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ははじじめめにに  

環境問題が広く口にされるようになって、すでに一世代はゆうに過ぎている。そしてそれはひとつの問題

なのではなくて、人類の生存にかかわる大きな問題であるという認識も広まってきている。環境破壊は

徐々に進んでいるので、ともすれば危機感が薄れがちだが、この変化はあるとき急激に破局的様相を

呈する可能性をもっていると思う。また環境破壊は物質的側面にだけ目が向けられがちだが、そうした

物質的な破壊が実は精神面にまで及ぶ問題であることも知られてきている。ではどうすべきなのか。こ

れにはひとりひとりが、またひとつひとつの集団が、自分たちの行為においてまた自分たちの仕事との

関わりにおいて、環境破壊につながることを少なくするか止めることを意識し、行動することしかあるまい。 

建築物は私たちの最も身近な環境構成要素である。それは疑いなく物質的であるとともに、精神的な環

境を構成している。したがって建築関係の分野でいえば、私たちはこの二つの面で対応することを求め

られることになる。日本に限っていえば、廃棄物を最も多く出しているのは建築物であり、老人から子供

にいたるまで、その気持ちにしばしばマイナスの影響を与えているのも建造物である。私たちの会は、こ

うしたことを認識しつつ活動を続けてきた。それは具体的には建築廃材をいかに有効利用すべきか、さ

らには廃材にならないようにいかに努力するべきか、の課題であった。それはただに趣味の問題ではな

いことは理解していただけるであろう。古材がもつ「なごみ」を積極的に活かしてもらうべく、古材バン

クを運営し、古材のリユースを手助けしようとした試みはその一端であった。しかしそれは非営利の小さ

な団体には手にあまる仕事であったことは事実であり、そこで実感したことは、これを政策化して公的に

も法的にも恒常的に行えるようにするべきだということであった。 

人は他の生物と同じで、環境によって左右される。だから環境は急激に変えないことが大切である。近

年急速に景観問題が浮上し関心を集めてきたのには、こうした認識が根底にあろう。建築物は大きな景

観構成要素だから、その保存は景観という文化の保存につながり、ひいては物質的な環境保全につな

がることになるからである。そうした観点からすると、建造物を短期間で廃棄してしまうことは、たしかに

大きな問題である。それを止めさせるには、例えば、短期間で廃棄しようとする建物にはかなりの課徴

金を課すことも、好ましいことではないが一策としてあるのではないか、とひそかに考えたりもする。 

環境問題は私たち自身の問題である。だからそれに対処するためには、私たち自身が努力しなければ

ならない。当会はこうした意味合いにおいて、同じ志をもつもの同志の集まりである。そしてこうした私

的な小集団が増加し活動することが望ましい。けれども、それらを上からでなく後から束ね、支えるよう

なものが必要であると実感してきている。後からと書いたのは、繰り返すが環境問題は究極的には個々

に行動原理の問題に帰するのではないかと思うからである。そこで私たちは後支えとして、いかなる考え

かたそして動きをすべきかを、当会の十余年におよぶ活動と他の関係団体との交流で得た経験を基にし

て、この報告書において提案する次第なのである。

（特）古材文化の会会長  永井規男 
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序序章章  

(1) 調査の目的 

平成 17 年度環境省NGO/NPO・企業環境政策提言において、優秀提言となった「全国の市町村に木

造建築リデュース・リユースセンターを設置」は、木造建築分野での循環型社会の実現のためには、

現行の建設リサイクル法が進める建築廃棄物の再資源化を図る前に、建物を長持ちさせることで発生抑

制（リデュース）を行うことや部材等の再利用（リユース）が円滑に機能する社会的しくみを構築するこ

とが必要であることを強調している。 
リデュース、リユースを進めることが、木造建築に係る資源の有効利用と廃棄物の減量化を進める基礎

であり、ひいては日本の木造建築文化の継承と発展に繋がるものである。本調査では、政策化に向け

ての問題点を洗い出し、政策展開時の留意点について検証することを目的とする。

 
(2) 調査の概要 

全国の木造建築や古材利用をめぐる現況調査、ヒアリングや文献等での事例調査、京都市域、滋賀

県湖北地方等での取組などを参考に、木造建築リデュース・リユースセンターの設置の可能性について

検討を行う。 

 
● 調査項目 

全国の木造建築や古材利用をめぐる現況、住宅と廃棄物・不法投棄問題、建設廃棄物の量、現行の

法制度の諸問題（廃棄物処理法、建設リサイクル法等）について現況調査を行う。 

 
● 事例収集 

国内外の事例を文献等で情報収集し、参考となる事例のヒアリング調査を行う。また、事例から成功

要因や問題点を抽出し、分析する。ヒアリング調査は、建築関連業、行政、NPO 等に実施する。 

 
● 検討調査 
事例地域（京都市、滋賀県湖北地域）を設定し、それぞれの地域において「木造建築リデュース・

リユースセンター設置」の可能性を検討する。 

 
● 総合取りまとめ及びリーフレットの作成 
取りまとめにあたっては、有識者を交えた意見交換会を開催し、外部の多様な意見を反映させる。 
また、広く市民へ普及啓発することを目的に、報告内容を要約したリーフレットを作成する。計画推進

への参画を促す観点から、図やイラスト等を多く用いてビジュアルな紙面とし、平易な表現とする。あわ

せて、Web 等でも情報発信を行う。 
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(3) 実施スケジュール 

全体・ワーキンググループ（WG） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

背景・問題意識 

・調査項目の決定 

第
１
ス
テ
ッ
プ
（
平
成

年
度
）

 

滋賀県湖北地方での
事例に関するWG 

 
・ネットワークづくり

報告書提出 

各種法令の改正提案 
センターの 

設置に向けて 

６
月 

７
月 

８
月

11 
月 

１
月

２
月

３
月

９
月

12 
月 

10 
月 

 

リーフレット完成

報告書作成 

勉強会の開催  
・WG 相互に調査結果の共有   ・報告書の骨子作成

滋賀県湖北地方での
事例に関するWG 

・調査の実施 
・実現可能性の検討 

背景・問題意識 

・調査の実施 

・調査のまとめ 

・事例調査 

課題のまとめ  可能性検討 
・結果の集約 意見交換  ・具体的事項の検討 

報告書完成 

基
礎
調
査 

具
体
調
査

リーフレット作成
・構成決定 
・担当割振 

第
２

ス
テ
ッ
プ

ビジョンの作成  中間取りまとめ 
・意見交換   ・来年度以降の検討 

リーフレット作成

・編集・印刷 

運営ノウハウの検討 

第
３

ス
テ
ッ
プ 

 

外部との意見交換会 

シンポジウムもしくは意見交換会の開催 

18 

京都市での事例に 
関するWG 

・組織の役割と仕組の
検討 

・調査項目の決定 

京都市での事例に 
関するWG 

・調査の実施 
・調査のまとめ 

全国の市町村で事業を実施 都道府県ごとにネットワーク組織の設置 

・基本的方向・枠組の検討  ・WG の決定 
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(4) 木造建築におけるリデュース・リユースの考え方 
循環型社会を目指すキーワードとして、3R（スリーアール）という言葉が広く用いられるようになった

が、これは、Reduce（リデュース：発生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：

再生利用）の頭文字をとったものである。平成 16 年のG8 シーアイランドサミットでは、小泉総理が 3R
を通じて循環型社会の構築を目指す「3Rイニシアティブ」を提唱し、平成 16 年 4 月に東京で開催され

た「3Rイニシアティブ官僚会合」で正式に開始された。これにより、現在は各国で 3Rに関する具体的

な取組が進められている*1。 
近年の建築物に関する研究をみると、リサイクルに関しては多くみられるものの、リデュースやリユー

スに関する研究は十分とはいえない。また、リデュースやリユースするための方法論や手法も明確には

確立されていないのが現状である。 
ここでは、木造建築におけるリデュース及びリユースの考え方について整理する。 

 

改修前 

● 木造建築におけるリデュース・・・廃棄物の発生抑制 

物理的な建物の長寿命化 

管理・修繕、改修等のメンテナンスにより、木造建築をできる限り長く利用し、

木造建築を不要なものにしないこと。住まい手の意識やそのサポートが必要であ

る。 

 
社会経済的な建物の長寿命化 

異なる利用者が、一つの家を途切れずに住みつないでいくこと。促進するため

には、木造建築に対する税金の免除・補助金の交付等の法的サポートや、木造

建築の所有者に対する相談対応、中古住宅の流通等が考えられる。 

 改修後 
● 木造建築におけるリユース・・・廃棄物が発生したときの再使用 

木造建築をそのまま再使用 

古材の利用 

伝統構法で建てられた木造建築は、一旦解体しても再び同じように組み

合わせて建てることが可能な構造である。したがって、日本では伝統的に

一旦解体した建物を別の土地で再び建てることを行ってきた。木造建築を

再使用するための技術は、日本には伝統的に息づいているのである。その

ほか、建物をそのまま移動させる曵屋（ひきや）という技術もある。 

 
解体材の再使用 

日本には伝統的に、木造建築の構造材や造作材を大切にリユースする文化が根付いていた。城郭や

寺社仏閣・古民家等には、古材の転用材を随所に見ることができる。その背景には、木材が貴重だっ

たこと、数年をかけて木材をよく乾燥させていたため材料が長持ちしたこと、建築のモジュールが統一さ

れ転用しやすかったこと等が理由に挙げられる。 
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∗1 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部循環型社会推進室「循環型社会白書（平成 18 年版）」 



 

１１章章  木木造造建建築築ををととりりままくく問問題題  

(1) 伝統的な木造建築の文化 
① 伝統建築の流れ 

国 森林率（％ ） 
日本は国土の約 6 割を森林が占め、世界でも有数の森林の多

い国である。日本人はその恵まれた森林資源を活用して、先人

の知恵と経験を集積して木造建築の文化を育んできた。南北に

長い国土はさまざまな気候帯に属するが、大きく見ると比較的高

温多湿で降水量が多く、そのため傾斜屋根をもち、柱・梁等線

状の部材で架構を組む骨組構造の木造建築が発展した。屋根と

柱・梁を主体として、軒の出が深く床を張って縁側を設けた開放

的な構造は建築の内外を緩やかにつなぎ、また木材や壁土等材

料のもつ調湿性は屋内の環境を和らげた。 

ヨーロッパ 46 
北米 26 

オセアニア 23 
アフリカ 22 

日本 64 
世界合計 30 

出展：FAO「State of the World’s Forests（2005）」 

 
日本の伝統建築は、飛鳥時代における仏教建築の伝来や鎌倉

時代における宋様式の導入等中国建築の影響が少なくないが、一

方でそれらを巧みに消化しながら日本独自の特質を形成してきた。

寺社建築や書院造、数寄屋等は、そのような社会的・宗教的な背

景をもって成立し、地域的特徴よりも造形性や装飾性等芸術的な

側面を中心に変遷を遂げた。中国とは異なる簡素・軽快な意匠や

適材適所に厳選された材料、細部に至る精妙な技法等がとりわけ

成熟した。また、西洋とは対照的に自然と調和した建築が好まれ、

垂直線を強調せず水平方向の表現を主とする点や、かたちの対称

性に必ずしもこだわらない点もまた日本の伝統建築の特質と言わ

れる。 合掌造の民家（岐阜県） 

■表１ 国ごとの森林率

 
一方、庶民の住まいである民家は地域的特徴が顕著である。曲

屋、中門造、合掌造、高塀造、分棟型等、いずれも各地域の自

然や歴史、社会、生活等さまざまな影響を受けて、近世・近代を

通じて大きな発展をとげ、多様な建築形式と空間構成を生み出し

た。民家の普請は地元の職人が地元の材料と技術をもって行うこ

とが原則であった。その結果、民家は地域により独自の特徴を有

し、その特徴の有無によって類型化して一つの分布範囲を形成し

た。地域の風土や生活にかなった平面、構造、外観、意匠、材料、

設備が、長年にわたって発展・定着して、地域の環境の中で一定

の合理性をもち、また独自の文化を形成した。町場に居住する商

職人の住まいである町家も同様の傾向をもっている。 

分棟型の民家（沖縄県） 
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明治期になると西洋の建築技術が本格的に導入され、まず公共建築や学校、産業施設、大邸宅等に

洋風建築が採用された。明治期の大邸宅は、接客と執務を行う洋風建築と日常生活を行う和風建築を

併設することが多かった。和洋併設の形態はやがて中流階層に及び、中規模の和風住宅に洋室を付設

する折衷形態を生み出した。中廊下をはさんで、南側に座敷と居室、北側に浴室・便所・玄関等を配

して、玄関の脇に洋風応接室を設けた住宅形式が都市部を中心に普及した。さらに大正から昭和初期に

なると、和洋の生活様式の融合を図った新しい住宅の創造が標榜された。 

 
伝統的な木造建築は、地域性や時代性、芸術性をもってさ

まざまな要因と背景のもと成立・展開したが、一方で工芸品や

生活道具等他の木の文化と共存し、広く技術・技能の裾野を

共有してきた。木に関わる大工と職人の技は、ノミやカンナ等

加工道具の発達とともに、継手・仕口や仕上げ等日本の木造

建築と木製品の質を向上させてきた。民家の豪壮な架構や数

寄屋の繊細な造形、工芸品の精緻な表情等には、匠の技と木

の文化の粋が凝らされている。 力強い民家の梁組 

町家の夏座敷 

 
建具や敷物の模様替えや年中行事のしつらえ等四季折々の

生活様式が、伝統建築の空間を豊かで快適なものに彩ってき

たことも見逃せない。夏になると、襖や障子を取り払い、簾や

葭戸にあらため、畳の上に網代や籐筵を敷く。軒先に葭簀をつ

ったり、座布団やついたてを夏ものに替える。通気性の高いし

つらえに取り替えることで、内部空間はいっそう開放的になり、

季節感が演出される。建築のかたちが暮らしを潤わせ、暮らし

が建築のかたちを輝かせる、そのような良好な関係性が建築

文化を活性化した。 

 
かつて民家や町家は、子々孫々に受け継がれることを前提として建てられた。3 世代・4 世代にわた

る直系家族が日々の暮らしや年中行事、人生儀礼及びその設えを世代を超えて伝承し、また建築の普

請と維持管理を担う大工と職人が地域に共存していた。生活様式が変容しても増改築を加えながら長く

住み続けることが一般的で、また古家を移築・活用したり、古材をさまざまな用途で再利用することも日

常的に行われた。循環型の社会と生活、そしてそれを受け継ぐしくみが存在していた。 
建立 1300 年を経た法隆寺金堂や五重塔は言うまでもなく、各地に残る古い民家や町家は適切な普請

と維持管理が行われれば 100 年を超えて使い続けられることを証明している。木材の強度は、100 年

の古材でも新材でもあまり変わらず、逆にヒノキの場合は自然乾燥により 200 年頃まで漸次強度が増す

ことが知られている。また古材には幾星霜を経た味わいと風格があって、新材の初々しさとは違った魅

力がある。新しい生活様式や用途に合わなくなった場合は、柱・梁等骨組を残して適宜改変することが

可能である。木材の強度と骨組構造の柔軟性は木造建築の寿命を支える重要な要素であった。 
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伊勢神宮正殿は、古代よりほぼ 20 年ごとに建て替える式年造替の制度を伝えている。現在まで 60
回を超える造替が行われ、そのたびに古い建築様式が細部に至るまで保守されてきた。また 20 年とい

う造替期間は、大工・職人の技の世代継承に有効であった。式年造替の制度は、建築を更新しながら

その文化性を連綿と受け継いできたと言えるだろう。かつては出雲大社や住吉大社等の古社でも式年造

替が行われていた。式年造替された旧社殿の材料が別の神社の社殿に再利用され、その後さらに鳥居

や玉垣、御幣に用いられることもあった。 
地域の風土や生活の中で、時代の変遷とともに成立・展開してきた伝統的な木造建築は、長く大切

に使われ、また再利用されることで文化性を受け継いできた。一定の年期をおいて造替する制度により

古い様式と技法が伝えられることもあった。伝統的な木造建築の文化は、石や煉瓦の建築文化とは異な

った柔軟な永続性をもち、しなやかなしくみによって継承されてきたと言ってよいだろう。 

 
② 木造建築をとりまく現況と価値観の変化 
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本来、日本の木造建築はメンテナンスをしながら利用されていく構造

であった。新築にかかわった地域工務店や大工等職人が、その住宅を

将来にわたってメンテナンスしていき、また、地域での人的つながりが

家屋を長寿命の使用を可能にし、安易に建物をゴミにしない社会的な

システムがあった。 
ところが、戦後は住宅不足を解消するため、住宅が急増した。高度

経済成長の時期になると、産業構造の転換により都市の過密化と農村

の過疎化が加速し、核家族と単独世帯が急増した。大量生産・大量消費・大量廃棄の社会となり、電 
大量生産型の家 

化製品の普及等生活様式と生活観は大きく変化した。 
こうした社会経済の変化の中で、高密度に居住するための集合住宅等、家屋のあり様も大きく変化し、

家屋を「商品」として扱うハウスメーカーや建売住宅が台頭していった。 
本来地域での大工や職人たちの技能による生産職種であった住宅が、「住宅産業」といわれるように、

経済組織の中で売買される消費材へと変化し、地域の大工と職人が地域の普請を担うしくみは失われた。

その結果、日本の住宅寿命は 30 年と、他の先進国に類を見ない数値となっている。 
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■図１ 世界の住宅寿命 

出展：国土交通省「建設白書」より作成 



 

現在日本の人口は減少しており、所帯数についても同様である。住宅は数の上からは充足しており、

現在空き家率は約 12％ と、使われていない家屋が増加を続けるにも関わらず、新設住宅着工戸数は、

1,290,391 戸*2と膨大な値を示している。この値は世界でも突出したものであり、現存する建物が相応

分除却されていることを意味している。その結果、住宅寿命は上記のように短くなっている。 
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■図２ 空き家率の推移 

出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」より作成 

 

また、終戦直後から高度経済成長期の 1960 年代までに建てられた多くの建物の質が、改修をしなが

ら寿命を延ばしていくに値しないものであることが、住宅寿命の数値を押し下げている大きな要因でもあ

る。1960 年代に建てられた住宅が、現在の住宅数に占める割合は、10％ *3と多い。しかし、戦前の比

較的質の高い住宅や、戦後にあっても中古住宅として十分に市場価値があるものについても、所有者の

建物への認識不足や土地の価格が建物を上回っている事情等から、取り壊しが促進されている。 

                                                  
*2 国土交通省「平成 18 年 住宅着工統計」

*3 総務省統計局「平成 15 年 住宅・土地統計調査」によると、現存する住宅数は 46,862,900 戸、うち 1960 年代に建築

された住宅数は 4,480,000 戸
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■図３ 全国の建築次期別住宅数の推移 

出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」より作成 

注）1998 年以降は、データの集計方法が変更したため、表示していない 

 
ここ数十年の間に、我々の建築と生活環境は、便利で快適なものになった。設計技術の向上と機械

設備の普及によって、確かに機能的な合理性や身体的な快適性は実現されてきた。しかし、心がもと

める落ち着きや安らぎ等精神的な快適性と文化的な豊かさについては、はなはだ心許ない。長く大切に

住み続けることによって形成されてきた住まいの厚みと町並みの温もりは失われ、仮住まい的な刹那性

すら感じられる。 
現在、日常の掃除等で家屋を大切に手入れする事が軽視されており、家屋の建て替えへと移転する

原因となっている。住宅や住宅を構成する資源を大切にする、リデュースへの市民の意識変化を呼び起

こすことが求められている。 
住宅は、地域の景観や文化の基本的なところに位置しており、教育的側面から見てもその役割は重要

である。また住宅は大きな社会的資産であることから、現存する質の高い住宅の利活用を推進し、建物

の長寿命化を社会的課題として取り組んで行くことが必要である。また、新築建物に関しても、良質な長

寿命住宅をつくっていくことは、国内の森林資源と共存する木造建築のあり方を考慮しなくてはならない。 



 

③ 木造建築のリデュース・リユースの現状と動向 
● 事業者の動向 

現在、全国的に古材を扱う事業者は増加しており、部材や伝統建築が商品として売買される事も多く、

質の高い日本の古民家は海外へも輸出されるようになってきた。 
古材の利用と販売を行っている組織をインターネット上で検索すると、38 組織が確認できた。うち主

な業態は、表の通りである。 

 

■表２ 古材を扱う事業者数 

業態  組織数 

建設業  10 
古材販売業  13 

NPO  5 
建築設計事務所  3 

その他  5 
不明  2 

 

これらの組織により行われているリユースは、大工・工務店が自分の敷地内にストックし、地域内で

古材を活用していた従来のリユースとは異なり、古材にアンティーク等の商業価値を見出し、販売に特

化する事業者や、民家の移築販売を専門に行う事業者、また近年では、それらの連携組織やフランチャ

イズ組織までもが見受けられる。一方、「むらかみ町屋再生プロジェクト」「京町家まちづくりファンド」「兵

庫県ヘリテージマーネージャー養成講習会」等、市民団体と自治体や地域の商工会等が連携した活動

も見られる。それらの活動は、古材や古民家の販売による営利目的が主ではなく、景観の保全、地域

の活性化、職人の技能伝承等の、時代に即した様々な社会的ニーズに応じて、伝統建築文化を受け継

いでいくための人材の育成や、相談活動や情報発信等、多様な活動を行っている。 
財団法人 日本住宅・木材技術センターが発行している「『木』の街推進技術普及事業報告書」では、

全国 17 箇所の古材取り扱い事業所等に対し、詳細な聞き取り調査を行っている。その結果、古材の販

売を行う 11 の事業所のうち、古材事業で利益を上げている事業所は少ないことが明らかとなった。その

原因として、販売量に対して保管や展示の費用が高いことが挙げられている。処理を施さないままであ

ると見た目も悪いため、手間をかけて処理をする事業所が多いものの、解体や材の加工・補修等の処

理及び保管に手間がかかり、割高になるためである。また、利用価値のある古材をとることができる古

民家や、古材を扱える職人の減少が、問題点として挙げられている。 
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さらに、北陸木材リユース･リサイクル研究会による「古材物流の促進とストックヤード整備のための調

