総合防災

体制の評価 

 

研究グループ名：自主防災グループ 

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発 

実施項目 

  豊川斎赫 
トヨカワ 

サイカク 

小山工業高等専

門学校建築学科 
准教授 統括／自主防災体制の構築・評価 

  浦野正樹 
ウラノ 

マサキ 

早稲田大学文学

学術院 
教授 

防災ルール策定プロセスの構築／担い

手育成、賑わい創出方策検討 

○ 
長谷見雄

二 

ハセミ 

ユウジ 

早稲田大学理工

学術院 
教授 

災害に関する社会的要因の調査／地域

防災活動の基盤づくり 

  小池英夫 
コイケ 

ヒデオ 

栃木の例幣使街

道を考える会 
事務局 嘉右衛門町地区の住民調整 

  殿塚治 
トノヅカ 

オサム 

栃木蔵街暖簾会 

全国町並み保存

連盟 

会長 

副理事 
栃木町地区の住民調整 
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  飯泉春長 

イイイズ

ミ ハル

ナガ 

真壁町登録文化

財を活かす会 
会長 真壁地区の住民調整 

  吾妻周一 

アズマ 

シュウイ

チ 

ディスカバーま

かべ 
副会長 

真壁地区における担い手育成、賑わい創

出の検討 

  大波龍郷 
オオナミ 

タツサト 

特定非営利活動

法人 ハイジ 

ネットワークと

ちぎ  

職員 
住民調整・自主防災対策調査の主導 

情報伝達方法の検討 

  中村絹江 
ナカムラ 

キヌエ 

とちぎ市民活動

推進センター 

副セン

ター長 

栃木市の自主防災に資する情報収集・提

供 

住民調整 

  佐山正樹 
サヤマ 

マサキ 

ネットワークと

ちぎ 
会長 

栃木市の自主防災、担い手育成に資する

情報収集・提供、住民調整 

  木村成一 
キムラ 

セイイチ 

栃木市教育委員

会伝建推進室 
技師 

嘉右衛門町地区、栃木町地区における公

助と自助・共助との連携体系化 

  仁平昌則 
ニヘイ 

マサノリ 

桜川市教育委員

会文化財課文化

G 

グルー

プ長 

真壁地区における公助と自助・共助との

連携体系化 

○ 横内基 
ヨコウチ 

ハジメ 

小山工業高等専

門学校建築学科 
講師 

実施者間の連絡調整、防災教育推進／他

グループとの調整 

 今井文子 
イマイ 

フミコ 

小山工業高等専

門学校専攻科 
２年 

現地調査補助／担い手育成プログラム

の実施補助 

 
川副早央

里 

カワゾエ 

サオリ 

早稲田大学大学

院文学研究科 
D2 

現地調査補助／担い手育成プログラム

の実施補助 

 石川達 
イシカワ 

トオル 

小山工業高等専

門学校 

技術補

佐員 

現地調査補助／担い手育成プログラム

の実施補助 

 安井昇 
ヤスイ 

ノボル 

早稲田大学 理

工学術院総合研

究所 

客員上

級研究

員 

防火調査・地域勉強会講師 

 加藤詞史 
カトウ 

コトフミ 

早稲田大学 理

工学術院総合研

究所 

客員上

級研究

員 

防火調査・地域勉強会講師 

 田村隆雄 
タムラ 

タカオ 

早稲田大学 理

工学術院総合研

究所 

嘱託研

究員 
防火調査・地域勉強会講師 

 新谷眞人 
アラヤ 

マサト 

早稲田大学 理

工学術院 

特任教

授 
地域勉強会講師 

 石塚正浩 
イシヅカ 

マサヒロ 

早稲田大学 創

造理工学研究科 
M2 

災害に関する社会的要因の調査補助／

地域防災活動の基盤づくりサポート 
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 池田成介 
イケダ 

セイスケ 

早稲田大学 創

造理工学研究科 
M1 

災害に関する社会的要因の調査補助／

地域防災活動の基盤づくりサポート 

 浅川新 
アサカワ 

シン 

早稲田大学 創

造理工学研究科 
M1 

災害に関する社会的要因の調査補助／

地域防災活動の基盤づくりサポート 

 田所玲奈 
タドコロ 

レナ 

早稲田大学 創

造理工学部 
４年 

災害に関する社会的要因の調査補助／

地域防災活動の基盤づくりサポート 

 関口佳織 
セキグチ 

カオリ 

早稲田大学 創

造理工学研究科 
M1 

災害に関する社会的要因の調査補助／

地域防災活動の基盤づくりサポート 

 平川千紗 
ヒラカワ 

チサ 

早稲田大学 創

造理工学部 
４年 

災害に関する社会的要因の調査補助／

地域防災活動の基盤づくりサポート 

 

研究グループ名：運営・持続グループ 

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発 

実施項目 

  杉山知也 
スギヤマ 

トモヤ 

栃木市教育委員

会伝建推進室 
室長 統括／運営体制の監修・評価 

  寺崎大貴 
テラサキ 

ダイキ 

桜川市教育委員

会文化財課文化

G 

副主査 
桜川市における体制のあり方の検討／

関係部局との調整 

  木村智史 
キムラ 

トモフミ 

桜川市教育委員

会文化財課文化

G 

主事 桜川市における体制のあり方の検討 

  木村成一 
キムラ 

セイイチ 

栃木市教育委員

会伝建推進室 
技師 

栃木市における体制のあり方の検討／

関係部局との調整 

  廣瀬暢男 
ヒロセ 

ノブオ 

栃木市都市計画

課伝建まちづく

りT 

主査 
栃木市嘉右衛門町地区のまちづくりの

方針検討 

  殿塚治 
トノヅカ 

オサム 

栃木蔵街暖簾会 

全国町並み保存

連盟 

会長 

副理事 

既往事例の分析 

町おこし策の検討、評価 

  大波龍郷 
オオナミ 

タツサト 

特定非営利活動

法人 ハイジ 

ネットワークと

ちぎ  

職員 
町おこし策の検討／担い手育成プログ

ラム運営体制検討 

  大島隆一 

オオシマ 

リュウイ

チ 

小山工業高等専

門学校建築学科 
准教授 

防災対策および空き家対策に関する事

例調査・体系化 

○ 横内基 
ヨコウチ 

ハジメ 

小山工業高等専

門学校建築学科 
講師 

両自治体間の連絡調整／他グループと

の調整 

 野村佳亮 ノムラ 小山工業高等専 技術補 両自治体間の連絡調整／他グループと
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ヨシアキ 門学校 佐員 の調整 

 小室元貴 
コムロ 

モトキ 

小山工業高等専

門学校専攻科 
２年 空き家対策に関する事例調査・体系化 

 柳裕斗 
ヤナギ 

ユウト 

小山工業高等専

門学校専攻科 
２年 防災対策に関する事例調査・体系化 

  天野克也 
あまの 

かつや 

東京都市大学 

工学部建築学科 
教授 

歴史的風致を活かした町おこしの提案

／地域の人々で持続可能な社会を考え

る環境づくり 

 天野正昭 
あまの 

まさあき 

東京都市大学 

工学研究科建築

学専攻 

客員研

究員 

歴史的風致を活かした町おこしの提案

／地域の人々で持続可能な社会を考え

る環境づくり 

 齋藤 潤一 

さいとう 

じゅんい

ち 

東京都市大学 

工学研究科建築

学専攻 

修士1年 調査・研究補助 

 荒井大悟 
あらい 

だいご 

東京都市大学 

工学部建築学科 
学部4年 調査・研究補助 

 伊藤正樹 
いとう 

まさき 

東京都市大学 

工学部建築学科 
学部4年 調査・研究補助 

 金子綾花 
かねこ 

あやか 

東京都市大学 

工学部建築学科 
学部4年 調査・研究補助 

 村上翔子 
むらかみ 

しょうこ 

東京都市大学 

工学部建築学科 
学部4年 調査・研究補助 

 