査研究・基本計画策定事業報告書」では、古材流通時の問題点として、以下の項目を指摘している。 

 
 利用者に対しての情報の公開量が少ない。古材に関する情報取得が難しいため、需要と供給

のタイミングが合わない。 

 解体費用を工務店等の一時ストック者が負担しており、そのリスクが大きいため、ストック量が

少なく、消費者に十分な選択肢を与えることができない。 

 古材を積極的に扱うのは中小企業が多く、資金的に大量の古材を確保できない。 

 解体のための技術を持つ職人が少ない。 

 

これらのことから、個々の事業者における古材や伝統建築の取扱は、ある一定の範囲内に限られてい

ることを伺い知ることができる。聞き取り調査においても、古材販売を主目的として販売行動を行う古材

販売事業者は見受けられず、「もったいない」という想いや古材販売に伴う他の収益を目的として行わ

れていることが明らかとなった。 
加えて、事業者による古材や伝統建築の販売における問題点として、高値をつけられる良い材だけを

抜き取り、他の材は廃棄してしまうことが挙げられる。さらに、高価格な古材や移築のための古民家欲

しさに解体されるという重大な問題も生じている。またそうした古材等の活用法についても、後世に対し

てその古材が適切に利用されているものばかりではない。 

 

● 市民団体の動向 

木造建築のリデュース・リユースに関する活動を行っている NPO（法人外も含む）について、主にイ

ンターネットを使って調査したところ、52 団体が確認できた。うち築 50 年以上経過した木造建築を対象

にした伝統建築を扱っている団体は 23 団体であった。伝統建築を活動対象にしている 23 団体を、以下

のように「古材倉庫の有無」「相談業務の有無」「人材育成」の３ つの観点から分類した。 

 
A．古材倉庫の有無 

物理的に古材倉庫を所有している団体はみつからなかったが、事業として古材収集活動を行っていた

り、データバンク等ソフト面でのシステムをつくっている団体は数団体 
 例）・NPO 法人日本民家再生リサイクル協会‥「JMRA 古材ネットワーク」 
   ・NPO 法人エコ住宅リサイクルバンク  ‥「民家データバンク」 
   ・NPO 法人村上観光ルネッサンス   ‥「古材バンク 町家解体調査保存事業」 

B．相談業務の有無 

何らかの相談業務を活動内容として実施していると確認できた団体は 13 団体 

C．人材育成 

何らかの形で人材育成に取り組んでいる団体は 11 団体 

 13



 

 

■表３ 伝統建築を対象に活動する団体 

パターン分類 団体名称 

A+B+C 倉庫・相談・人材育成〔1〕NPO 法人日本民家再生リサイクル協会 

A+B 倉庫・相談〔2〕 NPO 法人エコ住宅リサイクルバンク、循環型木材利用研究会 

A+C 倉庫・人材育成〔1〕NPO 法人村上観光ルネッサンス 

B+C 相談・人材育成〔5〕

NPO 法人古材文化の会、NPO 法人街・建築・文化再生集団（RAC）、NPO

法人かがわサンサン倶楽部、NPO 法人循環型たてもの研究塾、NPO 法人日

本古民家再生推進機構 

B 相談のみ〔6〕 

山梨・八ヶ岳 森と人をつなぐ家造りの会「木の香」、協同組合群馬建築修

復活用センター、NPO 法人ひょうご新民家、NPO 法人 21 日本古民家研究

会、NPO 法人旧小熊邸倶楽部、NPO 法人さんが俥座 

C 人材育成のみ〔3〕 
NPO 法人北の民家の会、NPO 法人木の建築フォラム、NPO 法人文化資源活

用協会 

そのほか（A・B・C） 

該当しない〔5〕 

NPO 法人たんばぐみ、NPO 法人古民家再生なつかわ塾、NPO 法人日本民

家トラスト協会、NPO 法人小樽トラスト協議会、NPO 法人京町家再生研究会

 
活動の目的としては、持続可能な社会づくりや地域活性化、歴史的建造物の保存等様々であり、地

域の現状に即して、きめ細やかなサポート活動等が行われている。古材をストックする倉庫を団体とし

て所有している組織は皆無だったが、それに変わるシステムとして古材バンクや古材ネットワーク等のシ

ステムをつくり、古材の循環を図る活動をしている団体はいくつかみられた。 
当会においても、平成 10 年より平成 15 年まで、実際に古材のストックヤードを設け、試験的にリユ

ースの提案を行ってきた。しかし、個々の市民団体レベルでの活動においては、古材や伝統建築物を

ストックするために土地建物を確保したり、それに伴うリスクを負担することは困難であり、また、活動に

対する社会的信用を得ることが難しく、活動が一定の範囲に留まっている現状がある。 
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□事例：湖北古民家再生ネットワークの取り組み事例 組み事例 

  
背景 背景 

滋賀県の湖北地域では、若年層を中心とする人口流出により、高齢化・過疎化が進行している。 
地域には、特有の形式をもった古民家が多く残っており、地域の貴重な財産でありながら、実際に 
は十分な評価を受けることなく、次々と姿を消している。 

 

古民家再生に対する住民の意識調査 

長浜市高畑町で行われた調査では、古民家の活用を進める上で以下の課題が明らかとなった。 
 居住者の意識 

（古民家に対して誇りを持っている人よりも、古民家は古く恥ずかしいという意識を持っている人の 
割合が高く、古民家の価値についてあまり認識されていない。） 
 継承者の不在 
 材料、職人の不足 

（職人の高齢化や不足により、現状を維持できない場合もある。） 
 相談相手の不在 

（空き家を所有している場合、活用したい、また売りたい、貸したいという意志をもっていたとしても、 
相談相手がいない、方法がわからない現状がある。） 

 

課題と対応策 

課題① 宅地・建物の取引を伴う場合の支援体制の整備 

「空き家となった古民家があるが、誰かに貸したい」、「古民家に移り住みたいが、物件が見 
つからない」、「古民家を譲り受け、移築しレストランにしたい」等、さまざまな情報が集まったが、 
これらの案件では、宅地・建物の取引や古物の取引が発生することとなる。 

→法律面から専門的なサポートができる体制づくり 
→法的な分野に精通した人材との協力関係の構築 
→リスク管理のためのチェックリストの作成 

 
課題② 古民家活用の企画提案力の強化 

古民家再生おけるハード面での対応体制だけでなく、再生した後にどのように古民家をどのよう 
に活用するか、企画提案する力をより高めていく必要がある。 

→再生古民家の活用をソフト面から支える人材の確保 
 
課題③ 古民家再生コーディネーターの育成 

様々な相談が寄せられるようになったが、これらを受け付けるコーディネーターが必要となる。 
相談受付、再生後の建物イメージ・活用方法の提案、必要な事業者の選定、建物の貸主と借主 
の橋わたし、再生後のサポート等、総合的な調整役を担うことができるコーディネーターが必要 
である。 

→コーディネート業務に精通したスタッフの養成 
  

湖北古民家再生ネットワーク「平成 18 年度 市民活動団体等支援総合事業 事業報告書」より  
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● 新たなシステムと拠点の必要性 

機械解体 

各地に残る伝統的な建築や歴史的な町並みの長所と魅力に学

び、それらを保存し、あるいは再生活用することは、近年ますます

大きな意味を持っている。また、伝統建築再生のまなざしは、家

具や建具、建物の年代や屋敷構え、それらを生かしたまちづくりに

まで及ぶようになった。地域の特色ある民家や町家が住まわれ続

け、またその地域の文化的要素として生かされることは、建物と共

に素材や職人たちの技能が受け継がれていくことでもある。 
これまで、様々な要素を持った建物の利活用や部材の再利用について総合的に扱うところは、行政に

も民間にも存在せず、移築や古材利用等ごく限られた範囲で、従来から伝統建築にたずさわってきた工

務店や建築設計事務所が一定活動していたに過ぎない。近年の「和」ブームにより、古民家・町家に

は新たな商業価値が生まれ、古材を扱う事業所や市民団体は一定の取り組みを見せるものの、個別の

課題を抱え、いまだに市民の意識は低く、実際に活用されているものはごく一部に限られている。 
わが国の木造建築文化が衰退していく中で、木造建築の文化を市民に発信し、伝承していく社会シス

テムを再構築していくことが求められている。また、行政では対応しきれないこうした課題には、事業者、

市民団体等、地域の様々な主体が連携し、それぞれの欠点を補いながら対応していくことが有効である

と考えられる。 
このようなことから、地域における活用可能な木造建築の実態の把握や地域に根ざした建物の活用、

部材等の再利用を推進し、環境的な観点に立った教育や地域の人的ネットワークをサポートする木造建

築総合センターとも言う、「リデュース・リユースセンター」の設置が急務である。現在、戦前の木造家

屋は全国で約 2 百万戸と言われている*4。全国の市町村にリデュース・リユースセンターを設置し、そ

のような建物の再認識や利活用が行われなければ、日本の木造建築文化の大きな損失になるに違いな

い。 

 

 16

                                                  
*4 総務省統計局「平成 15 年住宅・土地統計調査」、1950 年以前の住宅数 



 

 
□事例：「NPOによる文化財活用モデル事業」実施報告会 施報告会 

  
平成 18 年度に文化庁の助成を受けて実施された、文化財を活用したモデル事業の主な内容を示す。 平成 18 年度に文化庁の助成を受けて実施された、文化財を活用したモデル事業の主な内容を示す。 

■日時 平成 19 年 3 月 9 日（金）14：00～17：00  ■日時 平成 19 年 3 月 9 日（金）14：00～17：00  
■場所 東京文化財研究所 セミナー室■場所 東京文化財研究所 セミナー室

■内容 ■内容 
市田邸に安全に住まい、楽しく地域に開くための仕組みづくり事業 

空家となった登録文化財の建物を、NPO が間に入りサブリースを行い、東京芸大の学生下宿と
して活用し、一部を公開スペースとしてイベント等を行う取り組み。所有者・下宿居住者・公
開スペース使用者の 3者の役割、ルールを明確化し、トラブルを未然に防ぐ。 

短期空家転貸“チャレンジショップ”による空家対策促進事業 

空家になっている登録文化財を活用するために、所有者が他人に貸すときの不安や負担を、NPO
が間に入ることで解消する。清掃・簡単な修繕、チャレンジショップとしてのサブリース、イ
ベントの企画運営等の事業を行う。 

三池炭鉱ほりだしものがたり 

保存・活用のためのトラストを創設することをめざし、市民に協力の輪を広げることを目的と
する。町の遺産を子供たち伝えていくため、教職員の賛同を得て学習教材として活用する。 

重文民家活用のＳＡＭＰＬＮＧ ＴＩＭＥ～ステージ仮説の SAMPLNG～ 

音楽を介在させたイベントを文化財建物で行うことで、これまで足を運ぶことのなかった若年
層や、足を運ぶ機会を先送りしていた地元住民が訪れた。活動のメンバーに文化財担当の行政
も関わっているため、建物に傷をつけないよう配慮が成されている。 

地域と大学により育てる『河崎まちづくり学生学芸員』構想 

酒問屋の調査や展示を、学生学芸員を育てて実現することで、大学生の地域交流、文化財保存
の活動に関わるきっかけとなる。 

古民家ネットワーク推進事業 

スタンプラリーで古民家等の文化財をネットワーク化し、お互いの活動の情報交換、活用研究
を行う。府県を越えた活動で、行政ではできない NPO ならではの事業展開である。 

アーティスト・イン・笠島～記憶の集積を創造の海へ～ 

小説家と瀬戸内アートウエーブが笠島地区に滞在し、島の人と交流し島の伝統的建物で交流し
て得た成果を、展覧会で発表。 

古民家を「伝える技」と『楽しむ手仕事』伝承事業 

所有者にとって重荷である、伝統的家屋の庭園を維持管理するための講座を伝統的家屋で行
い、古民家の活用・有効利用をはかる。古民家の整備にも繋がり、市民の啓発になる。 

丙申堂の活用をまちづくりに効果的に結びつける協働の枠組みづくり事業 

地域の語り部によるイベントを開催する等、地域によく根ざした活動になっており、文化財を
広めることにつながっている。 

 
■分析

 文化財の活用等の取り組みには、様々な段階がある。初期段階では、市民にその価値を気づい 
てもらい、再評価のきっかけとなるような楽しいイベントが有効と考えられる。そしてイベントがきっ 
かけとなって、文化財を取り巻く新しいコミュニティが生まれ、次のステップへとつながっていく。あ 
る程度成熟した段階では、竹原や台東区の事例のように、活用を持続させるためのしくみ作りを行い、

その役割を NPO が担うことが重要である。 
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(2) 木造建築と環境問題 

近年、地球温暖化の深刻化により、生態系の変化や異常気象等の、様々な地球環境の変化が生じて

いる。日本においても例外ではなく、年平均気温の経年変化を見ると、地球温暖化の影響は明らかであ

る。建築物は、建築時に資源を消費し、部材の製造のためのエネルギーを必要とする。また建築物は、

人が生活をする運用時に冷暖房や照明のためのエネルギー消費量を左右し、廃棄時には廃棄物を発生

させ、地球温暖化を始めとする環境問題と密接に関係している。 
建築分野での温暖化防止対策については、（社）日本建築学会を中心に様々な積極的な宣言や提言

が行われてきている。COP3 開催中の平成 9 年 12 月 2 日に（社）日本建築学会長声明を出し、「我

が国の温室効果ガスの排出状況を眺めると，本学会会員による様々な研究の結果からは，建築物に係

わる CO２ の排出量は今日では我が国全体の排出量の 4 割，全世界の排出量の 1％ 強に達し，かつそ

の量は依然として増加の傾向を示していることが推定される。 
従って我が国が世界の CO２ 排出量抑制に寄与するためには，建築物の建設およびその運用のそれ

ぞれの段階での多くの努力が不可欠であることは，もはや論を俟たないと考えられる。」と述べ、我が国

の建築分野での CO２ 排出量の削減について「A．建築分野における生涯二酸化炭素排出量は，新築

では 30％ 削減が可能であり，また今後はこれを目標に建設活動を展開することが必要である。」「B．二

酸化炭素排出量の削減のためには，我が国の建築物の耐用年数を 3 倍に延長することが必要不可欠で

あり，また可能であると考える。」という 2 つの提案を行っている。加えて、新設建築物単体の生涯二酸

化炭素排出削減対策としての耐用年数３ 倍、LCCO２ （ライフサイクル CO２ ）の 3 割削減によって、

平成 12 年ベースの CO２ 排出量から 130Mton-CO2/年 の削減が可能となると試算している。 

 
前述の通り、元来日本では木材を段階的に使用する文化があった。建築物は補修や改修をしながら

住み継がれ、構造材も転用材として再利用された後、建具や家具として新たに生まれ変わっていったの

である。このように木材を長期的に使用することで、その間に木を育て、その木を切って使うという循環

システムが資源的制約のもので形成されていた。しかし、循環システムを無視し、補修や再生をしなが

ら住み続けることを考慮しない短寿命の木造建築が数多く建てられたことにより、木が成長するまで待っ

て利用するというサイクルを狂わせ、再生産可能な資源である木が育つ時間を奪ってしまった。しかも、

日本国内の森林の荒廃だけでなく、外国産の輸入材を大量に増やすことで、地球規模で森林の減少を

進めるなど、他国の森林にも地球の温暖化にも大きな影響を与えている。 
ここでは、木造建築を環境問題の点から見ていくと共に、民家再生や古材利用の環境負荷低減につい

て述べていく。 
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■図４ 日本における年平均気温の経年変化 (1898～2005 年) 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター資料 

 

① ストックとしての木造建築 
● 木造建築の利用期間 
木材は、伐採後も炭素の蓄積場所となり得ることから、建物の長寿命化や建設発生木材*5の再資源

化による二酸化炭素削減効果が期待されている。高度経済成長期以後に建てられた短寿命の住宅に比

べ、伝統工法の木造建築は、長く住み続けていくことができ、またリユースも可能であり、一般的に良

質な住宅ストックである。 
現在、戦後から高度経済成長期に建設された木造住宅の解体が始まっている。昭和 25 年代の木造

住宅数（防火木造を含む）が、平成 15 年度には、5 年間で 160 万軒減少と、他の年代と比べて大幅

に減少している。また、戦前の良質の木造建築も、住民の高齢化やメンテナンスをする技術の衰退等の

様々な理由から、解体軒数の増加が懸念されている。 

 
● メンテナンスしやすい伝統建築 
昭和 25 年以前に建築された木造住宅は、約 187 万件存在している。木造をみた場合、平成 15 年

には、平成 10 年の調査時から 3％ 減にとどまっているが、防火木造は 23%減少している。木造に分類

されるものは、年代も古く伝統工法に近いと考えられる。防火木造は、年代も比較的新しい在来軸組み

工法で建てられたものが多い。 
伝統工法で建てられた住宅では、柱や梁が現れており、住宅の傷み具合が見えやすいため、早期発

見ができる。また、補修等手入れをしやすい構造になっており、結果として築年数が長くなっている。一

方、外壁等を不燃材で覆われている防火木造住宅では、痛み具合がわかりづらく、発見が遅れてしま

いがちである。そして、手入れするにも大掛かりな工事になってしまう。 
                                                  
*5 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず（具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・

伐採材、木造解体材等）。建設副産物リサイクル広報推進会議「よくわかる建設リサイクル」より 
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昭和 25 年以前に建築された木造一戸建て、住宅 1 戸あたりの平均延べ床面積は、約 141.7 ㎡と、

一戸建て住宅の平均延べ床面積よりも約 15 ㎡大きく、築年数が長い*6。住宅の床面積が大きくなると

構造材が大きくなる傾向にあることも、住宅を長寿命にしている要因である。 

 
■表４ 建築時期別木造住宅数（単位：万軒） 

調査年・建築種別 

建築時期 平成 10 年

木造 

平成 10 年

防火木造 
平成 15 年

木造 
平成 15 年 
防火木造 

～昭和 25 年 193.8 34.9 187.1 27.0 
昭和 26～35 年 119.5 52.1 92.9 29.9 
昭和 36～45 年 233.1 171.6 214.6 109.6 
昭和 46～55 年 374.3 424.1 361.0 275.5 

昭和 56～平成 2 年 262.3 419.2 311.6 361.4 
平成 3～10 年 157.5 332.1 185.7 339.1 

平成 11～15 年 9 月   78.5 183.2 
不詳 23.6 29.5 53.6 65.3 

出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」より作成 

 
 

● 解体技術の継承 
以前は、木造建築は手で解体し、使用できる木材は全てリユ

ースされ、建て直すときに再び使われていたが、機械によるミン

チ解体が一時期普及したことにより、短期間に解体工事を済ませ

ることが優先され、手壊しの技術が不要となった。そのため、手

解体の技術継承が困難になりつつあり、貴重な材料を生かすこと

ができずに廃棄されている。 
建設リサイクル法施行後は分別解体が進み、機械による「機

械解体」と手作業による「手壊し解体」を併用する、機械分別

解体が主となっている。伝統建築の残存する地域であっても、手壊し解体は行われない。地盤の悪いと

ころや近隣住民の要望によっては、全て手壊しで解体を行う場合もあるが、まれなケースであり、手壊し

の技術継承を維持するためには、十分な数ではない。 

ミンチ解体 

貴重な木造住宅を更に長く住みつないでいくためには、手解体の技術が不可欠であり、その技術の継

承も重要である。 

 
 
 

                                                  
*6 総務省統計局「平成 15 年 住宅・土地統計調査」 
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② 民家再生・古材利用による環境負荷低減  
伝統建築に住み続けていく上では、昔ながらの形式では不便を感じることも、住まい手の年齢と共に

そのままでは危険が伴うこともあるだろう。生活の利便や用途にあわなくなった伝統建築は、その骨組

みを残したまま大規模な改修工事を行うことで、良質で住みやすい住宅としてよみがえらせることができ

る。また、古い民家等の部材は、丁寧に取り外せば再び建材として利用でき、多少痛んでいて建材に

ならない古材も、家具等の材料として再利用可能である。このように、木材をもう一度使用することによ

って、まずは廃棄物の減量といった、すぐ目に見える直接的な環境上の効果を得ることができるが、そ

れだけでなく、新たな材を使用する場合に製造過程で必要となるエネルギー消費量や二酸化炭素の発

生量を削減することもできる。これは間接的な環境上の効果である。 

 

 

■図５ 建築工事における木材の再利用率 

出典：古材バンクの会「民家再生による環境負荷・コストの削減効果」

 
上の図は、再生工事における木材の再利用率の違いによる環境負荷の削減効果を検討した結果であ

る。これによると、木材消費量、CO2（バイオ）排出量、発生廃棄物量、埋立廃棄物量等の削減効果

が大きい。CO2（バイオ）排出量は、主に解体廃木材の焼却による二酸化炭素の排出量であり、木材

の再利用率を高めることで、新たな木材の消費量や二酸化炭素の排出量、廃棄物の発生量・埋立量を

減らせることがわかる。加えて、原油、天然ガス、石炭等のエネルギー資源の消費量を削減できること

もわかる。 
なお、民家再生や古材は高価といった感覚が消費者にあるが、再生民家と解体・新築住宅を比較し

た場合には、古い民家の古材を 20～30%以上再利用する再生建築は、同規模の建築を新築する場合

に比べ経済的であるとの調査結果がある。 
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■図６ 建築工事における木材の再利用率とコスト

出典：古材バンクの会「民家再生による環境負荷・コストの削減効果」 

 

● 京都府を例とした二酸化炭素削減効果 

以下では、京都府を例に民家再生による二酸化炭素の削減効果を試算してみる。 
京都府では統計上、毎年 1,700 棟程度の木造住宅が解体されている。仮に、昭和 25 年以前に建て