研究グループ名：修理・修景グループ 

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発 

実施項目 

○ 大橋好光 
オオハシ 

ヨシミツ 

東京都市大学工

学部 
教授 統括／修理・修景設計マニュアルの監修 

○ 
長谷見雄

二 

ハセミ 

ユウジ 

早稲田大学理工

学術院 
教授 

防火対策、地震と火災同時発生時の対策

構築・評価 

○ 横内基 
ヨコウチ 

ハジメ 

小山工業高等専

門学校建築学科 
講師 

耐震対策の構築・評価／他グループとの

調整 

  大島隆一 

オオシマ 

リュウイ

チ 

小山工業高等専

門学校建築学科 
准教授 外観仕様の構築・評価 

  平田克己 
ヒラタ 

カツミ 

小山工業高等専

門学校電子制御

工学科 

講師 
データベース作成、共有ネットワーク構

築・試行 

  山本兵一 
ヤマモト 

ヒョウイ

栃木蔵の街職人

塾 
塾長 

標準施工仕様の構築、嘉右衛門町地区・

栃木町地区の技能者指導・調整 
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チ 

  武村実 
タケムラ 

ミノル 

茨城県建築士会

桜川支部 
支部長 真壁地区の修景設計仕様の構築 

  石本俊光 
イシモト 

トシミツ 

栃木蔵の街職人

塾 

栃木県建築士会

栃木支部 

総務担

当 

嘉右衛門町地区、栃木町地区の修景設計

仕様の構築 

  加藤誠洋 
カトウ 

ノブヒロ 
加藤建築事務所 所長 

震災復旧記録の作成、修景コンペの運営

事務 

 野村佳亮 
ノムラ 

ヨシアキ 

小山工業高等専

門学校 

技術補

佐員 

耐震調査測定の実施評価、震災復旧記録

の作成 

＊ 國分直輝 
コクブン 

ナオキ 

小山工業高等専

門学校専攻科 
２年 耐震調査補助、構造実験の計画実施補助 

 柳 裕斗 
ヤナギ 

ユウト 

小山工業高等専

門学校専攻科 
２年 

震災復旧工事図面作成補助／町並みパ

ースの作成 

 田村菜月 
タムラ 

ナツキ 

小山工業高等専

門学校 
５年 調査・実験補助 

 小林直人 
コバヤシ 

ナオト 

小山工業高等専

門学校 
５年 調査・実験補助 

 斉藤巧 
サイトウ 

タクミ 

小山工業高等専

門学校 
５年 調査・実験補助 

 
樋口美早

紀 

ヒグチ 

ミサキ 

東京都市大学工

学部 
４年 耐震調査実験補助、架構形式の類型化 

 安井昇 
ヤスイ 

ノボル 

早稲田大学 理

工学術院総合研

究所 

客員上

級研究

員 

防火調査・地域勉強会講師 

 加藤詞史 
カトウ 

コトフミ 

早稲田大学 理

工学術院総合研

究所 

客員上

級研究

員 

防火調査・地域勉強会講師 

 田村隆雄 
タムラ 

タカオ 

早稲田大学 理

工学術院総合研

究所 

嘱託研

究員 
防火調査・地域勉強会講師 

 井田敦之 
イダ ア

ツユキ 

早稲田大学 理

工学術院総合研

究所 

嘱託研

究員 
シミュレーション指導 

 新谷眞人 
アラヤ 

マサト 

早稲田大学 理

工学術院 

特任教

授 
地域勉強会講師 

 宮津裕次 
ミヤヅ 

ユウジ 

早稲田大学 理

工学術院総合研

究所 

次席研

究員 
防火調査 
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 山田俊亮 

ヤマダ 

シュンス

ケ 

早稲田大学 理

工学術院 
助手 防火調査 

 石塚正浩 
イシヅカ 

マサヒロ 

早稲田大学 創

造理工学研究科 
M2 市街地・建築物の災害危険調査補助 

 池田成介 
イケダ 

セイスケ 

早稲田大学 創

造理工学研究科 
M1 市街地・建築物の災害危険調査補助 

 浅川新 
アサカワ 

シン 

早稲田大学 創

造理工学研究科 
M1 市街地・建築物の災害危険調査補助 

 田所玲奈 
タドコロ 

レナ 

早稲田大学 創

造理工学部 
４年 市街地・建築物の災害危険調査補助 

 平川千紗 
ヒラカワ 

チサ 

早稲田大学 創

造理工学部 
４年 

災害に関する社会的要因の調査補助／

地域防災活動の基盤づくりサポート 

 

 

７．研究開発成果の発表・発信状況、アウトリーチ活動など 

 

７‐１．ワークショップ等 

年月日 名称 場所 参加人数 概要 

H25.5.2

9 

真壁ボランティアガイド 

登録文化財を活かす会 

栃木町並み研修会 

栃木市栃木

町地区、嘉右

衛門町地区 

20 桜川市真壁の住民、ボランテ

ィアガイド、自治体の方々が

栃木を訪れ、近隣地区のまち

づくりを相互に理解する。 

H25.7.2

8 

高校生まち歩きワークシ

ョップ 

栃木市栃木

町地区、嘉右

衛門町地区 

22 高校生が町歩きを行い、伝建

地区の実状を知り、高校生同

士で考えを共有する。 

H25.8.4 高校生まち歩きワークシ

ョップ 

栃木市栃木

町地区、嘉右

衛門町地区 

8 同上 

H25.8.8 伝統木造建築物勉強会 関東職業能

力開発大学

校 

55 技術者・技能者の防災意識を

高めてもらうことを目的に、

実験見学会と勉強会を開催。 

H25.8.2

4 

実践教育研究発表会エク

スカーション 

真壁伝建地

区 

13 職業能力開発大学校やポリテ

クセンターの指導員を対象

に、桜川市真壁伝建地区の震

災復旧現場視察を実施。 

H25.9.1

4 

くらづくり応援隊 

 in 栃木市嘉右衛門町 

栃木市嘉右

衛門町地区 

49 近隣の小学生とその保護者

が、蔵の修復を体験。 

H25.10.

6 

空き家清掃活動 栃木市栃木

町地区 

14 空き家となっている見世蔵を

活用するため、市民団体が協
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力して、見世蔵の掃除・片付

けを実施。 

H25.10.

27 

とちぎ協働まつり2013 栃木市総合

運動公園 

 本プロジェクトの活動紹介ブ

ースと、嘉右衛門町重伝建地

区PRブースを設営。屋外で

は、土壁製作体験や瓦葺きの

実演・体験等を行い、ものづ

くりを通じて地域の伝統と文

化に関心を高める取り組みを

実施。 

H25.11.

3 

とちぎ蔵の街ふるさとま

つり 

小山高専サ

テライトキ

ャンパス 

240 みんなが暮らしたい未来のま

ちコンテストの作品展覧会を

開催。 

H25.11.

9 

いばらき地域文化財専門

技術者育成研修 

真壁・旧高久

家 

40 とちぎ蔵の街職人塾の大工や

左官職人が技術指導し、土壁

の小舞掻きと土塗りを実習。 

H25.11.

30 

関東都市学会秋季大会 栃木市役所

正庁 

60 「栃木市の伝統の再発掘と地

域活性化」をテーマに、地元

高校生によるポスターセッシ

ョンや学識者等によるパネル

ディスカッションを実施。 

H25.12.

7 

小舞竹製作ワークショッ

プ 

真壁城跡 8 小舞竹を製作工程を体験し、

伝統技法を知る。 

H25.12.