られた住宅が再生に適していて、実際に再生が可能であるとする。解体される木造住宅に占める昭和

25 年以前築の住宅の比率が、現存する木造住宅に占める比率と同じ（7％ ）と仮定すると、120 棟程

度（1,700 棟×7％ ）が民家再生の対象となる住宅と考えられる。実際には、新しい住宅の解体速度の

方が速い（古い住宅の解体速度の方が遅い）ため、対象となる住宅は大雑把に見積もって 100 棟程度

であろう。その 100 棟の平均床面積を仮に 200 ㎡とすると、床面積では計 20,000 ㎡程度（100 棟×200
㎡/棟）となる。 

 
以上をもとにして、次に、木材に固定された炭素の排出削減効果をみていく。木造住宅に使用される

木材の量を、床面積 1 ㎡あたり 0.15 ㎥とし、仮に 30％ リユースしたとすると、京都府でリユース可能な

木材の量は、900 ㎥程度（20,000 ㎡×0.15 ㎥/㎡×30％ ）となる。木材の比重を 0.4 トン/㎥、炭素の

比率を 50％ とすれば、リユース可能な木材には 180 トン程度（900 ㎥×0.4 トン/㎥×50％ ）の炭素が

固定されている計算になる。これが焼却されたとすると、660 トン程度（180 トン×44/12）の二酸化炭

素が発生するわけであるから、民家再生によって、それだけの二酸化炭素排出削減効果が期待できる

ということになる。 

 
加えて、民家再生は、全て解体して新築する場合に比べて、エネルギーの使用量が少ない。そのた

め、化石燃料起源の二酸化炭素の排出を削減する効果がある。解体時の二酸化炭素（化石燃料起源）
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の排出量は平均 25.83kgCO2/㎡、新築時は平均 345.68kgCO2/㎡である*7。また、木材利用率が 30％

の時、10％ 程度の二酸化炭素(化石燃料起源)の排出削減が期待できる（y=-0.38x）。 
以上から、20,000 ㎡×(25.83+345.68) kgCO2/㎡×10％ =743,020kgCO2=743 トンCO2程度の化石燃

料起源の二酸化炭素の排出が免れるという計算になる。 
以上を合計すると、1,400 トン程度（660 トン＋ 743 トン）の二酸化炭素排出削減効果となる。ちなみ

に、京都府の平成 14 年の二酸化炭素排出量は 1,357 万トン*8であるから、上記はこの 0.01％ 程度に

相当する。ただし、一般には廃木材からの二酸化炭素の排出は勘定しない（森林の炭素蓄積変化とし

て勘定する）ので、その場合には 0.005％ 程度に相当する。 

 
③ 廃棄物処理問題 
● 建築解体木材の流れ 
解体によって発生した木材は、中間処理業者によって処理される。中間処理業者の中には木 p 材を

専門に取り扱い、再資源化している業者があり、そこで生産された木材チップは製紙原料、パーティク

ルボードを主とする木質ボード原料、各種工業における燃料として再利用されている。また、再資源化

施設としてチップ工場を併設していない場合には、再資源化可能な木材は専門の処理業者に引き渡さ

れ、その他再資源化不可能なものについては粉砕・焼却され、焼却灰は最終処分場に送られる。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

■図７ 建設廃棄物の流れ 

 
● 燃料チップ化への傾斜  

燃料チップ 

石油資源の枯渇が懸念されている現在、石油の代替燃料として

バイオマス燃料の利用促進が図られ、バイオマスによる発電施設

が軒並み建設されている。その結果、燃料チップの需要が高まっ

ている。今後、チップ化する良質の建設発生木材の減少が考えら

れることから、先に述べたような住み続けられる状態の良い伝統建

築や、それに準ずる木造住宅の解体促進の要因となることが懸念

される。 

 
                                                  
*7 古材バンクの会「民家再生による環境負荷・コスト削減効果」 
*8 京都府ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/resources/suishinkeikaku.pdf） 
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● 膨大な木造建築の解体廃棄物量 
建築解体工事による廃棄物（以下、建築系解体廃棄物）は約 1,520 万トン*9と、建設廃棄物全体の

20%を占めている。そのうち、木造建築の解体による廃棄物は 550 万トンである。また、木造建築物の

大半は住宅だと考えられるため、建築解体工事の約 1/3 を木造住宅の解体廃棄物が占めていると推定

される。 

建設混合廃棄物

63万ｔ  12%

コンクリート塊

300万ｔ

54%

アスファルト・

コンクリート塊

8万ｔ  2%

建設発生木材（伐木

材・除根材等含む）

 120万ｔ  21%

その他　60万ｔ

11%

平成17年度

全国解体工事

（木造）

建築系廃棄物

計 550万ｔ

木造建築の解体廃棄物の内訳をみると、主に基礎に使用されるコンクリートが半分以上を占めている。

しかし、現在コンクリートは再資源化率が 98％ である。次いで排出量の多い建築解体木材は約 120 万

トン、混合廃棄物約 60 万トン、その他は約 60 万トンの排出量だが、再資源化率はそれぞれ 68%、14%、

62%と、低いものとなっている。 

解体（木造）
550万ｔ

19%

修繕
15万t
0.5%

平成17年度
全国建築工事
計2,900万トン

新築・改築
1,360万t

46%

解体（非木造）
970万ｔ

34%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図８ 工事区分別建築系廃棄物の排気量      ■図９ 解体工事（木造）の廃棄物排出量 

出典：国土交通省「平成 17 年度 建設副産物実態調査」より作成 

 
 
● 焼却・埋め立てられる木造建築解体木材 
木造建築解体工事から排出される建設発生木材（以下、木造建築解体木材）は、約 110 万トン（全

体の 41%）である。建設発生木材全体でみても 25％ と大部分をしめている。 
工事間利用量・直接再資源化は約 3 万トン（2%）しかなく、約 16 万トン（14％ ）が焼却施設での

約 2 トン（2％ ）に縮減されており、実際には約 23 万トン（20％ ）が、焼却・埋立てによる最終処分を

されている。木造建築解体木材の再資源化率が 68%と低いことは、木質複合建材の排出量が多いこと

も原因である。 

                                                  
*9 国土交通省「平成 17 年度 建設副産物調査」
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解体（木造）
118.2万ｔ

41%

新築・増改築
（木造）
88.9万ｔ

32%

新築・増改築
（非木造）
47.2万ｔ

17%

解体（非木造）
26.9万ｔ

10%

修繕0.8万ｔ
0%

平成17年度
全国建築工事
建設発生木材

計　282万ｔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 10 建築工事から発生する建設発生木材の排出量 

出典：国土交通省「平成 17 年度 建設副産物実態調査」より作成 

 
● 再使用を阻むＣＣＡ木材・複合建材 
昭和 35 年以降の防腐・防蟻処理が行なわれている木材については、銅、クロム、ヒ素の混合物を

含んだ CCA 処理剤や、有害重金属を含む化合物が含まれている可能性があり、燃焼すれば有害ガス

を排出する。それらは、建設リサイクル法で分別され、高性能の焼却施設で焼却することが望ましいと

されている。もしくは、主に発電所等設備の整った大型施設で使用される、燃料チップとして再資源化

されている。 
しかし、焼却しても元々が元素であるから、高濃度の有害重金属を含む焼却灰が残滓として排出され

る。そして、実際には防腐・防蟻処理した木材のみを、そのような施設で受け入れることは難しく、再

資源化できる木材も焼却・縮減、燃料チップ化されているのが現状である。現在、CCA 木材防腐剤の

国内使用は規制されてはいるが、本来的には防腐・防蟻処理をするにあたって、解体・処理時に有害

物質を排出しないものを使用する必要がある。 

 
建築解体木材には、柱・梁の構造材だけではなく、集成材や合板、プラスチック系の化粧合板等の

複合建材が含まれている。昭和 45 年以降に増加した、再利用・再資源化の難しい複合建材を多用し

た木造住宅は、解体・廃棄時の環境負荷について考慮されていない建物である。現在建築されている

多くの住宅は、様々な建材の増加によって分別解体が難しくなっており、総廃棄物量を増加させ、解体

材が大量に最終処分場へ持ち込まれる結果になっている。 
現在、複合建材は燃料チップ化による再資源化、もしくは縮減・焼却による中間処分をするしかない。

そして、一部が再び建材として使用されたとしても、最終的には焼却処理せざるを得ないのである。ま

た、そうした複合建材等は、処理しにくい・再資源化しにくいだけでなく、焼却時の燃焼温度によっては

ダイオキシン等の有毒ガスを排出する。そして、複合建材には、樹脂や塩ビ・接着剤等が多用されて



 

おり、シックハウス症候群の原因と指摘されている。すなわち外部環境汚染の原因だけでなく、室内環

境の汚染要因でもある。 
このことから様々な種類の材料が使用されている建築物は、解体時に分別が難しく混合廃棄物の排出

量が多くなる傾向にあり、不法投棄を招く原因の一つと言われている*10。 

 
● 廃棄まで考えた新築 
国土交通省の「平成 17 年度建設副産物調査」によると、総廃棄物量は減少傾向にあるとされている。

しかし、現在新築されている住宅が、将来解体され廃棄物となった時、現在解体されている木造住宅

以上に再資源化されず、廃棄される混合廃棄物が増え、転用材として使用できなくなると思われる。近

年、一部メーカーでは、自社で販売した複合建材を回収し、リサイクル原料として使用する技術を開発

している。しかし、誰がどのように回収し、リサイクルするのか、そのシステムの構築は難しい。また、

解体する際には区別がつかないため、結局は分別されることなく処分される結果になることが懸念され

ている。 
木造在来軸組工法の解体工事による廃棄物発生量は、リサイクル率の高いがれき類のコンクリートを

除くと、木くず、混合廃棄物の排出量が多く、再資源化率が一般建築物に比べて高い。伝統工法の木

造建築物の場合では、混合廃棄物のかわりに土と瓦の排出量が多くなり、合板が使用されていないた

め木くずが減り、再資源化率はさらに高まる。 
今後、伝統工法のように木材を長期間使用できる工法を採用し、使われている材料を明確にすること

によって、木材を使用する用途が広がり、長く使用することが可能となり、結果的に廃棄物排出量も減

少することが、循環型社会形成のために望ましい姿と言える。 

 
■表５ 一坪あたりに排出される木造建築廃棄物 

品目 1 坪当たり重量（㎏）

木くず 288.64 
がれき類 668.69 

混合廃棄物 262.24 

瓦 101.18 

石膏ボード 39.48 
建具、畳 17.15 

廃プラ類 6.57 

金属くず 19.11 

ガラス 5.72 

クロス 0.39 

合  計 1,409.17 
出典：（社）全国解体工事業団体連合会「木造建築物解体工事の現況『木造（軸組）住宅躯体組成分析調査報告』」 

                                                  
*10 国土交通省「平成 17 年度 建設副産物実態調査、産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成 16 年度実績）について」、 

環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成 17 年度）について」 
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(3) 木造建築をとりまく法制度 

現在、木造建築、特に伝統建築をめぐる法的措置はめまぐるしく変化している。ここでは、集合的な

まちづくりの要素としての建築物、住居として住まい続けていくための建築物、環境問題としての建築物、

廃棄される時点での建築物等、様々な建築物関連法や政策を検討する。既存の建物を使い続けていく

ことで、地域の文化や生活を高め、観光資源となり、地域経済にも寄与していくことができる。そのため

の手立てとして、未だ十分とは言えないが、現在大きく方向性を変えつつある国の方針は、各行政団体

の施策によって、多面性を持つようになってきている。 

 
①景観法・都市計画法・建築基準法 
● 景観法 

より良い景観を将来の世代へ継承することを目的として，平成 16 年 6 月 1 日、日本で初めて総合的

な景観に関する法律「景観法」が施行された。景観法の基本理念を以下に示す。 
 良好な景観は、現在及び将来のおける国民共通の資産である 

 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成

されるため、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされる必要がある 

 地域の個性を伸ばすよう多様な景観形成が図られなければならない 

 景観形成は、観光や地域の活性化に大きな役割を担うことから、住民、事業者及び地方公

共団体の協働によりすすめられなくてはならない 

 景観形成は、良好な景観の保全のみならず、新たな創出を含むものである 

 
上記のとおり、景観法は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の

形成に関する基本理念及び国等の責務を定めている。また、景観行政を担う団体、景観整備機構によ

る景観計画の策定、景観地区等における規制や支援等の措置を講じることができるとした、景観につい

ての総合的な法律である。景観法の対象地域は都市計画区域外も可能となっており、都市の基本的な機

能を定める都市計画法と両輪をなす重要な要素を持つものである。その特徴として、以下のことが挙げられ

る。 

 景観行政団体（政令指定都市、中核市は自動的に、その他市町村は同意、他は都道府県）

は景観計画を作成し、地域の特性を生かした景観政策を実行できる。 

 今まで保存する手立てのなかった、文化財の範囲には及ばない建物に関しても、地域の景観

に寄与する物に関しては「景観重要建造物」として指定し、保存活用に一定の支援（建築基

準法の特例・相続税の軽減等）を行う。国の有形文化財との合わせ指定も可能である。 

 伝統的な独特の景観の保持のため、文化庁との連携（文化財保護法）の上、重要文化的景

観の選定、指定を行い、支援する。 
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■図 11 景観法の概要 

出典：国土交通省ホームページ（http://www.statgo.jp） 

 
 
● 都市計画法 

良好な環境を保ちながら都市を発展させていくことを目的に、昭和 43 年に都市計画法が制定された。

これにより自治体は、土地利用や新たな建築の造営に関して規制をする権限を法的に有した。都市にお

いて道路等の都市機能を定める他、用途地域や建築物の高さを規制する高度地区の規制や景観の保全

を図るための風致地区、美観地区、特別保全修景地区等を都市計画に定めている。こうして都市におけ

る景観の維持やまちづくりの具体化は都市計画法において規制・誘導されている。 
景観法の制定を受け、景観計画を策定し実行する自治体は土地利用そのものについても大きく方向を

変え、都市の骨格とも言える都市計画法内容の見直しをすることとなった。自治体では地域の独自性を

踏まえた実行性ある景観計画を具体化する条例作成が急がれている。自然的、歴史的景観を保全して

いく地区として風致地区・歴史的風土保存地区・歴史的風土特別保存地区・近郊緑地保全地区・特別

緑地保全地区・自然風景保全地区が、市街地については景観地区（美観地区・美観形成地区）・建造

物修景地区・伝統的建造物群保存地区が指定されている。自治体により、これらの地区での保存、修

景計画や整備には一定の法的緩和や資金補助等の支援が行われている。 
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● 建築基準法 

建築物の法的規制の最も基本的な法である建築基準法は、これまで、伝統的な木造建築の保存や改

修、市街地での木造建築物の新築に関しては防火、耐震と言った観点からのみ規制するものであった。

市街化地域内では現存する木造建築物の多くが法以前の不適格建物であり、その建て替え等は以前と

同様に大きさ、形状ともに不可能とされてきた。 
戦前木造家屋を多く残す京都市では、「京町家」の保存再生に向けての様々な取り組みを行われてき

たが、常に基準法との整合性に制限されるものであった。しかし、ここへきて地域文化の特性を最も顕

著に見ることのできる建築物の重要性が注目されるようになってきており、各団体や研究者からの意向や

町家の伝統構法の実験結果等を受け、建築基準法も少しずつ変化して来た。 
地区として基準法の制限の緩和を受けること（美観地域等）と平行して個々の建物での伝統的な様式

や工法で地域の伝統文化を継続し、発展させていくことが可能になってきたのである。 

 

■表６ 「町家等伝統的工法による木造建築物」に関係する建築基準法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法 法律 政令 告示 その他

建築基準法 建築基準法施行令 建築基準法施行規則

当初　昭和25年法律第201号 当初　昭和25年政令第338号
当初　昭和25年建設省
令第40号

昭和50年 改正　昭和50年法律第49号

 ・法第85条の3　伝統的構造物保存地区内の制限の緩和

 　昭和50年10月1日から施行

平成10年 改正　平成10年法律第100号

即日施行　平成10年6月12日から施行

平成11年 1年目の施行　平成11年5月1日から施行

 ・法第43条第1項ただし書き　接道義務緩和の許可制 　

 ・法第86条第2項　連担建築物設計制度

平成12年 2年目の施行　平成12年6月1日から施行
平成12年度から通達の
根拠が無くなる

 性能規定化

 ・法第68条の26　構造方法等の認定 改正　平成12年政令第211号

 ・法第20条　構造耐力  ・令第81条第二号　限界耐力計算が
可能となる

平成12年6月1日から施行

平成14年 改正　平成14年法律第85号

 ・法第68条の5の4　街並み誘導型地区計画

 　平成15年1月1日から施行

平成15年 改正　平成15年法律第101号 当初　昭和56年6月1日建設省告示第1100号

 ・法第43条の2：「法第42条第3項道路」と「条例」による制限の付
加
 平成15年12月19日から施行 改正　平成15年12月9日国土交通省告示第1543号

　 壁量計算における壁倍率の見直し

平成16年 改正　平成16年法律第67号 防火構造等関連する4つの改正告示

建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保を図るための建築
基準法等の一部を改正する法律 当初　平成12年5月24日建設省告示第1362号

木造建築物等の外壁の延焼の恐れのある部分の
構造方法を定める件

平成17年6月1日から全面施行 改正　平成16年7月7日国土交通省告示第787号

・当初　平成12年5月24日建設省告示第1359号
改正　平成16年法律第111号 防火構造の構造方法を定める件

景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 改正　平成16年7月7日国土交通省告示第788号

 ・法第68条第5項　景観地区内でも緩和関係 ・当初　平成12年5月24日建設省告示第1358号

 ・法第85条の2　景観重要建造物の緩和関係 準耐火構造の構造方法を定める件

平成17年6月1日から全面施行 改正　平成16年7月7日国土交通省告示第789号

・当初　平成12年5月24日建設省告示第1380号

耐火構造とすることを要しない特殊建築物の主要
構造分の構造方法を定める件

改正　平成16年7月7日国土交通省告示第790号

平成17年 改正　平成17年政令第182号

景観法が平成17年6月1日からこの政
令により全面施行となる

改正　平成17年政令第192号

既存不適格への対応が可能となる

平成17年6月1日から全面施行

h9/3/24　建築審議会答申により改正
「二十一世紀を展望し、経済社会の変化に対応した新たな建築行政の在り

方に関する答申」

h16/2/2　社会資本整備審議会答申により改正
「既存建築物の改善と有効活用のための建築の

在り方に関する答申」

国土交通省
平成13年度～

「長寿命木造住宅推進
プロジェクト」の成果

 　平成12年4月1日から建築基準
法に関する事務は機関委任事務
から自治事務に変わり、通達はそ
の根拠を失い、地方自治法第245
条の4第１項の規則に基づく技術
的助言と見なされる

 
 
 
 

出典：国土交通省市街地建築課「町屋等再生・活用ガイドライン」を基に作成 
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②文化財保護法 
昭和 25 年 5 月に制定された文化財保護法は、質の高い限られた物を保存するための施策であり、文

化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」及び「伝統的建造

物群」と定義し、これらの文化財のうち、重要なものを重要文化財、史跡名勝天然記念物等として国が

指定し、保護の対象としている。 
現在の文化財の指定状況は、表 7 のとおりである。指定されている文化財建造物のうち、約９ 割は

木造建築となっており、我が国の歴史的建造物はほとんどが木で作られていることがわかる。これらの

保存には、適切な時期に大小の保存修理が必要となっている。 

 

■表７ 文化財指定の件数（国宝・重要文化財） 

種別／区分 国宝 重要文化財 

絵画 157 1,952 
彫刻 126 2,615 
工芸品 252 2,405 
書跡・典籍 223 1,857 
古文書 59 717 
考古資料 41 559 
歴史資料 2 150 

 

 

 

 

美術工芸品 

計 860 10,255 

建造物 
（257 棟）

213 

（4,101 棟） 

2,298 

合計 1,073 12,553 

出典：文化庁ホームページ（http://www.bunka.go.jp） 

 
昭和 50 年の文化財保護法改正では，伝統的建造物群保存地区（伝建地区）制度が新たに創設さ

れ、これにより城下町、宿場町、門前町等全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるよ

うになった。市町村は、伝建地区を定め、国はその中から価値の高いものを重要伝統的建造物群保存

地区として選定し、市町村の保存事業への財政的援助や必要な指導または助言をしている。平成 18 年

7 月 5 日現在、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている地区は、67 市町村で 78 地区（合計面

積約 3,012ha）あり、約 14,140 件の伝統的建造物が保存すべき建造物として特定されている。 
このような保存対象としての指定文化財とは別に、地域の中で生き続けてきた、ふたたび造ることの

出来ないような建物を残していくための、国（文化庁）による文化財登録制度がある。登録することで

規制に縛られるわけではなく、文化財を自由に活用しながら、ゆるやかに保存を図るこの制度は、平成

8 年 10 月文化財保護法の改正によって生まれた。規制が少ない分支援も多くはないが、所有者の建物

への思いの実現や地域への啓蒙などの多面的な効果をもたらし、広く利用される可能性が高く、将来の

指定文化財へ裾野が広がるといった重要な意味を持つ。 
また景観法の「文化的景観」では、地域の文化財の位置付けを、従来のように建築物単体で捉える
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のでは無く、文化財建造物を取り巻く環境やその地域独特の風景を文化的景観として指定し、守り育て

ていく観点が盛り込まれたことは注目すべきである。 

 

 

■図 12 「登録文化財」の登録までの流れ 

出展：文化庁パンフレット「文化財登録制度のご案内」 

 

 

■表８ 登録有形文化財（建造物）登録件数 

○時代別 （件） 

江戸以前 明治 大正 昭和 計 

943 1,914 1,363 1,693 5,913 

 
○種別 （件） 

産業 

１ 次 ２ 次 ３ 次 
交通 

官公

庁舎
学校 生活 文化 住宅 宗教 

治山

治水 
他 計 

83 606 805 172 110 177 245 193 2,751 582 132 57 5,913
 

出展：文化庁ホームページ（http://www.bunka.go.jp/） 平成 19 年 2 月 21 日現在 
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③住宅関連法規 
● 住生活基本法 

戦後の住宅不足を解消するため、住宅供給の拡大を目的としていた既存の法律を見直し、耐震性や

少子高齢化、環境問題等の現代の社会的課題に対応する良質な性能の住宅を維持するため、平成 18
年 6 月に住生活基本法が施行された。 

住生活基本法の基本理念は、以下の通りである。 
 少子高齢化の進展等の変化に的確に対応して、現在及び将来における国民の住生活の基盤

となる良質な住宅の供給等が図られること 

 自然、歴史、文化等の地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着

をもつことのできる良好な住居環境の形成が図られること 

 住宅市場の環境整備と住宅ストックの有効利用を図りつつ、消費者の利益の擁護及び増進が

図られること 

 住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠であることにかんがみ、低額所得者、高齢

者、子供を育成する家庭等の居住の安定の確保が図られること 

 
この法律は、居住環境を向上させるだけでなく、住宅供給に係わる適正な取引の確保など、幅広い

意味での住生活の質の向上を基本理念としている。また既存住宅の有効活用を目指し、住宅の活用期

間が重視されている点も注目される。具体的な施策としては、技術開発等の推進や地域材を活用した

木造住宅生産体制の整備が挙げられており、その実現のために、国、地方公共団体、民間住宅関連業

者の責務を明確化している。住生活基本計画の成果指標では、住宅の長寿命化において、既存住宅と

新築住宅の流通シェアのうち、既存住宅の割合を平成 15 年の 13%から平成 27 年までに 23%まで高め

ることが挙げられている他、住宅の活用期間伸ばすため減失住宅の築後平均年数を平成 15 年の約 30
年間から平成 27 年までに約 40 年にするとしている。 

また、国土交通省は、住宅の経歴の情報登録管理システムを整えた上、消費者への情報提供を行う

方針を明らかにした。日本の中古住宅市場は諸外国に比べ極めて低いことから、良質な住宅の蓄積が

都市の質を高め、中古住宅市場の拡大に繋がり、リデュースの観点からも環境に直接寄与することは明

らかである。 

 
● 住宅の性能表示制度 

住宅の性能やその責任の明確化、そしてそれらの情報を消費者へ提供するための法制度が整えられ

ている。平成 12 年 6 月の建築基準法の改正では、耐震性強化へ向けて、住宅の仕様や構造について、

性能を規定化することが定められた。そして、同年４ 月に施行された住宅の品質確保の促進に関する法

律（品格法）によって、住宅供給者に対する 10 年間の瑕疵保証の義務化と、住宅性能の客観的評価

方法である住宅性能表示制度が定められた。 
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■図 13 住宅性能表示制度の流れ 

出典：住宅情報提供協議会ホームページ（http://www.sumai-info.jp/seino/） 

 
昭和 54 年には、エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）が制定されている。これは、

工事、自動車、家電機器等の省エネ対策とあわせて、住宅・建築物の省エネ対策に関しても全ての建

築主に対し努力義務を課したもので、後に省エネルギー基準として定められている。前述の住宅性能表

示制度では、この省エネルギー基準の性能水準も等級として表示している。 
建築物を環境性能で評価し、格付けする手法として、「CASBEE－すまい」（建築物総合環境性能評

価システム）が挙げられる。この手法は、平成 13 年より国土交通省の主導の下に開発が進められたも

ので、省エネや省資源・リサイクル性能といった環境面での評価だけでなく、室内の快適性や景観への

配慮といった性能も含めた、建築物の環境性能を総合的に評価するシステムである。比較的大規模の建

築物への評価手法として運用されてきたが、平成 19 年、戸建住宅版「CASBEE」が公表される見通

しとなった。 
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（簡　易　版） CASBEE-NCb_2006(v.1.1)

作成日 2006年7月8日 作成者 ○○○ 確認日 2006年7月10日 確認者 ○○○

(1)　建物概要

建物名称 ○○ビル 敷地面積 ○○○ ㎡

建物用途 事務所   建築面積 ○○○ ㎡

建設地 ○○県○○市 延床面積 ○○○ ㎡ 外観パース等

気候区分 地域区分Ⅴ 階数 地上○○F 図を貼り付けるときは

地域・地区 商業地域、防火地域 構造 S造 シートの保護を解除してください

竣工年 予定 平均居住人員 ○○ 人

年間使用時間 ○○○ 時間/年

(2)-1　環境性能評価結果　(バーチャート） 注1　

Q　建築物の環境品質・性能　（居住環境のアメニティを向上させる性能評価） SQ= 3.0
Q-1 室内環境 Q-2 サービス性能 Q-3 室外環境（敷地内）
　スコア（評価点）： 　　 SQ1 ＝ 3.0 SQ2 ＝ 3.0 SQ3 ＝ 3.0

LR　建築物の環境負荷低減性　（環境負荷を低減させる性能評価） SLR= 3.0
LR-1 エネルギー LR-2 資源・マテリアル 　　　LR-3 敷地外環境
　スコア（評価点）： 　　 SLR1 ＝ 3.0    　　 SLR2 ＝ 3.0 SLR3 ＝ 3.0

(2)-2　環境性能評価結果（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）　注1 (2)-3　環境性能効率 BEE 注2

建築物の環境品質・性能  Ｑ

建築物の環境負荷　Ｌ
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50.0
50.0

（3）　建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目 注3

（3）-1　建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標 ＜実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入＞

年間延床面積あたり指標 人・時間あたり指標 年間延床面積あたり削減量 削減率　％ %
運用エネルギー消費量 ＭＪ/年㎡ ＭＪ/人時 ＭＪ/年㎡
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LC資源消費量 ｔ/年㎡ ｔ/人時 ｔ/年㎡

（3）-2　デザインプロセスの評価

設計段階 建設段階

有資格者による設計 環境管理計画

1.0

■図 14 CASBEE すまい（戸建）試行版評価結果の出力例 

出典：財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページ（http://www.ibec.or.jp） 

 

評  価  結  果
■使用評価マニュアル：

CASBEE-新築(簡易版)2006年版

■使用評価ソフト：

BEE =

= 

= 

2008年12月

建築物総合環境性能
評価システムによる

3.03.0 3.0 3.0 3.0 3.0

1

2

3

4

5

大気汚染

3.03.0

1

2

3

4

5

3.03.0 3.03.0

1

2

3

4

5

3.03.03.03.0

1

2

3

4

5

3.03.0 3.0

1

2

3

4

5

3.03.0 3.0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

   水資源
　  保護

0

1

2

3

4

5
Q-2 サービス性能

Q-3 室外環境
(敷地内)

LR-3 
敷地外環境

LR-2 資源・
マテリアル

LR-1 
エネルギー

Q-1　
室内環境

1.0

50

50

0

50

100

0 50 100

建
築

物
の

環
境

品
質

・
性

能
　

Ｑ

建築物の環境負荷 L

S A B+

B-

C

BEE=3.0

BEE=0.5

BEE=1.5 BEE=1.0

音環境　　　　　温熱環境　　 　光･視環境　 　空気質環境 　機能性
生物環境

   建物の
   熱負荷

 騒音・振動
 ・悪臭

風害・
日照阻害

光害   ヒートアイ
ランド化

  地域イン
  フラ負荷

 耐用性
 ・信頼性

対応性
 ・更新性

まちなみ
　景観

地域性・
アメニティ

=

 自然エネ
  ルギー

 設備システ
 ム効率化

効率的
運用

低環境
負荷材

 34

http://www.ibec.or.jp/


 

新築住宅に関しては環境評価も含め、性能評価をより客観的にすることにより長寿命化を促す方向へ

シフトしてきている。中古住宅に関しては、最大の課題である耐震改修は、行政の指導に係わらず実施

が進んでいないことから、その基準を柔軟化することで実効あるものにしていこうとする自治体が増えて

きた。全国で 1 千万戸を超えて存在する現基準法以前の木造住宅の耐震改修は中古住宅の市場確保に

は欠かせない条件である。 
耐震や性能評価を適切に行うためにも、人材の育成が要望される。各自治体は耐震診断士の養成の

ための講習や性能評価員の増員を関係機関と共に行っている。また、消費者に対しての相談窓口の増

設や改修の為の資金援助についても施策化している。 
 

④廃棄物関連法規 
循環型社会形成推進基本法における廃棄物への優先順位は、第一にリデュースに取り組み、第二に

リユース、最後にリサイクルと謳っている。 
しかし、前記のように中古住宅の市場が確保される兆しはあるものの、この施策の効果が現在著しく

出ている訳ではなく、既存する建築物が無差別に建設廃材となっている現状に変わりは無い。一旦解体

すると決まった建物に関してはリユースの手法が確保されておらず、廃棄物処理法により即リサイクルに

向けての業務となる。 
木造建築においてのリユースは、廃棄物の量の多さから言っても資源の有効利用として有効である。

しかしそれ以上に、解体される建物が伝統建築であればそれだけ、使われている材料が建築素材とし

て現在では手に入らないものであったり、その時代の特徴を持っていたりすることが少なくない。町家や

古民家が再生や改修によって再活用されることが増加していく時、時代の様式を残した建物部材は再利

用の用途も増加すると考えられる。 
現在流通している古材は、各事業者が分別する際に抜き取ったり、解体前に現場にて取り置いたりす

ることで手に入れている。移築やできるだけ元の形を踏襲する等の配慮はなされていない。一方、日本

の木造建築（特に雪国での）の質の高さから、建ったままを買い取る業者も少数であるが存在し、国内

での移築にとどまらず輸出されたりレジャー施設に売られていたりする現状もある。伝統的な工法による

木造建築の移築や部材のリユースがより普遍的になるには、廃棄物になる以前の有価物としての家屋や

その部材の流通に関してのシステムが必要である。 
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● 建設工事に関わる資材の再資源化に関する法律 【建設リサイクル法】 

建設産業は全産業の資源利用量の約 5 割を建設資材として利用し、全産業廃棄物の排出量の約 2
割、最終処分量では約 4 割の廃棄物（建設廃棄物）を発生させ、資材の利用、廃棄の両面で極めて

大きな影響を有する産業である。 
資源循環型社会を構築していく上で、建設廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの徹底を図ることを目

的として、平成 9 年に「建設リサイクル推進計画 97」が制定され、建築解体廃棄物の分別・リサイク

ルを推進している。平成 12 年 5 月には循環型社会形成推進基本法が制定され、法の対象となる廃棄

物等のうち有用なものを「循環資源」と定義し、リサイクルを推進していくことを掲げた。同時に、循環

型社会に向けた実行ある取り組みを進める法律が整備され、「廃棄物処理法と資源の有用な利用の促進

に関する法律」の改正と、「食品リサイクル法」、「グリーン購入法」の制定が成された。こうして、他分

野でのリサイクル推進と共に、個別物品の特性に応じた規制として、「建設工事に関わる資材の再資源

化に関する法律（建設リサイクル法）」が制定された。 

 
建設リサイクル法は、建築物の分別解体と建設廃棄物等の再資源化を主な目的とするが、その内容

は以下の 4 点に要約できる。 
 一定規模以上の建設工事では、使用されている特定建設資材を現場で分別することを義務付

け。分別解体で生じた特定建設資材の廃棄物の、再資源化を義務付け。 

 発注者（建設工事の注文者）による工事の事前届出、元請業者（発注者から直接建設工事

を請け負った建設業を営む者）から発注者への事後報告等。発注者・受注者間の契約手続

きの整備。 

 適正な解体工事の実施を確保するため、解体工事業者の登録制度の整備および解体工事現

場の技術管理者の配置等の義務付け。 

 再生資材の利用促進等基本方針における目標の設定や都道府県知事による指針の策定、対

象建設工事の発注者に対する協力の要請。 

 

建築物に係わる分別解体や再資源化の義務の実施を確保するためには、発注者は都道府県に分

別解体等の計画を事前に届出をし、受注者が分別解体や再資源化等を実施することとなった。再資

源化等の完了後、元請業者は発注者へ書面による報告を義務付けられている。 
木材については、一定距離内に再資源化施設がない等、再資源化が困難な場合はその特定建設

資材廃棄物の縮減を実施している。ここでは、木材のボード化やボード化を前提としたチップ化、熱

回収を前提としたチップ化等の再資源化は行われているが、木材を再利用する視点の選択肢はない。 
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■図 16 建設リサイクル法に基づく義務等のフロー図 

出典：国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp） 

 
 
● 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 【廃棄物処理法】 
廃棄物処理法では、廃棄物の不法処理や不法投棄に対応するために、廃棄物排出業者に対し、事業

活動に伴い生じた廃棄物を自らの責任で適正処理するか、廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委

託することが義務付けられている。 
廃棄物の排出業者が処理を委託する際には、産業廃棄物管理表（以下、マニュフェスト）に廃棄物

の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名等を記載し、排出業者が最終処分まで把握することが義

務付けられている。 
現在の建設系マニュフェスト*9では木くずの処理方法としては、「リサイクルを前提とした破砕」と「焼

却」の二つの選択肢がある。一部中間処理業者や解体業者では、古材販売が行われている現状があ

るが、廃棄物処理法上の廃棄物である古材を商品として扱うことは、マニュフェスト通りに適正処理をし

ていないと捉えられる可能性がある。現状では中間処理業者等の古材販売が合法であるか否かは、各

都道府県担当者の判断となっており、古材のリユースは非常に曖昧な扱いとなっている。 
解体時に発生する木材が廃棄物であるかどうかは、有償か逆有償（無償）かで決まるという考え方も

ある。有償の場合、代金を支払い廃棄物として処理する。逆に買い取ってもらうものは、廃棄物ではな

いと判断されるため、不法投棄が起きやすい状況になっている。 
大手住宅メーカーや建設業者にとっては、マニュフェスト通りに適切に処理・再資源化されることが重

要であり、違法の可能性のある古材のリユースには消極的である。古材のリユースを、合法的な形で行

えるようなしくみの検討が求められている。 

 

                                                  
*11 マニュフェストには、産業廃棄物全般に使用できる、「直行用」、「積替用」（社団法人全国産業廃棄物連合会発行）建

設廃棄物に使用する「建設系」（建設九団体副産物対策協議会発行）の 3 種類がある。 

 37

http://www.mlit.go.jp/


 

⑤ 法制度の諸問題 
● ストック社会に向けて変化する法と行政 
戦後の住宅難をベースに、住宅の充足が第一に考えられてきたわが国の住宅政策は、平成 18 年度

に国の住宅政策の基本法である「住生活基本法」が施行されるなど、近年の人口の減少や地球温暖化

防止をめぐる森林問題等を背景に、量から質へ、安全で地域性を活かした長寿命住宅へと変革が余儀

なくされており、大きく価値観を変えていく段階にある。現在、全国的に住宅戸数は充足しており、空家

率は 10％ 以上に達しているが、住宅の中古市場は 13％（平成 15 年度、アメリカ 78％ 、イギリス 89％ ）

と極めて低いものとなっている。住生活基本法の 4 つの理念の 1 つ、住宅ストック重視、中古市場重視

は当然の方向と言える。 

 
国土交通省木造住宅振興室では、平成 14 年の「長寿命木造住宅整備指針」策定をはじめ、建築界

の要望も受けて、木造建築物への建築基準法の見直しや地域でのまちづくりをサポートするための施策

を設けてきた。住宅政策の観点から国産材、地域産材の利用も推進、住宅の長寿命化や伝統建築のあ

り方や使われている技術についても評価を行い、木造住宅総合対策事業として一定の補助施策も行って

きた。 

 
また、都市計画として総合的に景観のあり方に法の枠を設けた「景観法」は、これまで狭い範囲で行

われていた美観行政に対し、法の下で現存する伝統建築や史跡等を含む景色を一つの文化遺産と捉え、

地域のまちづくりに活かしていく方向を明確にしている。 
現在、景観法を受けて、政令市、中核市、都道府県の多くでは景観行政団体として、景観計画の策

定に向けて動き出している。今回の景観法は「景観」というキーワードを基に地域、行政、諸団体、企

業等が共同で関わっていけるのが大きな特徴であり、その後の生きた使われ方が見える画期的な法と

いえる。 
今日まで、質の高い限られた建造物や史跡は文化財として、国、都道府県あるいは市町村が指定し、

遺産として守ってきた。今後は、今までのやり方に加え、より広い伝統建築の中に様々な価値観を見出

し、利活用しながら地域文化をサポートしていくことが文化財行政にも求められるようになってきた。景

観法の中の「文化的景観」は、文化財を取り巻く自然環境も含めた広い視野での景観が、次世代に引

き継ぐ財産として位置づけられている。 
“フローからストックへ“と謳われてから久しいが、ここへ来てわが国も、地域に根ざした文化的遺産

をかけがえのないものとして大切にし、又地域に埋もれている文化財を発掘し、後の世代に引き継ぎ、

生かすことに積極的に取組む姿勢が見えてきた。 
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■図 16 重要文化的景観の保護対象地域のイメージ 

出展：文化庁パンフレット「文化的景観の保護制度」 

 
現存する建物を長寿命化することは、より効率的に良質な住宅ストックを増加させることであり、その

建物等を再生し利活用することは、地域の文化を生かしたまちづくりの拠点ともなりうる。また、建物の

長寿命化は、増加し続けている建設廃棄物のリデュースに大きく寄与するものでもある。 
既存建築物の耐震化に関しては、国の方針（耐震改修促進法）を受け「耐震改修促進計画」が都

道府県で策定され、住宅を含め平成 27 年までに、耐震化 90％ の達成が目途となっており、耐震診断

や改修への支援が行われている。 
品格法の 1 つの柱であり、住宅の品質を表示する「住宅性能表示制度」は、新築住宅に関しては一

定の認知がされてきた。国土交通省は、今年度より 3 年をかけて住宅の性能表示はその建物の内容を

明確化するのはもちろんであるが、建物の履歴を記録し、将来の中古市場をも視野に入れたものとなる

可能性が大きい。 

 
この様に、自治体、市町村、住宅金融公庫等での耐震改修・リフォーム融資の拡大、地域のまちづく

り活動や環境活動への支援や民間団体との連携等、メニューも多様になってきている。一方、滅失して

いく建築物に関しては建設リサイクル法によって廃棄物の処理の明確化がはかられ、リサイクルについて

は一定成果が出ている。 

 
● 法や施策が実際に生かされるために 

しかし、前節のような法や施策が取り組まれる中で、実態としては木造建築のリデュース・リユース

において多くの問題をなお抱え、法や施策が実際に生かされていない現状がある。木造建築のリデュー

ス、リユースのための障害となる法制度と行政の問題点を整理すると、以下の 5 つの不足項目を挙げる

ことができる。 
 

木造建築の把握と適正な評価 

将来文化財となり得るような伝統建築については、その実態数の把握も現在なされていない。文化庁

は平成 14 年に近代和風建築総合調査国庫補助要項を裁定し、全国的に「近代和風建築総合調査」の
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一次調査を行なっている。この調査に先駆けて、各地で予備調査が行われたが、実態調査にはいたっ

ておらず、木造建築物の現存状況を把握できるものでは無い。関係省庁が連携することで、より現実的

で有益な調査ができた可能性があり、非常に残念である。 
国土交通省は平成 18 年度より 3 年をかけて、消費者保護と中古市場の活性化に向けた住宅のデー

タベース化を行う。伝統的住宅建築に関しても、地域の特色等も合わせて調査できることを期待したい。 
現在、地域の中で残る文化財指定外の良質な伝統建築に対し、なす術が無い状態の中で、建物のこ

れからを提案していくことができるのは、まずは文化庁の「文化財登録制度」である。規制が緩やかで

ある分補助制度等得点は少ないが、建物の利活用等に関しては相応な制度ということができる。現状変

更に関しての届出は、文化財的に何らかの登録が行われたものに限定されている。この制度への登録

の充足が急がれるが、現在、全国的にみてもまだその数は登録有形文化財（建造物）登録件数で 5,913
件（2,491 箇所・平成 19 年 2 月 21 日現在）と少なく、現存している住宅は個人の資産の範囲で転売

や除却に関しても何ら拘束されない状態である。 
このような現況の改善には、各地方自治体での現況把握の上、一定の伝統建築の現状変更の事前報

告を義務付ける等の施策が必要となる。あわせて必要になる支援策については、相続税等税法上の特

典を設ける等、住みつないでいくことが価値あることであるという社会的評価が大切である。また、現在

行われている住宅減税については、新築住宅を支援するものであり、伝統建築の再生や改修には適応

していない。 

 

行政の連携と支援 

様々な法や政策はなされる一方で、一般市民への周知は十分ではない。そのわかりにくさは、政策

に関して担当行政機関の窓口が別々であり、その連携が密でなく、情報も共有されていないことが大き

い。そのためには行政間の垣根を越え、行政と NPO 等のパートナーシップによる窓口が求められる。 
また、相続税等への配慮が求められるほか、新築住宅への減税の廃止し、その増税分を地域で残す

べき伝統建築の維持管理に当てる等、新制度の構築が必要である。 

 

窓口の設置と人材育成 

現存している建築物の適切な改修や再生といった、長く住みつないでいくための諸問題に対しての法

制度や施策に関し、所有者に対する相談窓口の設置や、正当に建物を評価できる人材として、建築士・

ヘリテージマネージャー・まちづくりコーディネーター等の育成が急がれる。 

 
リユースのための法整備 

建築物は一旦解体されると産業廃棄物として扱われる。良質な古材はそのままに移築ができるが、建

築基準法では移築の定義は無く、新築時の規制がそのままにかかることとなる。一定量の解体材の保管

に関しても、廃棄物処理法に適合した処置が義務付けられることから有価物としての保管が難しい状況

である。それらに対応したほうの整備が求められている。 

 
拠点を介したネットワークづくり 

所有者や民間の団体、研究機関や企業、ボランティア団体、行政間のネットワーク等による人の輪が

実際の活動を進め、成果に結びつけることができるが、それを促進するための拠点が不足している。 
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２２章章  木木造造建建築築リリデデュューースス・・リリユユーーススセセンンタターーのの提提案案  