23 

くらづくり応援隊 岡田記念館 22 栃木市と桐生市の建築士、職

人、自治体担当者を対象にし

て修復を体験する。 

H25.12.

26 

明石高専PJ合同WS 明石高専 10 互いの情報を共有し、連携を

深めることを目的に実施。 

H26.1.4

~1.5 

プロジェクト合宿 桜川市真壁

伝承館、橋本

旅館 

24 先進伝建地区でまちづくりに

携わっている方々との情報共

有と連携強化。 

H26.1.1

9 

建物の振動測定勉強会 桐生新町伝

建地区 

10 建物の耐震性能を把握する一

助として行われる振動測定の

有用性と方法を理解する。 

H26.2.4

~3.3 

真壁のひなまつり 真壁伝建地

区 

 旧真壁郵便局２階にプロジェ

クト紹介ブースを設営し、情

報発信。 

H26.2.2

1 

栃木の例幣使街道を考え

る会による真壁勉強会 

真壁伝建地

区 

22 真壁伝建地区を訪れて現地勉

強会と、防災調査成果の報告

と意見交換を実施。 

H26.2.2

2 

大町自主防災組織と学悠

館高校JRC部の避難所体

学悠館高校 37 大地震が発生したことを想定

し、避難時に想定される事象
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験 を模擬した状況で避難所まで

避難し、避難所を設営するこ

とを訓練。 

H26.2.2

2 

くらづくり応援隊ワーク

ショップ 

真壁・旧高久

家 

23 実際の建物のえつり工事（竹

を所定の長さに切って、藁縄

で竹を掻く工事）を習得する。 

H26.3.1 くらづくり応援隊ワーク

ショップ 

真壁・旧高久

家 

18 同上 

H26.3.8 町並み防災イベント 栃木市役所

会議室 

23 各自の防災意識を高めると共

に、地域の親睦を深め、みん

なと一緒に安全安心なまちづ

くりを考えていけることを期

待し、栃木・嘉右衛門町地区

周辺にお住いの方々を対象と

した町並み防災イベントを栃

木市や学悠館高校JRC部と連

携して開催。 

H26.3.2

2 

空き家対策勉強会トーク

セッション「空き家再生

から守り伝えたいまちの

未来を考える」 

栃木市嘉右

衛門町・田中

家 

36 NPO尾道空き家再生プロジ

ェクトの渡邉義孝氏を招き、

尾道の様子やNPOでの取組

み、空き家活用やNPO運営の

ノウハウなどを学び、地域の

皆さんで考える。 

 

７‐２．社会に向けた情報発信状況、アウトリーチ活動など 

（１）書籍、DVD 

・予防時報「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」、横内基、日本損害

保険協会、2014年1月 

（２）ウェブサイト構築 

・Facebookページの、https://www.facebook.com/ristex.yokouchi、2013年5月 

（３）学会（7-4.参照）以外のシンポジウム等への招聘講演実施等 

・第11回高専テクノフォーラム「高専制度創設50周年、さまざまな絆で新たな発展」予

稿集においてプロジェクト紹介。（H25.8.20） 

・豊橋技術科学大学にて高専連携教育研究プロジェクト学生成果報告会が開催され、小

山高専の学生がプロジェクトの一環として進めている研究成果を発表（H25.8.23） 

・（社）実践教育訓練研究協会主催の実践教育研究発表会が関東職業能力開発大学校に

て開催され、プロジェクトについて講演。（H25.8.22） 

・第36回全国町並みゼミ倉敷大会が開催され、プロジェクトメンバーである栃木蔵街暖

簾会の殿塚氏と共に、本プロジェクトの紹介と経過報告を実施。（H25.9.20） 

・NPO全国町並み保存連盟の第４回関東ブロック会議において、本プロジェクトの経過

について報告。報告書有。（H25.12.1） 

・近畿地区７高専連携による防災技能を有した技術者教育の構築プロジェクトのシンポ



社会技術研究開発 

研究開発領域「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」 

平成２５年度 「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

152 

ジウムが行われ、本プロジェクトの取組みや成果を紹介するブースを設置。

（H26.2.1~2） 

 