(1) 循環型社会へ向けての課題 

建築分野での循環型社会へ向けた主な課題は、１ .木の文化を衰退させる社会的しくみの存在、２ .
温暖化防止に向けた普及啓発活動の限界、３ .再生や廃棄の困難な工業的建築資材の横行、４ .伝統建

築を中心とする良好な景観の縮小、５ .増加する空き家と地域活力の低下が挙げられる。 

 
● 木の文化を衰退させる社会的しくみの存在 
西洋の石の文化に対する日本の木の文化の例示として、我が国の社寺等の歴史的大型の木造建築や

都市や農山漁村における町家や民家の伝統建築物群の存在がよく引用される。しかし、日本社会にお

ける伝統建築のおかれている状況は、極めて否定的なものである。我が国の建物の新築を過剰に優遇

する税制や融資制度等に支えられ、戦後の建築業界は大量生産・大量消費・大量廃棄型の建築生産シ

ステムを推進してきた。住宅として戦前から使用されてきた多くの伝統建築は、「古くさいもの」「利便性

の少ないもの」として十分な検証も加えられないまま解体され廃棄されてきた。 
伝統建築を廃棄することは、その建物が支えている日本の風土や職業に基づく独特の部屋割りや空間

を多様に利用する生活の知恵を同時に解体させることに他ならない。木材や土といった再生可能で身近

な資源を活用した伝統建築の絶対的な減少によって、世界に誇る日本の木の文化は次第に空疎なもの

になりつつあり、建築各職の技能養成も困難になっている。 
我が国独自の木の文化を継承できない現在の社会状況をこのまま放置することは、ひいては日本人と

してのアイデンティティを失うことにつながるのではないだろうか。我が国の木の文化を継承していくため

に、建築各職の技能者と、文化を住まい手へ伝える人材とを育成する場の整備が求められている。 

 
● 温暖化防止に向けた普及啓発活動の限界 
建築分野での地球温暖化防止対策については（社）日本建築学会を中心に様々な積極的な宣言や

提言が行われてきている。日本建築学会は、平成 9 年には COP３ の開催にあわせ「気候温暖化への

建築分野での対応」と題する会長声明を発表した。その内容は、建築物に係わる CO２ の排出量は今

日では我が国全体の排出量の 4 割、全世界の排出量の 1％ 強に達し、なお増加の傾向を示す中で、建

築物の建設およびその運用の段階での多くの努力が不可欠であることを述べるものであった。そして、

LCA（ライフサイクルアセスメント）手法を活用した生涯二酸化炭素排出量の 30％ 削減と、耐用年数３

倍化もしくは 100 年の提案を行った。学会はこの後も、「地球環境・建築憲章」「良好な建築物による

社会ストック形成のための提言」「温暖化防止型ライフスタイル推進のための行動計画」等を積極的に

発表している。 
しかし、現在、建築部門に係る二酸化炭素排出量が平成 12 年比で増加している等、この貴重な提

案は残念ながら現状では実効を発揮していない。これは、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会シ

ステムに対置する社会システムを提案しないまま、温暖化防止型ライフスタイルを国民に普及啓発して自

覚を促す取り組み方法だけでは、建築分野での温暖化対策の進展は困難であることの証明である。 
すなわち、良好な建築物による社会ストック形成を社会に根付かせるためには、普及啓発をするだけで

なく、全国各地域における価値ある建築物のリスト化や有効活用、長く住まい続けるための個別の相談
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に応じるきめ細やかなサポートなどの具体的な取り組みが必要なのである。 

 
● 再生や廃棄の困難な工業的建築資材の横行 
工業化された建築では多くの建築資材が経済性を重視して選択され、しかも遠方から運ばれた人工

の複合資材となっている。それらは耐久性や施工性の面で優れていても、多くが再生や廃棄困難なもの

が多く、廃棄物処理の経費や環境悪化という社会的負担を増大させている。 
これらの負担は LCA によって評価されないまま、建築物の使用者と処分者が数十年以上と時間的に

離れていることからこれまで一方的に社会に対して押しつけられてきていた。まさに、「我が亡き後に洪

水よ、来たれ！ 」である。 
建設リサイクル法の施行によって、建設廃棄物の不適正処理に関しては一定の改善が図られているが、

そもそも廃棄やリユースの困難な複合資材やアレルギー性物質を含んだ建築資材の LCA による社会的

評価や、さらに踏み込んでの製造者責任にまで至っていない。建築資材の基本を再生可能なものとする

ことは今後の環境型社会に向けての大きな課題であり、そのためにはそれらの資材の利用方法を提案し、

それらの資材をより手に入れやすく、かつ LCA としての環境負荷などの関連の情報が得られるようにし

ていく必要がある。 

 
● 伝統建築を中心とする良好な景観の縮小 
戦後の経済および社会の大幅な変化の中で、我が国の都市および農村において日本の原風景といわれ

る多くの景観が失われてきた。地域の個性ある景観の多くを伝統建築が担ってきたことは疑問の余地はな

い。それは、この建築物群が徹底的に破壊された結果、都市においても農山漁村においても今では逆に

景観が意識される状況になっている。先駆的には、埼玉県川越市や新潟県村上市等の多くの地域におい

て、地域活性化の柱として町並み保存や再生が取り組まれている。日本人が残すべき暮らしの原風景は、

ありきたりであるが地域の歴史や文化、産業によって形成された地域ごとの個性ある伝統建築を中心とする

景観である。 

我々は、平成 16 年の景観法の制定、文化財保護法の一部改正等を活用し、伝統建築を中心とする良

好な暮らしと景観の再創造を図る必要がある。そのためには、地域に存在する木造建築を改めて見直すこ

とによる地域の再評価や、地域の情報ネットワークの構築、伝統建築の新たな活用方法を提案していくた

めの知識を持った人材の育成が求められる。 

 
● 増加する空き家と地域活力の低下 
21 世紀の我が国は急速な少子高齢社会に突入し、全国規模で人口減少が始まり世帯数も減少する。

5 年ごとに行われる総務省の住宅土地統計調査によれば、平成 15 年の空き家率は 12％ であるが、今

後の世帯数の減少が空き家率をさらに押し上げると予測される。 
また、国土交通省が平成 19 年にまとめた全国の過疎集落 62,271 集落の約 1 割の 7,873 集落が住

民の半数が 65 才以上の高齢者の暮らす限界集落とされている。農林水産省は団塊世代の農山村への

回帰や定住を促す施策を行い、国土交通省は移住・住みかえ支援機構等を支援して空き家の活用に取

り組み始めている。しかし、省庁の縦割りの施策のみでは、少子高齢化と過疎を支えることは困難であ

る。多様な国や地方自治体の施策に加えて、より暮らしやすい地域、より良い地域をつくる住民自身の
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活動が不可欠である。 
このままでは、都市や農村において使用されない多くの価値ある伝統建築を含む空き家が増加すると

ともに、空き家の放置の結果として建物の乱暴な廃棄が横行し、住環境の悪化と地域活力の低下が懸

念される。地域の伝統建築への価値認識の欠落により、簡単に歴史的文化的に価値ある伝統建築が壊

され、廃棄されていくことによって、地域は文化と活力を失って荒廃し、地域間格差の拡大が助長され

る。これを防ぎ、地域活力を生み出していくためには、地域の住民が主体となり、価値ある木造建築を

地域資源として活用することを推進していく必要がある。 

 

(2) 循環型社会へ向けての提案 

① 全国の市町村にセンター設置の必要性 

建築分野での循環型社会へ向けて指摘した課題を解決するために、当会は伝統建築の保存と活用を

柱として活動する「木造建築リデュース・リユースセンター（略称：R2 センター）を全国の市町村に設

置する」ことを提案する。 
その第 1 の理由は、良好な建築物によるストック形成を社会に根付かせ、「温暖化防止型ライフスタイ

ル」を推進するためには、建物を新築することだけに傾斜した現行の大量生産・大量消費・大量廃棄

型の建築システムに対置して、現存する建物を維持・活用する新たな環境保全型の建築システムの成立

が必要なためである。 
建設リサイクル法の下の、分別によるリサイクルの手法は一定周知されたが、それにより一層建物の

リデュース、リユースの手法が忘れられてしまった。R2 センターを各地に設置することで、リデュース、

リユースの促進が可能になる。今ある建物を使い続けていく事と、新たな良質で長寿命の建物が、森林

資源の循環利用の中で繋がっている事を次世代に向けて地域の中で発信していく事ができるのである。 
 

第２ の理由は、四季がはっきりしている日本の建築は、その地域独自の形式や工法を持ち、比類な

い美しく合理的な文化性を持つ。消滅の危機に瀕しているこのような建物が何とか持ちこたえられ、その

技術が継承されるには、地域に根ざした地域住民の主体的な取り組みが必要だからである。 

現在、伝統的な建物を地域の中で大切に使い続ける事の意義の啓蒙や、実際の建物の現状把握、

一つ一つの建物に関してのサポート手法や、利用や改修へのアドバイスなどを総合的に行っている組織

は、個人事業者や小さなボランティア団体を除いては無い。 

地域の材料、職人の技術による独特の工法や、地域の自然条件や産業に裏付けされた建物の活かし

方を地域の中で考え、サポートしていく事は、所有者や関係者、専門家や行政、NPO や事業者等の人

達が協働して活動できる拠点があってこそ実現可能になる。 

古民家・町家ブームの今日、当座の商業利用に終わることのない、本当の意味で地域に根ざした建

物の活用や使われていた素材の再利用を提案していく為には R2 センターの設置が必要不可欠である。 

 
② センター設置の効果 
● 木の文化の再評価と継承 
伝統建築は、日本を代表する建築文化として多くの識者が認めているものである。日本が世界に誇り

うる建築は神社仏閣と共に自然風土に調和した伝統民家が欠かせない。しかし今日、全国の伝統建築
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は、一部の文化財として凍結保存された物を除いて危機的状況にある。行政では地方分権が謳われ、

その地域の特性が生かされる施策の特区制度等が設けられてはいるが、建築文化に関する地域での取

組みは依然として広がりを見せていない。 
地域で実際に使われながら生きてきた建物は、その地域の工法や材料といった建築的要素に加え、

気候風土の中での生活の特性や生業の様子、地域の人々の係わりや歴史など総合的な地域文化の結集

としてそこに在る。文化とは、そうした具体的なものに支えられなければ維持できないし、成立しないの

である。 
R2 センターには、伝統建築の研究者や専門知識を持った利活用マネージャー等が集い、地域に残る

伝統建築を再評価して、所有者や関係者に周知・啓発し、ケースに応じて次の世代に繋いでいく手法を

提案することができる。このように地域の木造建築を保存し、活用することにより、世界に誇る我が国の

木の文化を継承することが初めて可能となる。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 自然と生活が調和した萱葺集落 力強い農家の土間梁組 
 

近年、我が国の木の文化を守り発展させるため、平成 8 年の文化財保護法改正で創設された「文化財

登録制度」により、地域社会と所有者との生き生きとした関係を大切にしながら、伝統建築を現代の暮ら

しに生かす新しい文化財保護の発想が生まれている。さらに、平成 16 年の景観法の制定と文化財保護法

改正によって、両法の制度が連動して伝統建築を中心とした固有の地域景観を保護しようとしている。こ

れらに注目し、住民参加の取組として地域から良好な景観の再創造を図る必要がある。 

そのためにも、我が国の誇る木の文化を再評価して継承し発展させるため、伝統建築を日常的にサポ

ートする市町村単位の地域拠点の設置と活動が不可欠なのである。また、伝統建築が保存されて初め

て、それを支える職人の技術も伝承することが可能となる。 

 
● 木造建築が持つ持続可能性 
伝統建築の主要な構造物は木材を始めとする自然素材である。このため、伝統建築を日常的にサポ

ートする地域拠点の設置と活動は、風土の中で自給可能な素材で建築された伝統建築が内包している

持続可能なシステムから学ぶことを要求する。 
すなわち、自然素材にほぼ依存する伝統建築のあり方は、建築分野での温暖化防止型の社会システ

ムを構築するうえでの大きな参考となるだけでなく、来るべき持続可能な社会システムに生きた思想を与

えるものである。 
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さらに、伝統建築の主要資材である木材は、再生可能な資源であることから、建築の設計と運用に木

の育つ時間を組み込むことを制度化することで、温暖化防止型の生産システムとライフスタイルが併せて

推進できる。温暖化防止のためには、国民の資源である国産材を再生可能な状態に育成しながら、建

築材料等に利用することが望ましいことは言うまでもないが、木の育つ時間を保障するという具体的な指

標を社会制度として確立することで、世界中の木材の原産地での森林の再生が保障される。これは、我

が国の木材需要が 8 割を海外に依存していることを考えれば、世界と日本の森林を守る思想と行動に直

結する。 
建築素材の持続可能性と再生可能性を問いかけることは、地域の R2 センターが伝統建築の保存と

活用を柱として活動することで初めて実現される。 
 

● 木造建築の保存と活用は地域づくり 
R2 センターの設置と活動は、増加する空き家問題の解決と

地域づくりを推進する。当会の提唱する R2 センターはより良

い地域をつくる住民自身の活動によって支えられるものであり、

センターが市町村に存在する空き家の多くを占める伝統建築

を評価し、その建物や各地域の特性に応じて活用するための

合意形成の核となることにより、空き家となった伝統建築は地

域の歴史と文化を語る資産としてアメニティ豊かな地域づくり

に積極的に活用することができる。 地域の美しい町並み 
また、R2 センターの活動は地域社会に建築物の調査や保全

と活用に伴う循環型の新たな事業と雇用の場を創造し、地域の 
活力を増加させる。 
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(3) 木造建築リデュース・リユースセンターの設置 

各地に設置される R2 センターは、「建物調査」「利活用相談」「情報発信」「人材養成」「ストックヤ

ード」の 5 つの機能を持ち、さらに森林に近いところでは木材関係の取組とジョイントするなど、地域独

自の機能も付加される。R2 センターは、行政と民間の協働とし、公益性を重視しながら、NPO 等の民

間組織がその運営にあたる。 
R2 センターの組織は、木造建築の専門家、大学等研究機関、建築関連事業者、行政、市民や地域

自治会、企業、木造建築所有者、古材・木造建築活用希望者、他の NPO、関心あるボランティア等

が係わり、会員組織とし、合議制で運営を行う。また会員の所属する他団体等と広く連携を取りながら

事業を進める。 

 

■図 17 R2 センターのしくみ 

 

 46



 

① 建物調査 
R2 センターの第一の任務は、地域の建築に係わる現

況を把握することである。現在、行政の文化財関係が把

握しているものを除き、行政や他機関に於いても、地域

の建物の現況を資料として持つところは無い。当該の市

町村、自治会等の協力を得ながら、地域の現況の把握

のための調査を行う必要がある。 
R２ センターは建物ごとに調査を行い、リスト化、整理

し、地域の基準となるような民家や歴史性ある建物、時

代や産業の特異性ある建物などを明確にしていく。また、

必要に応じ情報を開示し、地域の住民と共有する。 
■図 18 建物調査 

地域の住民が自分達の地域の現状や建物の特色を理解 
する事で、地域の伝統建築を皆で支えていく社会システムを構築していくことが可能となる。 

 
● 地域の木造建築の把握 

R2 センターの建物調査は、文化財としての建物への登録・非登録を問わず、地域の全ての木造建

築の現状を把握することを目指し、木造建築を網羅的にリストアップしていく調査活動を行う。調査により

作成された調査票は、建物ごとのカルテとして R2 センターに登録・保管し、将来的な建物に関する変

化や新築される建物の情報もセンターに集まるシステムを行政と連携して構築していく。 
所有者の変更、改修や再生、解体等の履歴も把握し、常に地域の木造建築に関する情報を確認でき

るように、充実した情報を整備する。対象となる木造建築が修理された形跡を追い、工事に係わった職

人や材料等の資料を作成していくことで、建物を通してその地域の建築文化と歴史の保存も行うことが可

能となる。 
 

● 住まい手の調査 

市民に対して、より積極的に伝統建築の活用・継承促進を働きかけるため、日ごろから住まい手や所

有者に接しながら調査を行っていくものとする。R2 センターの人間が実際に地域に出向き、地域の人た

ちと共に調査を行うことで、利用する意思がない人に対して働きかけることができ、住まい手の意識・知

識向上を期待できる。また、そうした住まい手の意識の変化により、住み続けることが可能な伝統建築

が取り壊されるといった事態を未然に防ぐこともできる。また、住まい手の意識調査等も行い、日ごろか

ら建物に関する不安・悩みを解消するためのアドバイスを行う。 
伝統建築を長寿命化させるには、所有者の力だけでなく、地域社会のバックアップが必要である。そ

のためには市民一人一人の「地域の伝統ある建物を残していこう」といった意識が不可欠である。これ

らの活動を通して地域の建物が単なる個人の持ち物ではなく、地域の景観を作っている大切な要素であ

ることと、形あるものには文化が積み重なって存在することを、地域の人達が認識していく事ができる。

建物を単なる形として残すのではなく、そこで営まれる生活も含めて調査し、問題を早期に共有する事

で、建築物を壊さず住みつないでいくことに繋がる。 
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● 地域住民が支える社会システム 

建物調査に伴い、地域のウォーキングマップ等を作成し、調査自身が、町並みの中での古い建物の

存在やその良さを知ってもらうきっかけとなるようにする。伝統建築は住み手だけの財産ではなく、地域

の景観的財産でもある。R2 センターが拠点となり、小さなメンテナンスや周辺の清掃等、地域の誰もが

できることから参加できるしくみを作り、所有者が維持・管理できなくなった建物を地域住民で支えてい

く社会システムを構築する。そうした活動が、自分達の町並み・景観を守ることにもつながり、自分達の

地域を自分達で守るという地域への関心を高め、持続可能な地域社会を構築する一歩となる。 

 
● 利活用への呼びかけ 

R2 センターでは、利活用の為の細部調査を行う。所有者を始め関係者での協議を元に専門家や研

究者がアドバイザーとなり、建物の特性に合わせた調査を行い、再利用の用途に合わせた法的な支援

についても検討する。文化的価値がある伝統建築の所有者に対しては、所轄の市町村での文化財指定

や国の登録文化財への申請業務も行っていく。町並みや地域再生に係る行政の施策のコーディネートを

行い、文化財としての価値を伝え地域の中で生かしていくための手法を一緒に考えていく。 
また、どうしても手放したり解体する必要がある建物にあっては、再利用者の情報ストックからその建

物がより良く活用される使い手を紹介する。地域ごとでのネットワークが全国のネットワークに繋がる事

で、必要な情報の交換をしていくことが出来る。 
 

 

 

 

 

□事例：市民団体による調査 

京都府伏見区に位置する「下村家」は、京都市により

行われた「近代和風建築調査」をきっかけに、古材文化

の会の「伝統建築保存・活用マネージャー養成講座」の

実践課題のテーマにされた。その周辺には歴史ある民家

が多く点在しており、中でも下村家は日本建築の魅力を放

っていた。 
調査の結果、下村家は 300 年以上の歴史を持ち、母屋

は 200 年以上経過し、離れの茶室は幕末の歌人・太田垣蓮月が仮寓としていたこと等の由緒沿革

がわかった。 
持ち主は町の修景に寄与しているこの建物を大切に引き継ぐ為に努力をされてきたが、一方で年々

傷みが増し、維持費が大きな負担となっていた。そこで活用・保存の提案をし、今回、京都市重要

景観建造物となった。今後登録文化財の登録も行っていく。下村家の動きが刺激となり、周辺に残る

民家の保存活用につながっていくことが期待されている。 

下村家外観 
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② 利活用相談 
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現存する建物を大切に使い続けていく事は、新築におい

ても良質で長寿命の建物を誘導する。そのために R2 セン

ターは、新築住宅へ傾斜している現在の住宅施策を、長

寿命住宅、特に現存の中古住宅支援の仕組みへの変換を

提案する。 
住宅の長寿命化が国レベルで政策化してきている今日、

新築住宅への減税を取りやめ、その財源を中古住宅の健

康診断調査費、耐震を始め長寿命化への改修費用の助成、

R２ センターでの調査や相談活動助成の財源としたい。建物

のリデュース・リユースによって産業廃棄物は減少し、その処分にかかる費用やエネルギー、発生する

CO2 の削減など、波及効果ははかり知れない。 

■図 19 利活用相談 

所有者の建物活用の悩みや経済的負担を軽減する社会的しくみである、R2 センターを核とした建物

の長寿命化を支援する試案を図 22 に示す。 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

・R2 センターから築 50 年のお祝いとして、記念のプレートがプレゼントされる。これによって、

所有者に誇りを持ってもらい、周囲からは長寿命の建物に対して敬愛の気持ちを生み出す。 

・R2 センターへ登録された木造建築は、築 50 年を経過した時にお知らせが届く。 

・R2センターに併設される「古材工房」では、このような古材の活用提案やワークショップを行

う。 

■図 20 木造建築の長寿命化の社会的支援案 

築的な「ハード」のデータのほか、所有者の意識調査等の「ソフト」の部分の調査も合わせ 
て行う。 

・この「建物検診」でのやり取りで、所有者には建物への愛着を深めてもらう。 

・さらに、築 60 年・築 70 年…と 10 年ごとの「建物検診」も、無料で実施される。 
・長寿命化のポイントは「建物管理」である。記念のプレートも 10 年ごとに更新される。 

・費用の必要な「建物管理」にあたっては、その建物の環境貢献度や歴史的文化的貢献度に 

・R2センターは、築 50 年の建物検診のデータをカルテ化し、当該建物の「カルテ」を作成 
し、今後の「建物管理」と「カウンセリング」の資料とする。カルテの作成にあたっては、建 

・築 50 年を記念してR2センターによる「建物検診」が無料で実施される。 

・R2センターに登録された建物の様々な活用について、R2センターは所有者の相談に応じる。 

・耐震の相談、改修の相談、空き家の活用・管理の相談、文化財登録等のアドバイスを行う。 

 応じて、一定の補助を受けることができる。 

・建物の現状変更、特に解体する場合は、R2 センターに事前の通知が必要である。センター

は建物や古材のリユース等のアドバイスを行い、必要に応じ再利用可能な建築解体材を受け

入れ、廃棄物処理法のマニフェストを発行し、情報を全国ネットワーク化する。 

・具体的な再生設計、改修工事が必要な場合、センターに登録された専門家を紹介する。 
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● 活用相談 

R２ センターでは木造建築に関する総合的な相談を受付け、浮かび上がってくる様々な問題についてカ

ウンセリングを行い、市民が気軽に相談し、適切な助言を得られる場を提供することで、リデュース・リ

ユースに繋げていく働きをする。 
相談活動には、R2 センターのアドバイザーがあたるだけでなく、各分野の専門家を紹介し、行政の

手続き補助を行う等、外部機関との連携を持ちながら対応していく。また、修繕・再生、活用方法等個

人的相談から、町並み保存、まちづくり等に関する相談まで、幅広い範囲相談に対応する。相談内容に

よっては、専門家がチームを組んで取り組み、例えば店舗併設住宅や町並み保存地域等においては、

設計者や工務店の他に、商店ならその分野の専門家や商工組合等のチームによる対応が考えられる。

R2 センターは、地域の専門家やNPO・行政等と連携し、観光やまちづくり等の地域の幅広い内容の課

題に対応していく。 
また、建物の譲渡や解体などについては、長期借家などの手法を利用し、所有者と再利用者をマッチ

ングする。利用されていない空き家の利活用や移築の選択肢を与え、木造建築のリデュースへと繋げる。 
どうしても解体せざるを得ない木造建築に関しては、解体に関する相談も受けつけ、古材を利活用で

きるような解体方法の選択肢を用意するほか、古材を提供したい側と古材を利活用したい側の相談をど

ちらも受けつけ、これらの橋渡しを行うことで、古材のリユースを促進する。 
また、R２ センターでは定期的にセミナーや現地説明会など参加型の企画を設け、机の前だけの相談

では無い実情にあった相談活動をしていく。 

 
● 改修相談 

建物の長寿命化は建物管理やメンテナンスのいかんにかかっている。R2 センターでは日常の細やかな

メンテナンスや改修・補修に関する相談を受け付ける。日ごろのメンテナンスや自主改修等、住まい手

が長く住まい続けるためにできる改修を提案していく。耐震性や老朽化に関する相談、バリアフリー化や

現在の生活に見合った設備などの提案、大規模な改修や再生のための相談にのることで、木造建築の取

り壊しを未然に防ぎ、リデュースへと繋げる。 
R2 センターは、事業者による技術者グループを形成し、設計者と共に専門的な技術を提供することで、

伝統工法の継承の場にもなる。改修などの実施にあたっては、文化財に対する補助や中古住宅改修資

金の手続きや、福祉やまちづくりに対する支援、商店街の支援、森林関係や各種企業などの支援に関す

る情報の提供も行い、事業としても取り組んでいく。 
R２ センターでは、住まい手ができる通常の修繕や自然素材に親しむワークショップを開催し、建物へ

の関わりを子供たちにも体験する場を提供する。

 
● 税制や補助金に関する相談 

由緒ある建物が大きく変化するのは、所有者の世代が変わるときである。相続税や固定資産税の負

担を軽くする事で売却や解体を未然に防ぐ事もできる。 
また、大規模な改修や再生はその費用が最も大きな問題となっている。建物の質に合わせ、文化財

指定を受けたり、文化財や景観重要建造物に登録するなど、既存の制度を最大に利用していくために、

R2 センターでは活用マネージャーが建物に合わせた支援を提案する。現在、中古住宅のための低利
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の融資を扱う金融機関も増えてきており、各市町村にも地域の活性化のための支援がある。商店街など

のまちづくり基金や、高齢者などの福祉的な改修への補助なども合わせてきめ細かに利用しながら、実

行していく事が大切である。現在福祉系の住宅改修などはケアマネージャーの係わりの中で実行されて

いるが、住宅に関しても類似のシステムでのサポートが可能である。 

 

③ 情報発信 
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● 地域の建築ライブラリー

R2センターにはライブラリーを設け、建築に関する広い知識を

得ることができる場を提供し、地域の建物の歴史や材料、職人

たちの仕事の中身が解る様々な資料が置かれる。 
実際の改修や再生工事は記録集や映像で見られるようにするこ

とで、建築の知識の無い人でも気軽に触れることができる。また、

建築に関する各分野の専門書、木造建築に関する技術的事項や、

住まい方に関する情報、法制度や他地域の補助制度、まちづく

り等に関する情報を集積し、それらの情報を広く発信する。 
その他地域に応じて、木造建築の空き家情報や譲渡情報等を

集め、木造建築を譲りたい人と、木造建築を求める人の情報を共有し、お互いの希望を満たし、相談者

同士を仲介する役割を果たす。 

■図 21 情報発信 

 
● 調査・研究結果の公開 

R2 センターで調査した案件やデータは、基本的に一般公開する。文化財登録や報告書の内容も個

人情報の制限にかかるもの以外は公開し、他の案件に利用しやすくする。地域の建築やまちづくり関係

の情報を常に収集、蓄積し、一元管理することにより、地域のまちづくりや木造建築の活用・再生に生

かしていくことができる。また、そのような調査・研究結果を教育機関や研究機関等へ貸し出すことによ

って、関連した研究の進展の一助となる。 

 
● 情報のネットワーク化 

R2 センターを核として、行政の各部署、地域の NPO や企業、教育機関等様々な分野の主体が参

加できるネットワークを構築することで、地域に関する詳細な情報の把握が可能となり、地域の行政や活

動に活用されるだけでなく、R2 センターの活動も効率よく行うことが可能となる。またこうした他団体と

情報を共有することで、きめ細やかで個性のある取組の発展につながり、新たな連携を生み出す可能性

が高まる。情報管理の研修を受けた専門員による適切な情報管理の下で、インターネットでの情報交換

が主となるが、地域に合わせた形で地域のケーブル TV やミニコミ誌、チラシなどの多様な媒体を活用

する。 
市町村の R2 センターは、広域の R2 センターと常に情報を交換するのみでなく、様々な行事や講習

なども協働で行い、単独でのエリアや人的な制約を解消していく。必要な情報は全国の情報ネットワー

クで周知できる物とし、各地での動きが見えやすくする。全国的な組織は連絡協議会の形式で運営され

る。 



 

④ 人材養成 
R2 センターでは、様々な立場の人たちが関わりあいながら運営を進めていくが、建築の専門的知識

を持ちながら、総合的に物事を判断していく人材が必要である。特に相談業務に係わる活用マネージャ

ーは、地域や所有者の状況を踏まえつつ、建物をどのように再利用していけるのかを判断していく重要

な役割を持つ。景観分野においては県や府での景観アドバイザー、市町村のまちづくりアドバイザーな

ど、他の様々な専門家団体との連携も大切である。 
その様な人材の養成をはじめ、真摯に伝統的な技術を生かせる技術者や、古材や自然素材に関する

知識や技術を伝える古材アドバイザー、活動を支える地元サポーターの養成など、人材養成は大変重

要な機能といえる。 
 

● 伝統建築・活用マネージャーの養成 

R2 センターでは、伝統建築の保存・再生・活用に関する知識や

まちづくりの手法、マネージメントについて専門的かつ実践的に学び、

地域の木造建築のリデュース・リユースをサポートする担い手を育

成する。定期的に講座を開催し、講座修了者は「伝統建築・活用

マネージャー」として登録、活動に参加していく。登録した活用マ

ネージャーは、R2 センターでの活動においてさらに研修、研鑽し、

地域の取り組みを活性化させ、相談に的確な解答を行える人材と

なっていく。 
伝統建築・活用マネージャー養成講座

また R2 センターでは、古材や古くから用いられている自然素材を使った体験や材料の販売も手がけ

る。それらの材料を市民が活用できるようにするには、それらの専門的な知識を持った販売員の養成が

必要である。その人材として古材アドバイザーを養成し、古材や伝統素材に触れ、それらを利用したも

のづくりのアドバイスやメンテナンスの相談も受けることができるセンターとする。また R2 センターが受

け入れた木材や土、建具、家具、石等を利用した DIY の提案や、修理して使い続ける体験塾の企画

なども行っていく。 
古材アドバイザーは、地域のサークルや学校に出向いての相談や出前授業にも応じる。住まい手に

対しメンテナンスのアドバイスや相談を行うと同時に、セミナーやボランティアと共同で再生活動を行う等、

地域全体の連携・意識向上を目的とした活動を行っていく。 
 

■図 22 人材養成 

● 職人による伝統技術者の養成 

昨今の建築業界では、徒弟制度による技術の伝承は減少の

一途をたどっている。また現在、木造建築を総合的に勉強する

場や養成機関は、極めて限られており、大学や専門学校の建

築学科はRCの授業が主になり、木造建築は独自で勉強しない

といけない現状がある。例えばリユースを行うには、多様な古

材を扱う技術を持った大工や、古材を傷めずに外すことができ

る、手壊し技術を持つ解体職人が必要であるように、木造建築

を長く住み続け、保存、活用を行うには、また、新たに伝統工
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法の建築を造っていくには、確かな技術を持った職人の育成が欠かせない。R2 センターにおいては、

他団体と連携しながら、大工、左官、塗装、解体等の技術について、プロを目指す人や市民が共に実

習できる場を提供する。 
伝統的な技術を学ぶ事は勿論、多様な立場や年齢の人達が係わりながら実際の作業をしていく事で

得られるものは大きい。真にリユース・リデュースを実現していくためには、技術の伝承と普及、そして

人の繋がりが必要である。 
 

● ボランティア養成 

R2 センターは、市民参加型の運営方式であるため、その活動を支援するボランティアの養成も必要

となる。地域の伝統建築を財産として守っていくために、建物の外回りの掃除や庭木の手入れ、外壁や

塀の土壁塗り、空き家の風通しの手伝い等、家を保存していく手助けをする人材から、地域の調査や伝

統建築の保全・支援、R2 センターの運営、専門的知識を有するリーダー的人材まで養成していく。 

 

□事例：養成学校・研修機関 

・兵庫県ヘリテージマーネージャー養成講習会…ひょうごヘリテージ機構 

・伝統建築保存・活用マネージャー養成講座…古材文化の会 

・景観まちづくりアドバイザー…京都市文化市民局地域づくり推進課 

・茅葺き職人の育成…（株）茅葺屋根保存協会 

・Ｎ Ｐ Ｏ 岩手で茅葺き技術の伝承を促進する委員会 

・伝匠社 

・伝統建築技術養成研修講座…日本伝統建築技術保存会 

・匠の技の継承・町並み保存と修復の技術者養成講座…大田地域雇用創出促進協議会 

・古民家等再生利用講座…大田地域雇用創出促進協議会 

 
 

● 環境教育 

R2 センターでは、教育機関と連携しながら、次世代を担う子どもたちがリデュース、リユースの大切

さを学び、木造建築文化に触れる場を提供することで、持続可能な社会を担う人材を育成していく。R2
センターでの体験授業を通して、子どもたちは自然と共生した日本の文化を学ぶことができ、地域の財

産としての伝統建築への認識を深めることができる。 
こうした取り組みは、子供達が五感で自然素材とふれあい、自由な発想でものを作る喜びを体験する

ような内容とする。そして、自分が触れている土・木・瓦で家ができていることを学び、木造建築や自

然素材のすばらしさを体感的に身につけ、ものを大切に使い続け、日本

建築の文化を継承していく。例えば、瓦や廃材を素材として自由な発想

でものづくりをすることで、ものを簡単に捨てずにリユースすることを楽し

く体験でき、学びの場が得られる。 

絵を描いた瓦 

また、民家における生活を知らない世代が、地域の民家について知る

ことができる古民家生活体験を行う。民家は、「建物だけが価値あるも
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の」ではなく、そこでの「生活を含めて文化的価値のあるもの」である。周囲の自然環境と一体となっ

た地域の民家での生活を体験することによって、地域の文化を再発見できる。 
さらに R2 センターでは、教育者を対象としたワークショップを開催する。教員は、地域を支える様々

な人々と交流し、地域の歴史・文化に直接触れることで、教育を充実させることができ、新たな取組を

生み出すきっかけとなることが期待できる。 

 

● セミナーの開催 

中学校の課外授業の選択肢として、土塀の土ぬ

り体験を行う。身近な素地を利用して建物が造ら

れていることを学ぶ。 
※寝かした土にワラスサを混ぜ荒壁土をつくる。

塗ることが出来る硬さまで練り、少量をコテ板

にとり、コテを使用しながら塗っていく。 

 

 

 

 

 

□事例：中学課外授業～土塀土ぬり体験～ 

 

R2 センターでは、伝統建築、木造建築に関心を持った人、自ら手入れをしたいと思った人、より深く

学びたい人等を対象に、多様なセミナーを開催する。セミナーを通して、住まい手である市民の目を養

い、家を「購入する」のではなく、自分の家づくりに積極的に参加していくことができるようなセミナーを

行う。 
セミナーには、大人だけでなく親子が一緒になって考える場も設ける。親子で自分たちの家の絵を描

き、町へ出て建物を見るといった作業を通じて、自分たちの家や地域について考え、学ぶ場を提供する。

これは、共に住むこと・暮らすことについて考えるきっかけになるだけでなく、新たな価値感が生まれる

きっかけにもなる。 
また、自分の家を長く住まい続けるために必要なる技術が得ら

れるような、実践的なセミナーも行う。土壁の補修、外壁の塗装、

雨もり、樋の補修、古材を使用した木工教室等のメンテナンス講

座によって、自分の家を大切に長く住まい続ける方法を学ぶ。さら

に、建築の塗装に使用する柿渋・弁柄・漆を用いたり、器の再生

や竹と和紙の利用等の技法を身につけることができる「ライフアッ

プセミナー」を実施し、伝統的な素材を利用した、豊かな生活の

実践を提案していく。 
竹と和紙の照明創り 
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泥ダンゴ職人さん  

 

 

 
 

  

泥の家完成 

 

□事例：泥の家 

どろんこ遊びの感覚で土壁・日干し煉瓦を作る体験

授業を行う。自分たちの手で泥の家をつくることによって

モノづくりの喜び・達成感を味わい、自然素材のよさを

体験する。 
※10 名ずつに分かれ約 40 分ずつの作業を実施

し、木舞カキ・土ふみ・泥団子つくり・土壁ぬり

体験・石膏型抜き・土塗り団子積み・藁屋根編

みの、7 工程を順次体験する。 

東大阪市立高井田西小学校モデル事業実施報告書

出典：大阪商工会議所ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/doki2/report/takaida_nishi_02.html）

生徒全員で壁に塗る 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ ストックヤード 

センターでは古材の大量ストックは行わず、古材の有効利用を図る。解体される建物は、事前に活用

アドバイザー・マネージャーが調査を行う。調査の際は、まず所有者に対し古材活用のアドバイスをす

る。また、解体に伴い発生する部材の寸法、状態、地域などの情報をまとめ、データベース登録を行

い、希望者への斡旋を行う。登録されている古材利用者には古材に関する情報提供を行い、引き取り

手が現れた場合センターの取り決めに従って提供する。引き取り手がない場合、古材販売業者への情

報提供を行う。そして最終的に引き取り手が見つからなかった古材を、センターが引き取り保管する。 
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移築 

調査 

部分古材 

一棟分古材 

一棟分希望者への情報提供 

解体 

古材希望者への情報提供 一棟分希望

古材希望者

センター 

古材販売業者

古材販売業者への情報提供 

所有者への古材活用アドバイス

古材情報データベース登録 

■図 23 古材取り扱いの流れ 

 

● 取り扱う古材と活用提案 

R2 センターでは、大きな構造材も扱うが、より一般の市民向けに小さな材も扱い、建築関係者だけ

でなく市民が気軽に利用できるように、選びやすい展示づくりを行う。 
銘木でない古材や機械解体により商品価値の落ちた材等も扱い、その使い方のアドバイスをしながら、

安価な無垢の木を提供する。市民にとっては機械解体によって短くなった部材の方が扱いやすいこともあ

り、日曜大工・補修の材として使える。また土・瓦等の、本来廃棄されているものも扱い、簡単に廃棄

せずリユースして使いまわすことを発信していく。 

 

 



 

● メンテナンス工房 

伝統建築も定期的にメンテナンスをすることで、はじめて長く住み継ぐことができる。木造建築には住

まいの手入れが必要であり、R2 センターでは自主改修・補修する人には、古材活用アドバイザーが、

古材・伝統素材を使って適切なアドバイスを行う。また、補修全般を請け負い、小さな改修工事や補修

を取り扱う地域工務店を根付かせていくことで、地域の家を守ってくれる職人と住人をつなぐネットワーク

を作っていく。 

 

● 市民の DIY による自主改修・補修 

自分で直し、自分で作り、自分らしい家づくりを行う人のために、古材・伝統素材を使った DIY を提

案する。設計家・工務店任せでない自主改修によって、古材を使って自分のライフスタイルに合った独

自性のある空間が作れ、改修・補修の知識を得ることができる。また、ローコストで良質な素材（古材）

で改修・補修ができることで、住まいの修理や補修を自らの手で創造していく、継続的なメンナンスが可

能となり、リデュースへと繋がる。 
近年、住宅の進化・人々の生活感覚の洗練を背景に、修理や補修を抱合した上で、快適な生活空間

を自らの手で創造して行こうという積極的な志向に変わってきた。センターでは古材活用アドバイザーが

修理や補修の方法をアドバイスして、自主改修、家作りのサポートをする。 

 
● 職人・工務店による改修・補修 

躯体の損傷がひどく建て替える場合でも、できる限り古い建物の部材を生かすことが重要である。伝

統建築を長く住み続けるためには、様々な技術を用いて、古い部材もいかしながら改修・補修を行って

いくことが求められる。腐った部分を新しい材で継ぐこと（柱の根継ぎ－柱の足元が腐朽しているところ

を新材で継ぐ）やうめ木等、昔から受け継がれてきた木を使い切る技術を伝えることで、伝統建築を次

世代に残していくことができる。 

 
● アーティスト工房 

R2 センターでは、古材を使ってものづくりをする人達に、古いものを生かしていくことを、楽しみなが

ら体感してもらう場を提供する。古材や廃棄処分されるもの等を、アーティストや木工作家に新しい感性

で、自由にアレンジして製作してもらうことで、人々に古材の楽しい使いかたを提案し、人々に長く愛さ

れるものづくりを行なっていく。それによって、R2 センターは、若手アーティスト、木工作家の研修、作

品作りの場にもなりえる。また、職人やデザイナー、地場産業とのコラボレーションによって、伝統建築

を支える職人の技術を現在の空間に生かすことが可能であり、古材の仕口など昔からの形を残しながら、

視点をかえた使い方の提案を行うことも考えたい。 
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おおわわりりにに  循循環環型型社社会会のの実実現現ををめめざざししてて  

これまで、R2 センターの様々な取り組みを提案してきたが、全国にある多様な伝統建築の地域性・

文化性をそれぞれ生かすため、地域の R2 センターごとに必要な機能を選択していくことが必要である。

しかし、全国に設置する R2 センターにおける大きな目的や役割は共通して、「伝統建築の保存・活用

を通して日本独自の文化・環境を次世代へ継承していくこと」だと言える。 
ここ十数年来の古民家・町家ブーム等をきっかけに、伝統建築が取り壊されずに活用されたケースや、

今まで伝統建築に関心が無かった人の中で関心が高まり、自らの住居に町家等を選択するケースも出て

いる。こうした時代の流れにあわせ、古い建物に現代的な設備・機能を据え付け、古い建物の良さを残

しながらも、現代の人々が不便さを感じることなく生活ができるよう、改修技術は発達してきた。 
若い世代では、古い建物で生活する上での多少の不便さや手間を楽しみ、環境や体に良い豊かな生

活をしようという志向の人も増えてきている。これは、日本独自の歴史的な建築物の破壊といった文化

的遺産の喪失、廃棄段階を無視した新築の建物の増大、建設や廃棄時における膨大なエネルギー消費

による地球温暖化、森林が育つサイクルを無視した木材の大量消費、室内の化学物質による人体への

影響等の、多くの問題が浮き彫りになり、環境にも人体にも負担をかけない住宅や素材の見直しが大き

く求められる中で、自らの生活を見直す意思を持つ人が生まれてきていることの表れである。 

 
私たちは、これまでの活動から、建設廃棄物となる 1 本の柱が世界の森林につながっていることを実

感している。一軒の民家が取り壊されることは、わが国の政治経済の在り様を語っており、他国へ誇れ

る価値ある文化的遺産を失うことであることを実感している。そして、力及ばず解体される建物に対して

の無力感と、日常の繁忙の中でも何かせずには居られない気持ちでいっぱいになる。 
R2 センターは、そのような現実的な気持ちを基点として、多くの立場の人たちが様々な場面で係わり