７‐３．論文発表 

 

（１）査読付き（   件） 

●国内誌（   件） 

・特になし 

 

●国際誌（   件） 

・特になし 

 

（２）査読なし（   件） 

・特になし 

 

７‐４．口頭発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表） 

（１）招待講演（国内会議   件、国際会議   件） 

・特になし 

 

（２）口頭発表（国内会議  ４件、国際会議  ０件） 

・横内基、國分直輝、野村佳亮(小山高専)、大橋好光(東京都市大学)：歴史的町並みの地

震防災対策に関する研究（その１ 研究目的と土塗壁の構造性能検証実験計画）、日本

建築学会大会学術講演梗概集、2013年8月 

・野村佳亮、國分直輝、横内基 (小山高専)、財津拓三、御田村真毅(関東職業能力開発大

学校)、大橋好光(東京都市大学)：歴史的町並みの地震防災対策に関する研究（その２ 土

塗壁(木造民家真壁タイプ)の実験方法および耐力評価）、日本建築学会大会学術講演梗

概集、2013年8月 

・國分直輝、野村佳亮、横内基 (小山高専)、財津拓三、御田村真毅(関東職業能力開発大

学校)、大橋好光(東京都市大学)：歴史的町並みの地震防災対策に関する研究（その３ 土

塗壁(木造民家真壁タイプ)の損傷評価とエネルギー吸収性能）、日本建築学会大会学術

講演梗概集、2013年8月 

・田所玲奈、石塚正浩、池田成介、長谷見雄二(早稲田大学)、大橋好光(東京都市大学)、

横内基(小山高専)：栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区及びその周辺地区の防災

計画の検討、2013年度日本建築学会関東支部研究報告集、2014年2月 

 

（３）ポスター発表（国内会議   件、国際会議   件） 

・特になし 

 

７‐５．新聞報道・投稿、受賞等 

（１）新聞報道・投稿（ １１件） 

・H25.4.25 読売新聞栃木版「重伝建の防災研究 小山高専と連携」 

・H25.5.4 茨城新聞「耐震含めた防災研究」 
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・H25.7.15 下野新聞「蔵の街 将来像を描こう」 

・H25.8.5 下野新聞「若手大工ら見世蔵修復」 

・H25.8.14 下野新聞「蔵の街 将来像は？高校生、小論文へ現地検証」 

・H25.9.18 日刊建設新聞「児童が土塗り体験 伝統工法教え景観保護啓発」 

・H25.9.20 栃木南部よみうりタイムス「甦れ！伝統工法 岡田記念館で修復工事体験」 

・H25.11.10 茨城新聞「伝統建築の知恵学ぶ 設計士ら30人土壁作り体験」 

・H25.12.2 下野新聞「栃木・2050年の蔵の街コンテスト 伝えたい風景、絵や写真で」 

・H25.12.4 日刊建設新聞「関東都市学会栃木市で秋季大会 伝統の再発掘をテーマに」 

・H26.3.24 下野新聞「どの建物にも魅力ある 栃木空き家再生活用へ講演会」 

 

（２）受賞（   件） 

・特になし 

 

（３）その他（  ３件） 

 ・RADIO BERRY（FM栃木）の『MY CITY とちぎFM』という番組で、栃木市内の小

中学生を対象にした「栃木市―みんなが暮らしたい伝統ある未来のまち ２０５０」コン

テストが紹介された。（2013年8月19日） 

 ・とちぎケーブルテレビの番組『CC9ニュース』で、くらづくり応援隊の様子が紹介れ

た。（2013年9月17日） 

 ・とちぎケーブルテレビの番組『CC9ニュース』で、関東都市学会秋季大会の様子が紹

介れた。（2013年9月17日） 

 

７‐６．特許出願 

（１）国内出願（   件） 

・特になし 

     

 

 