ながら、木造建築文化を育み続けていくためのしくみを提案するものである。このような場所が全国各地

に設けられることで、私たちの暮らしが地域の自然と共にあり、そのことが世界の環境に続いていること

を実感できる。地域の建築文化と職業の集積である建築が、ただの入れ物ではない、文化を担うもの

であることをくり返し発信しながら幾重にも情報をネットワークしていく。そのような活動の実現化に向け

て、R2 センターの設置を提案した。 
R2 センター設置の目的は、伝統建築の一時的な保存・活用でなく、将来も持続していく社会的しく

みをつくりあげることである。従って、人々の意識・価値観の転換や、建物を支える技術者の育成も重

要となる。特に建物を長く住み続けるためには、日々の手入れが必要不可欠であり、住まい手にそうし

たことの意識を高めることや、協力体制を整えるための地域社会の構築が大切である。現代の人々に対

し、人々が将来も家を住み継ぐ意思を持ち続けることができるよう、多くの人が共有できる確かな価値

観を構築するという住宅におけるリデュースと、古材や自然素材を大事に何度でも使っていく、住宅資源

のリユース。このリデュース・リユースの推進・定着をはかることが、循環型社会を形成することである

と言うことができる。R2 センターを設置する取り組みは、循環型社会の実現に向けての有力な方策とし

て、確かな意味を持つ。 
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今回の調査を通して、及ばず調査しきれなかったこと、調査により新しく必要と見えてきたこと、業界

や行政へのより踏み込んだ調査や交渉が必要なこと等、実現に向けての課題は山積していることを再認

識したが、一方、より一層このようなセンターの必要性を痛感できた。そしてそれは、緊急を要している

こと、同時にまだ今なら何とか間に合う地域が多いということもわかった。 
平成 19 年度以降は次のステップとして、本提言の実現化に向けての実行計画とそれに伴う実質調査

を継続して行っていく。全国の木造建築の保存に係わる団体等へのアンケートの実施、海外の伝統的建

物の保存・活用に関する実態調査や資金のあり方、流れの把握等、様々な情報の収集が必要である。

「全国に木造建築・リデュース・リユースセンターの設置」を目標に粘り強く、実質的な活動を継続し

ていくものとしたい。 
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□ 参考資料 □ 
 

 



参考資料（1） 古材文化の会の活動概要 

特定非営利活動法人古材文化の会は、平成 4 年度と 5 年度に京都府農林水産部が「木質廃棄物再資

源利用促進体制整備事業」に取り組み、「古材リサイクルシステム検討部会」において、建築廃材の活

用について協議を重ねたことを契機として結成された。 
事業終了後、平成 6 年 9 月に検討委員を中心に、70 余名の参加で任意団体「古材バンクの会」を結

成し、古材のリユースを図るための情報バンクの運営、伝統建築の有効活用や価値意識の向上、再生

建築の普及と啓発等の活動を開始した。 
さらに、平成 13 年 4 月に 7 年間の活動を基礎に、特定非営利活動法人「古材バンクの会」として法人

化した。その後、古材利用や再生建築についての社会的認知が広がったことに伴い、平成 17 年 10 月

の定期総会において、会の名称を「古材文化の会」と変更した。 
会の活動方針として「伝統建築及び古材の保存と活用を促進する」、「伝統建築文化と建築技能の継承

と発展を図る」、「資源と共存する持続可能な社会の実現を目指す」という 3 つの目的を掲げ、利用相

談部会・調査部会・企画部会にわかれて活動を行っている。 

 
 

・職人の技体験、見学会、研

究会等のイベント企画運営 

- 企画部会 - 

つたえる 

・古民家、町家の再生、活用

 についての窓口 

- 利用相談部会 - 

いかす まなぶ 

- 調査部会 - 

・提供物の調査・実測 
・伝統建築当の勉強会の実施 

 
 
 
 
 
 

■図１ 古材文化の会の活動 

 
調査部会は主に伝統建築と古材の調査を行う。調査計画の相談と分担、調査結果の報告と検討、伝統

建築及び古材の利活用に関する勉強会等も行っている。 
利用相談部会は古い建物の再生や古材利用希望者の相談に応じる。利用相談物件の管理を行いながら、

それぞれの相談物件について意見を出し合い、適切な対応をしていくための協議を行う。状況に応じて

現地確認や実測調査等も行う。また構造や工法、素材等、設計並びに施工についての情報交換を行う

ことで、会としての再生に関する認識の共有をはかる。利用相談部会で対応した、会への問い合わせ内

容の内訳は表 2 の通りである。木造建築の利用や改修方法などに関する相談やその他の相談が 92 件、

木造建築の提供依頼が76 件、古材の提供依頼が 3 件、古材の供給依頼が 15 件と、過去 6 年間で合

計 186 件の問い合わせがあった。また、それらの問い合わせに対して行った内容を、表 3 に示した。

現地調査を含む調査が 60 件、相談や提案を行った件数が 31 件、古材の引き取りや利用へつながった

件数が 16 件、設計・管理などを行った件数が 9 件であった。 
企画部会は、事務局と協力しながら、下に述べる甲乙塾や見学会等の会の催事や啓発活動について企

画を立案し、その実行に責任を持つ。 
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■表１ 利用相談部会で対応した問い合わせ内容 

 
利用・改修 

相談 
その他相談 建築物提供 古材提供 古材供給 

2001 15 3 11 3 1 

2002 16 2 20 0 5 

2003 24 1 22 0 5 

2004 13 9 18 0 4 

2005 6 0 3 0 0 

2006 3 0 2 0 0 
合計 77 15 76 3 15 

 
■表２ 利用相談部会による対応内容 

調査 相談・提案 古材引取り・利用 設計・監理 

60 31 16 9 

 
注）重複あり 
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その他、会のこれまでの活動例を以下に 3 つ挙げる。

 ストックヤード  
ストックヤードは、古材文化の会の設立趣旨のひとつである「古材の保

存・活用の促進」を目的として、平成 10 年から 15 年まで運営された。

主な活動内容は「古材リユースのネットワーク」「古材リユースの啓発・

推進」「古材のストック・管理・有効利用」を目的として行った。 

ストックヤードの様子 1 

ストックヤードの様子 2 

ストックヤードでは、解体現場から古材提供を受け、倉庫でリスト化し、

会員・一般の人に古材の有効利用を行った。 
また古材リユースの実例提案・情報発信や、ストックヤードの一般開放や

イベント実施といった活動を行った。主に開催したイベントは年 2 回の古材

市であり、古材の利用相談や木工教室、木材の洗い作業等、一般の人々

が古材等の素材に触れることができる場を提供した。

その他土蔵の土を寝かせて土壁の土を作り、土壁塗り、日干しれんがづく

り等、伝統建築の工法を学ぶ場であった。 

 
 

 甲乙塾  
甲乙塾は、建築各職人の仕事のコツを学ぼうとの考えから始まり、「甲乙

丙丁と続く物事の始まり」ということから名付けられた。さまざまな職人から

その考え方や技術、材料の見極め方や使い方等を教わり、そこから建物の

本質を学ぶことを目的として、平成 11 年から 18 年まで開催された。 

庵完成後外観 
 

自分たちの手で素材に触れ、伝統的技術を体験することで、建物ができ

るまでのプロセスや、建物を大切に維持管理しようという意識の向上といっ

た成果があった。 
「農家解体で学ぶ木造建築」 
京都府相楽郡加茂町の観音寺で開催。農家の解体を通して、木造建築

のしくみを学んだ。天保年間に建てられた萱葺で三十数坪の建物で、移

築再生ができるように建物調査を行い、慎重に手作業で解体作業を進めた。 
「庵の制作」 
ひとつの伝統建築を一から制作した。材料の調達や道具の使い方から、

部材の刻み、竹小舞編み、屋根葺き等の建築作業まで、職人の指導のも

と参加者が協力して作業を行い、6 年間を費やし完成した。庵には、古い

神社の築地塀に使われていた土を土壁に用いる等、古い材料を再利用し

た。また屋根葺き材の杉皮採取等、近場の山から材料を調達した。 

 伝統建築保存・活用 

 作業風景 2 

 
作業風景 1 
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マネージャー養成講座  
  

伝統建築保存・活用マネージャー養成講座は、伝統建築の保存・活

用とそれを活かしたまちづくりについて講義と演習で、総合的かつ実践的

に学ぶ講座である。財団法人 京都市景観・まちづくりセンターと社団法

人 京都府建築士会の共催を得て、平成 17 年に第 1 期講座を実施し、以

後 18 年、19 年と毎年開講している（第 2 期以後は「三井物産環境基金」

の助成を受けている）。 
 講座の内容は、伝統建築の文化・技法から再生設計・まちづくり・関 

連法規・耐震防災まで、幅広い分野を網羅した講義科目 38 時間と、文 
化財修理現場見学・登録文化財調査・保存活用相談に関する演習科目 
16 時間、そして受講者が見つけた文化財を調査して、活用提案する修了 
レポート 6 時間の合わせて 60 時間からなる。受講者は、建築の設計や 
施工に携わっている実務者が大半を占めるが、他に主婦や学生等多岐に 

わたり、伝統建築の保存・活用に対する関心の広がりがうかがえる。第 活用方法の検討 

見学 

現場実習 

2 期までの受講者は 71 名、講座を修了して、マネージャーに登録した 
人は 45 名を数える。 

 講座の修了者に対しては、専門性のより高いスキルアップ講座を開催 
し、また情報交換や合同調査等を目的としたOB会の設立準備を進めて 
いる。修了レポートで調査した伝統建築について、保存・活用に向けた  
具体的な相談対応を継続している事例もある。 

歴史ある伝統建築を長く大切に活用することは、その文化的な価値の継

承にとどまらず、個性豊かな住環境の創造と地域の活性化に役だち、ま

た資源と共存する持続可能な社会の実現につながる。「伝統建築保存・

活用マネージャー」登録者の活動を支援し、また活動を共にする体制を

充実させることが今後の課題である。 

 65



 
□ 活動事例１ 

 

平成 9 年度に大成建設の「大成建設自然・歴史環境基金（歴史環境）」の助成を受け、「伝統的

木造建築の保存と再生の手法に関する研究」を実施した。この研究は、文化財指定を受けていない

が貴重と思われる伝統建築の調査を行い、保存活用提案を試み、地域の活性化に寄与することを目

的とした。具体的な事例として、京都府精華町の庄屋住宅と滋賀県五個荘町の区作業場について、

それぞれの特徴と価値を生かした独自の再生提案を行った。

 
精華町の庄屋住宅 

江戸時代の建物で、すぐ近くまで学研都市の

開発が迫る新旧環境の境界に位置していた。こ

の建物を学研都市のセミナーハウスとして再

生提案した。外国人研究者にとっては、日本の

伝統的文化を実体験することができ、日本人研

究者にとっては、心身ともにくつろげる保養施

設になるように配慮した。全体に新規設備を最

小限に抑え、伝統的な建築形式と空間構成の

継承・復原を重視して、歴史的環境の快適性

を目指した。 
 

五個荘町の区作業場 

江戸末期に建てられた近江商人の住宅と伝

えられ、明治・大正期は学校建築として使用さ

れた建物を地域の集会所として再生提案し、日

常的に多様な用途で活用できるように工夫し

た。前身建物の地域的特徴と由緒来歴を一種

の記憶として確実に受け継ぎながら、全体に清

新な姿かたちにまとめた。 
 
 

 

 

庄屋住宅外観 

区作業場外観 
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□ 活動事例２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

曳屋（ひきや）の道具 

改修後 

荒井家住宅の主屋・蔵・納屋 

 
荒井家は、阪神大震災で全壊の指定をうけた

が、施主自らが改修にあたった。解体費の補助

を受ける際、全壊と判断された住宅には解体費

がたくさんもらえることもあり、倒壊した荒井家周

辺は古い家が何軒かあったがほとんどが解体さ

れた。 
荒井家では家曵業（傾いた家を人力で引っ張

って起こす職人）に、傾いた家を起こしてもらい、

倒壊した壁の土壁を寝かして土壁の土をつくり、

建具も修復し瓦も使える瓦はリユースするといっ

た壊れた物を何一つ捨てない修復方法をとった。 
古材文化の会では、土の塾を現地で開催し、

壁や土塀をつくるのに会員がボランティアで参

加、土壁や土塀をつくる手伝いをした。その後平

成 14 年に、荒井家住宅の主屋・蔵・納屋が、

国・指定登録有形文化財に認定された。 
 

震災時 

土壁づくり 
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参考資料（2） 全国動向 

１） 古材に関わる NPO 

 団体名 活動の目的と内容 連絡先 
1 NPO 法人古民家再

生なつかわ塾 
市民に対し古民家再生・古材再利用に関する普及活動等を行

い、伝統的技術の継承と保全を図るとともに、社会教育のあ

り方を考え、地域に貢献できる豊かな人材の育成及び良好な

環境作りの推進に寄与することを目的とする。 

岡山県岡山市当新田

86-1 

2 NPO 法人日本民家

トラスト協会 
あらゆる人々に対して、民家の移築、民家の部材の再利用を

通じて、住まいにかかわる調査研究結果や国内、海外の情報

を発信し市民の意識の啓蒙、産業・経済・流通その他の社会

の諸問題に対する提言に関する事業を行い、もって、豊かな

住環境の形成に寄与することを目的とする。 

東京都練馬区光が丘

五丁目 6 番 1−1205
号 

3 NPO 法人日本民家

再生リサイクル協

会 

日本の民家の保存、再生、リサイクルに関する社会的啓発に

つとめ、情報交換、技術交流、調査研究等を行う。また、民

家の再生と古材のリサイクルに関する需要と供給を結ぶネ

ットワークづくりをすすめる。併せて、日本の森林文化や住

文化のあり方をさぐり、資源を有効利用する循環型社会の実

現をめざす。 

東京都千代田区平河

町 2-15-19 
TEL：03-5216-3541
FAX：03-5216-3542

4 NPO 法人エコ住宅

リサイクルバンク 
民家の移築、民家の部材の再利用を通じて、自然資源を保護

し、民家取壊し廃棄物の減量による環境保護に貢献するとと

もに、あらゆる人々に対して、住まいやまちづくりに関する

日本住文化の伝統を守り継承する意識を啓発し、国内、海外

の住まいやまちづくりに関する諸問題の情報収集、調査、提

言に関する事業をおこない、もって、豊かな共生環境の形成

に寄与することを目的とする。 

神奈川県横浜市中区

本牧間門 37-24 
TEL ：

050-5526-1463 
FAX：045-621-1329

5 NPO 法人村上観光

ルネッサンス 
市民及び観光客のために、「住んで良し、訪ねて良し、また

来てみたくなるまち。」を実現するために各種提言や実践活

動を行い、以って観光を通して地域の振興や発展に貢献する

ことを目的とする。 

新潟県村上市田端町

13-31 獅子座ビル

2F 
TEL/FAX： 
0254-52-7206 

6 山梨・八ヶ岳 森と

人をつなぐ家造り

の会 「木の香」 

住む人の個性が感じられる空間造り、最適な素材と断熱性能

を考慮し、木のぬくもりを大切にした住み手にやさしい家造

りを提案。 

山梨県北巨摩郡小淵

沢町 10227-47 
TEL/FAX： 
0551-36-2014 

7 NPO 法人たんばぐ

み 
・丹波地域情報誌「きのわ」の発行 
・丹波ブランド事業 
・食の復活サミットの開催、おつまみ選手権の開催 
・丹波塾の開講 
・丹波夢灯篭祭り、ゲラゲッツァＨ Ｉ Ｋ Ａ ＭＩ の事務局運営。 
・かっぱダービーin 丹波の開催 
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 団体名 活動の目的と内容 連絡先 
8 NPO 法人街屋集団 まちづくりに関心を持つ多くの者に対し、親睦・交流を深めるこ

とや、それに関する情報やネットワークづくりの場所の提供、ま

ちづくりの提案事業を行うことによって、まちづくりのあるべき姿

を追求し、身近な都市文化の継承・発展、都市環境の保全に

寄与することを目的とする。 

大阪府大阪市中央区

釣鐘町 
2-3-14-201  
TEL：06-6941-6363
FAX：06-6945-6765 

9 NPO 北の民家の会 古民家や古材の良さを理解し、その再生や利用を願う人々が共

に手を携えて、日本人が大切にしてきた木造住宅を巡る生活文

化について道民の理解を深めるとともに、民家再生を巡る地域

のネットワークを構築するため、古材利用の普及啓発活動を行

うほか、民家再生の促進や伝統的建築工法の伝承、そのため

の人材育成や調査研究、情報の提供、支援に関する事業を行

い、豊かな北海道文化と日本文化の再構築に寄与することを目

的とする。 

北海道札幌市白石区

本通 18 丁目南 4 番

18 号 

10 NPO 法人小樽トラス

ト協議会 
小樽のもつ貴重な歴史と文化の有形無形の財産を未来へ継承

していくため、市民の心と力を結集し、保存活用に向けた様々

な活動を進め、豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

北海道小樽市花園 4
丁目 1 番 1 号 おた

る無尽ビル  
11 NPO 法人古材文化

の会 
・伝統建築及び古材の保存と活用を促進 
・伝統的木造建築文化と建築技能の敬称と発展 
・資源と共存する持続可能な社会の実現 

京都府京都市東山区

本町 17 町目 354 

12 特 定非営 利活 動法

人街・建築・文化再

生集団（RAC） 

・まちなみ・集落・歴史的建物等の保存及び活用計画の作成 
と提案 

・登録文化財への登録申し込みの手伝い 
・まち歩きや見学会、研究会、シンポジウムの開催 

群馬県前橋市岩神町

二丁目 7 番 5 号 
TEL：027-210-2066
FAX：027-235-0643

13 NPO 法人かがわサ

ンサン倶楽部 
長い年月と風雪を経て、多くの人々の手で築きあげられた町や

集落と、次世代に継続できる地域に根ざした暮らしや、民家、

町並みの現実的意義を再確認し、生活文化の深度から再生回

復を図り、我が国の民家再生及び、活性化に貢献することを目

的とする。 

香川県丸亀市綾歌町

岡田下 353 番地 1 

TEL：0877-86-3162
FAX：0877-86-3512

14 NPO 法人循環型た

てもの研究塾 
「ゴミ処理問題」「シックハウス症候群」「人工林の荒廃」「省

エネ対策」等の社会問題を抱える市民やその生活環境に対し、

「循環型社会」に適応した「建物づくり」や「まちづくり」に関

するワークショップ等の啓蒙活動並びにそれらに関する事業を

行うことによって、住環境の改善及び自然環境との共生を実現

し、社会全体の利益に貢献することを目的とする。 

佐賀県武雄市若木町

大字川古 7868 番地

の 1 

15 NPO 法人日本古民

家再生推進機構 
市民に対し古民家再生・古材再利用に関する普及活動等を行

い、伝統的技術の継承と保全を図るとともに、社会教育のあり

方を考え、地域に貢献できる豊かな人材の育成及び良好な環境

作りの推進に寄与することを目的とする。 
 

岡山県岡山市当新田

86-1 
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 団体名 活動の目的と内容 連絡先 
16 協 同組合 群馬 建築

修復活用センター  
・歴史的建造物の修復設計・監理・調査・報告書作成業務 
・歴史的町並みの保存の為の調査・報告書作成業務 
・歴史的景観の保全の為の提案・構造補強の提案 
・歴史的建造物の活用に対するご提案 
・うるおい空間の創造と提案 
・伝統的手法による建造物の設計・監理 
・各種デザインの提案 
・その他関連業務 

群馬県前橋市下細井

町 344-3 
TEL：027-289-7150
FAX：027-289-7085

17 NPO 法人ひょうご新

民家 21 
（財）住宅産業研修財団の運営する優良工務店の会・Ｑ Ｂ Ｃ

兵庫部会が平成 12 年 7 月から勉強会をスタートした。この活動

を発展させるとともに、消費者の街づくり、住まいづくりのサポ

ートを求められて発足。 

兵庫県西宮市平松町

8 番 27 号 
TEL：0798-22-3094
FAX：0798-22-3011
大阪府大阪市中央区

南 久 宝 寺 町 3-6-6
御堂筋センタービル

6 階 
TEL：06-6252-6170
FAX：06-6252-5201

18 NPO 法人日本古民

家研究会 
戦前に作られた建築物を中心とした優良な建物の再利用や資

源化活動を行おうとする人に対して、その利用方法、的確な情

報収集、提供等の古民家を再利用していこうとする調査研究に

関する事業を行い、建築環境の改善に寄与することを目的とする。 

島根県大田市祖式町

祖式 563 番地 2 

19 NPO 法人旧小熊邸

倶楽部 
歴史的な建造物等の保全、活用、維持への支援、またはこれら

に関する自主事業等を通し、主として札幌市の歴史をいかした

まちづくりに寄与することを目的とする。 

北海道札幌市西区二

十四軒 4 条 2 丁目 8
番 21 号 コーポ小

野 2Ｆ 1 号 
20 循 環型木 材利 用研

究会 
環境負荷の少ない「再生工法」「古材の再利用」「地域材の利

活用」を通じて「価値ある住まいづくり」をめざす。 
  

21 NPO 法人さんが俥

座 
奈良県民に対し、町家の活用等地域の活性化に関する事業を行

うことによって、歴史的環境や自然環境を生かした活力あふれる

地域づくりに寄与することを目的とする。 

奈良県奈良市薬師堂

町 31 番地奈良町家

文化館くるま座 2F 
TEL/FAX： 
0742-23-3903 

22 NPO 法人木の建築

フォラム 
地域に根ざした木の建築の技術を構築し、生活文化の向上に寄

与することを目的とする。 
東京都中央区晴海 1
丁目 8 番 12 号 オフ

ィスタワーＺ （株） 
日本建築センター内

TEL：03-5144-0056
FAX：03-5144-0057
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 団体名 活動の目的と内容 連絡先 
23 NPO 法人文化資源

活用協会 
歴史や有形無形の文化財、住民が持つ技術や経験等が、自然

環境、住環境等、地域を形成する貴重な文化資源であると考え、

それら地域の文化資源に対して、活用、保護、支援、創造、公

開、調査、研究、出版に関する事業を行い、地域の生活、文

化、自然環境、住環境の向上に寄与することにより、国際社会

を構成する地域の一員として社会に貢献することを目的とする。 

山梨県北巨摩郡須玉

町下津金 2963 番地

須玉町歴史資料館内

TEL：0551-20-7100
FAX：0551-20-7105

24 NPO 法人タウンキ

ーピングの会 
常滑市やきもの散歩道に住居を有する住民、工場・店舗経営を

営む事業者またはその町並みに魅力を有する人々に対して、歴

史・ものづくり等生活の視点からみたまちづくりに関する提案事

業を行い、まちづくりに寄与することを目的とする。 

愛知県常滑市栄町 3
丁目 111 番地  

25 NPO 法人深谷にぎ

わい工房 
市民・企業・行政の協働によるまちづくりの中核を担うことを目

標とし、まちづくりに関する様々な課題に取り組むことを旨とす

る。地域社会における住まい、自然、環境、交通、福祉、教

育、文化等生活の質の向上と活性化に貢献するため、まちづく

りに関する課題の調査・研究や情報受発信、セミナーやイベン

ト等の開催から都市計画等への提言等の活動をする。また市民

のまちづくりへの期待や要望の具現化に向けこれをサポートす

る。本法人は、まちづくり活動に関わる社会教育の推進、福祉

の増進を図る活動、文化の振興や環境の保全を図る活動も進め

ていく。以上をもって社会全体の利益の増進に寄与することを目

的とする。 

埼 玉 県 深 谷 市 寿 町

96 番地  
TEL：048-571-3200
FAX：048-571-3200

26 NPO 法人スミス会議 滋賀県彦根市及びその周辺に存在する文化財的価値の高い建

築物及び構造物を保存・再築・維持するとともに、当該建築物

等の周辺地域のまちづくりに関する事業を行い、もって滋賀県彦

根市及びその周辺の地域性を活かした個性あるまちづくりに寄

与することを目的とする。 

滋 賀 県 彦 根 市 本 町

2-3-3 
TEL：0749-24-8781
FAX：0749-27-2621 

27 NPO 法人ヴォーリ

ズ 建 築 保 存 再 生 運

動 一粒の会 

近江八幡市名誉市民第 1 号ウイリアム・メレル・ヴォーリズが、

市民はもとより広く社会に建築を通して訴えてきたことを後世に

伝承するため、今は朽ちかけつつあるヴォーリズ建築の保存再

生に関する事業を行い、21 世紀の人にやさしい建築のあり方や

歴史を生かしたコミュニティの育成等まちづくりに寄与すること

を目的とする。 

滋賀県近江八幡市仲

屋町中 8 番地 
TEL/FAX： 
0748-33-6521 

28 NPO 法人平城宮跡

サポートネットワーク 
・平城宮跡等の歴史的・文化的価値の維持に貢献する。 
・環境保全、広報・企画、文化・教育事業を通じてあらゆる面 
から平城宮跡を支援する。 
・平城宮跡を訪れる人々にその目的に応じた最適な空間を提供 

するための活動を行う。 

奈良県奈良市二条町

二丁目 9 番 1 号 奈

良文化財研究所内 

29 NPO 法人「エコ・リ

ンク・アソシエーショ

市民に対して資源循環型社会の構築、自然環境の維持、保全

と生態系の回復、環境問題への対策に関する事業を行い、自然

鹿児島県川辺郡川辺

町平山 6934 番地 6 
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 団体名 活動の目的と内容 連絡先 
ン」 との共生を図るエコロジカルな視点で、環境を軸とした世界観、

価値観の創造をする活動を通して、地球環境の維持、保全、生

態系の回復に寄与することを目的とする。 

TEL：0993-58-3577

30 NPO 法人千葉リユ

ース協会 
住民及び事業所等に対して、環境保全に関する事業を行い、資

源有効利用促進に寄与することを目的とする。 
千葉県千葉市稲毛区

長沼町 106 番地  
31 NPO 法人 リサ イク

ル・リユース協会 
消費者に対して、リサイクル、リユースに関する事業を行い、循

環型社会形成への寄与を目的とする。 
愛知県名古屋市中区

丸の内一丁目2番28
号  

32 NPO 法人リユース

兵庫 
兵庫県民に対して、中古製品（不要品）を有効利用するための

知識や手法を提案・紹介する事業を行い、中古製品の有効利

用と共に県民の排出するゴミの軽減に寄与することを目的とす

る。 

兵庫県神戸市垂水区

多聞台 4 丁目 12 番

10-42 号 

33 NPO 法人埼玉住ま

いの情報ネットワー

ク 

埼玉県各地で住まいと暮らしに関するセミナーや街探検を実施。

生活者応援のイキイキフェアも開催。 
埼 玉 県 坂 戸 市 仲 町

12-52 
TEL：049-284-0905
FAX：049-284-0905

34 NPO 法人下宿屋バ

ンク 
高齢者及び心身障害者に対して、よりよい住環境を提供すると

ともに、安心して生活できる地域づくりに関する事業を行い、福

祉の増進とまちづくりに寄与することを目的とする。 

神奈川県横浜市瀬谷

区宮沢町 1077 番地

の 28  
TEL：045-290-9266
FAX：045-290-9515

35 NPO 法人日本自然

素 材研究 開発 協議

会 

衣・食・住に関連する健康に役立つ自然素材（水・土・木等）

を使った製品の調査・研究・研修・認証等を行い、広く情報を

発信し、これらの製品を一般市民が安心して利用することがで

きるようにすることにより、一般市民が安全で健康に暮らせる社

会の実現に寄与することを目的とする。 

東京都港区虎ノ門一

丁目 24 番 11 号  
TEL：03-5157-3967
FAX：03-5157-3943

36 エコロジー住宅市民

学校 
エコロジー住宅を誰もが当たり前に実現するための支援を目的

とする。 
東 京 都 世 田 谷 区 桜

2-21-23 経 堂 の 杜

106 
TEL：03-5450-2611
FAX：03-5450-2612

37 NPO 法人輸入建材

協議会 
広く一般市民を対象として、建築物の性能及びデザインに関し

て調査研究し、その成果を情報提供することにより、豊かな住

環境の創造に寄与することを目的とする。 

東京都品川区西五反

田八丁目 2 番 12 号

38 NPO 法人木の家づ

くり座談会 
家づくりに関する研究・情報提供・提案等を通して、森林の保

守及び育成・産業廃棄物による環境破壊・建築材料による健康

被害・職人文化の継承等に関する意識を拡め、自然や環境を

守ること及び安全で暮らしやすい住まい及び地域をつくることを

目的とする。 

埼玉県東松山市日吉

町 13 番地 5  
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 団体名 活動の目的と内容 連絡先 
39 NPO 法人ひろしま

ね 
広島・島根両県の様々な住民活動を支援し、地域の人々が幸

せで充実した暮らしができる社会環境づくりに寄与することを目

的とする。  
40 NPO 法人緑の家学

校 
広く一般市民を対象に、生活の基盤である住まいと身近な緑を

より良くしていくための環境教育事業や調査研究事業を行うこと

により、環境と調和したすみよい社会の形成に寄与することを目

的とする。 

東京都港区芝浦二丁

目 14 番 19 号 603 号

室  
TEL：03-3433-7732
FAX：03-3433-7732

41 NPO 法人リデュー

ス・リサイクルネット 
一般市民、団体、法人、学生に対して、環境教育、資源回収、

資源リサイクルに関する事業を行い、環境の保全、資源の有効

利用に寄与することを目的とする。 

静岡県静岡市安東一

丁目 21 番 27 号  

42 NPO 法人エコプラ

ザさばえ 
市民ならびに市民団体・企業・行政・教育機関に対して、環境

情報の収集・編集・発信、環境教育に関する事業を行い、循

環型社会の構築に寄与することを目的とする。 

福井県鯖江市中野町

73-11  鯖江市環境

教育支援センター 
特定非営利活動法人

エコプラザさばえ 
TEL/FAX： 
0778-54-8434 

43 NPO 法人オフィスリ

サイクルネットワーク 
名古屋市内もしくはその周辺地域の事業所において業務を営

む団体もしくは個人に対して資源ごみの再利用に関する事業を

行い、ごみの減量を通じて地域循環型社会の実現に寄与し、社

会全体の利益に貢献することを目的とする。 

愛知県名古屋市中区

富士見町 9-16 有信

ビル 2F 
TEL：052-339-5722
FAX：052-339-5651 

44 NPO 法人中部リサ

イクル運動市民の会 
地域に暮らす一人ひとりが主体的に関わり、循環型社会を実現

させていく「地域循環型市民社会」を目指して、「地域リサイク

ルシステムづくり」「参加型の環境まちづくり」「企業とのパート

ナーシップ」「人づくり・環境教育」「エコ商品の開発・普及」

「他団体とのネットワーク」「NPO の支援・インキュベート」の

7 つの柱を基本に、幅広い活動を行う。 

愛知県名古屋市中区

富士見町 9 番 16 号

有信ビル 2 階 
TEL：052-339-5541
FAX：052-339-5651 

45 NPO法人サステイナ

ブル・コミュニティ研

究所 

市民に対し、地域づくりへの市民参加支援等の事業を行うことに

より、地域社会の向上に寄与することを目的とする。 
東 京 都 港 区 南 青 山

1-20-15  Rock1st 
301 号室 
TEL：03-5786-3541
FAX：03-5775-7671

46 NPO 法人建築技術

支援協会 
高度な技術と豊富な経験を有する会員相互の協力により、建築

技術に関する幅広い分野で、調査研究及び教育普及活動を行う

とともに、不特定多数の市民・団体等を対象に助言又は支援・

協力を行い、建築界の技術水準の高揚、建築物の品質向上、

次世代人材の育成を推進し、もって社会教育、健全なまちづく
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 団体名 活動の目的と内容 連絡先 
り、環境の保全、地域安全、国際協力等の公益の増進に寄与

することを目的とする。 
47 NPO 法人えがおつ

なげて 
地域共生型の市民ネットワーク社会を作るために、それに必要

ないろいろな社会的要素、例えば農林水産業、教育、医療福

祉、地域産業、環境、文化といったもののあり方を、まちづくり

や、人づくりの観点から研究提案し、かつそれらが、社会の機

能として実際に働くように社会のしくみを作って運営する事業を

行い、もって地域社会および日本社会に暮らす人々全体の利益

の増進に寄与することを目的とする。 

 

48 NPO 法人新木造住

宅技術研究協議会 
良質な住宅の普及を望む市民と住宅供給に携わる研究者や技

術者が協働して、各種木造工法住宅の技術研究に取り組み、誰

でもが良質で安価な住宅が求められる社会環境を構築する事

業を行い、それらの活動が社会的に、豊かな住文化の育成、

地球環境の保全、住宅技術の振興及び地域経済の活性化に寄

与することを目的とする。 

宮城県仙台市若林区

かすみ町 24 番 10 号

板硝子会館 2F 

49 NPO 法人古民家デ

イホームたまほ村 
通所介護等の事業を開始し、地域福祉の増進に寄与していく。

また、企業や地方公共団体とのパートナーシップを確立すること

を目指す。地域住民に対して、通所介護事業等に関する事業を

行い、地域と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

御殿場市茱萸沢 911
番地  
TEL：0550-88-2537
FAX：0550-88-2537

50 NPO 法人日本リユ

ース協会 
一般の人々に対して以下の事業を行う。（1）政府の方針による

廃棄物減量資源化に基づき、企業の余剰在庫の有効利用、再

利用の促進により自然環境保護活動を支援する。（2）各福祉団

体に金銭、商品の寄付を行うことによって、公共の福祉及び国

内外の児童の救済に貢献する。 

東京都大田区鵜の木

1 丁目 7 番 7 号 2Ｆ

TEL：03-5217-3508

51 NPO 法人 EPO 
（Ecology Project 
Organization） 

地球環境全体に対して、地球温暖化を阻止すべく温室効果ガス

削減のために植樹や砂漠緑化等の事業を行い、全世界の全人

類に寄与することを目的とする。 

福井県福井市照手 1
丁目 9 番 3 号 剣光

堂ビル 4F  
TEL：0776-23-3527

52 NPO 法人京町家再

生研究会 
本来、町家が持っている暮らしや建築技術の伝統を理解し、そ

れを引き継いで活かしながら、かつ、新しい感性にも対応して

いくという考え方を京都のまちづくりのアイデンティティーとして

広く共有し、京町家の保存再生に積極的に取り組む。改修工事

の実践組織「京町家作事組」、京町家を愛する人の親睦団体「京

町家友の会」、京町家の持主と購入・賃貸希望者を流通情報で

結ぶ「京町家情報センター」と連携をとっている。 

京都府京都市中京区

新町通錦小路上ル百

足屋町 384 
TEL：075-221-3340
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２） 参考事例 

調査先① NPO 法人村上観光ルネッサンス 

聞き取り日 平成 18 年 10 月 24/25 日 分類 NPO 

所在地 新潟県村上市 

 
● 概要 

・観光を通して地域の振興や発展に貢献することを目的に平成 17 年に設立。「町屋の公開」「黒

塀プロジェクト」等の取り組みで市民の意識に変化があったが、更なる活性化のために、町を市

民自らの力で良くしていこうという志のもと、開始された。

構成団

 
・ 体：村上市観光協会、瀬波温泉旅館協同組合、

・資金：国からの半額補助、市・県の補助、構成団体

 

むらかみ町屋再生プロジェクト、越後・村上・城下町

まちなみの会 

からの出資で構成される。 

むらかみ町屋再生プロジェクト 
シやトタン・アーケード等に

・町屋の外観再生のための市民基金が設立され、現在 6 軒が基金の補助で再生。 

0％ 補助、上限 80 万円 

トの発足により結成した、再生を実践する大工有志の会（現在 6

・ の特典である、温泉ホテルの宿泊割引や市内加盟店の

 

黒塀 
・村上の町屋は、外観はサッ

覆われているが、内部はかつての形態を保持している所が多く、外観を整備することで魅力的

な昔ながらの町屋の形に再生し、城下町の景観をつくることが可能。 

・予算：1 億円（10 年間） 
・外観再生補助金：費用の 6
・年間再生軒数：10～15 軒 
・村上大工匠の会…プロジェク

社）。プロジェクトとの連携により、伝統の技を活かせる機会を作り、大工の意識向上や伝統技

術の継承、職人の育成を目的としている。40 歳代が 2 名で残りは 50～60 歳代と年齢層が高く、

若者の参加者が少ないことが課題。 
瀬波温泉・観光協会…基金の出資者へ

割引券に協力。 

古材バンク事業 
加工務店（規模十数人）の倉庫で運営管理を行なう。スペースに余裕がないため、

・解体：解体業者から大工へ情報提供があれば、解体前にほしい材を見に行く。 

 

・ヤード：参

入手しにくい松の曲り梁や太い材をストックしている。 

・収集場所：村上市内、隣町、山形。 
・引き取り方法：引取りに行くことも、持ち込んでもらうこともある。
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・販売：無償で引き取るため販売は行わず、村上の町屋再生プロジェクトや各参加団体、参加工

・保管の方法：屋根のあるところで保管。桟を噛まして風通しをよくしている。 

はほぼ

 

務店用で使用する。 

・年間使用量：町屋再生プロジェクトで 3～4 件/年分。 
・修復方法：内部は原型を留める建物が多いが、改修で

内部も行っている。 

文化財登録申請事業 
や学生、OB 等の協力によって町屋調査を行う。

・ てもらうこと

 

・新潟大学の教授

学生は卒業後もボランティアとして活動している。 
文化財として町屋を登録し、市民や外部の人達に見

で、自分の住む家の価値を知ってもってもらう。 

おもてなし事業 
観光ルネサンス事業以前から行なっていた、村上のお

ムリエ資格をもらえる。

・ 演会

・ ボランティア制度。登録

 
 リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 

街の活性化につながっている。 

 

 
● 課題・今後について 

ョンが明確でないため、市民のビジョンにも統一感がなく、まちづくりが思う

・

観光案内所「城下町情報館」
・茶ムリエ…

茶文化を伝えるための講座。受講することによって、村上市から茶

観光市民大学…観光協会と温泉組合主体で、地域内で先進的な取り組みをしている人の講

 

やパネルディスカッション、シンポジウム等を実施。城下町という個性的な町で、普段着で市民

がおもてなしする気持ちをもつこと、気楽に迎えることを目的とする。 
観光ボランティア…講習を受けた人が登録し、街を案内してくれる観光

者数は約 50 人で、年齢層は高い。今後、誰でも参加可能な受講料無料の「観光案内人（仮）」

の育成を予定している。 

●

・構成団体が各得意分野で連携をとることにより、

・お茶といった特産品を通して、村上の文化を市民に知ってもらう取り組みである。

・観光案内を市民が行なうことで、地域の文化を見つめ直すきっかけとなる。 

・市のまちづくりビジ

ように進展しない。道路拡幅事業により、住民が郊外に転居し街中の空洞化が進んでいる。 

高齢化が進み跡継ぎのいない家は、廃墟となり市が解体する場合もある。 

・大工仕事や事例の見学・講演会を行うが、なかなか若手が集まらない。 
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調査先② 財団法人京都市景観・まちづくりセンター 

聞き取り日 平成 18 年 8 月 9日 分類 財団法人 

所在地 京都市下京区 

 
● 概要 

・市民・企業・行政のパートナーシップによるまちづくりの推進を目的として、京都市により 1997
年に設立。 

・「地域まちづくり活動の促進」「地域と共生する土地利用の促進」を柱として、市民ボランティア、

市民団体、地域住民やまちづくり専門家との連携により様々な取り組みを行う。 
・景観まちづくりに関して、啓発・情報提供、相談、学習・研修、活動支援、交流促進、研究・

開発等の事業を行う。 
・伝統的建築保存・活用マネージャー養成講座の共催団体。 

 
景観・まちづくり大学 

・京都のまちづくりに関心のある人々が集い、語らい、交流する場として、京都市景観・まちづく

りセンターが行っているセミナーの総称である。京都でのまちづくりの歴史や地域のまちづくり方

法、現在京都で取り組まれているまちづくりに関する情報等、まちづくりについて幅広く学び、活

動することができる。 
・子供から大人まで様々な立場の人がセミナーに参加し、地域に根ざした活動を促している。 
・景観・まちづくり大学の講座のひとつとして、京町屋の居住者・所有者を対象に「京町家再生

セミナー」を年 12 回開催しており、京町家の普段の手入れや改修事例について学ぶことができ

る。 

 
京のまちかど 

・京都市景観・まちづくりセンターがある建物（ひと・まち交流館 京都）の 1 階にある施設。

京都のまちづくりや暮らしの移り変わり、京の風物・文化等について、地図や模型、ビデオ、パ

ネル等を使ってわかりやすく紹介している。 

 
京町家なんでも相談 

・京町家の維持・継承に伴う様々な悩みや不安を解消するために、所有者から相談を受け付けて

いる。一般相談、専門相談、出前相談の 3 つの相談形態がある。 
・一般相談は窓口と電話での対応があるが、電話での対応が多い。 
・専門相談は月 2 回行われ、不動産事業者、大工、工務店、建築士の方に相談に応じてもらう

ことができる。 
・実際に現地を見にいかなくては判断が難しい場合等は出前相談を行っている。 
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・京都市景観・まちづくりセンターには税金や法律の専門家がいないため、法律関係の相談があ

った場合、「すまいよろず相談」や「京都市市民生活センター」等の法律関係の相談業務を行

っている他団体を紹介している。 

 
京町家の保全・再生のあり方検討会 

・平成 10 年の京町家実態調査の結果を踏まえ、京町家の保全・再生を通じ活力あるまちづくりを

目指す「アクションプラン 21」と過去 2 回京都市が行ってきた追跡調査を踏まえて、「京町家の

構造・防災、伝統工法の技術継承」ワーキング、「京町家の利活用の促進」ワーキングを行い、

関係者の情報交換、プランの見直し等をおこなっている。 

 
京町家まちづくりファンド 

・京都市景観・まちづくりセンターが設立した、京町家の保全・再生・活用を推進するための基

金。地域のまちづくりに効果を及ぼし、良好な景観を形成する京町家の改修に助成金を交付す

ることを当面の事業としている。平成 18 年度から改修助成モデル事業を開始し、主に外観の改

善等の工事について 1/2（上限 500 万円）の助成金交付を行う。 
・平成 17 年に設立し、寄付金は１ 口 5,000 円から受け付けており、平成 22 年度までに総額 5

億円を目指す。 

 
● リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 

・地域のまちづくりを促進し、京町家の保全、再生、活用の提案や、悩みに関する相談を受け付

けている。 
・相談業務等では、不動産事業者、大工、工務店、建築士等の専門家と連携している。また、

各セミナーでの地域住民との交流や、他団体とも連携している。 
・相談業務や各セミナーやセンターの利用促進等に対する情報発信を行っている。 
・地方公共団体とリデュース・リユースセンターの間の橋渡し的な役割を果たす可能性がある。 

 
● 課題・今後について 

・地域に根ざした活動を行っているが、まだまだ同団体の果たす役割等の情報が住民へ十分行き

渡っているとはいえない。 
・関心は持っているものの、積極的に活動するまでに至らない住民にどうやって活動に参加しても

らうか。 
・相談業務を受ける相談は、壊すと決まった人からの相談はほとんどなく、町家活用の相談や町

家を壊そうか迷っている人からの相談が多い。 
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調査先③ ひょうごヘリテージ機構（H2 O） 

聞き取り日 2007 年 分類 市民団体 

所在地 神戸市中央区 

 
● 概要 

・阪神・淡路大震災での経験から、行政に属していない民間の専門的な知識を有した人材育成の

重要性が認識された。そこで、2000 年から兵庫県教育委員会と社団法人・兵庫県建築士会共

催による、歴史的建造物の修理技術や活用手法に関する講習を行う「兵庫県ヘリテージマネー

ジャー養成講習会（以下、養成講習会）」を全国に先駆けて実施した。そして、講習会を受講

した者は地域の歴史的建造物の保全等を担う「ヘリテージマネージャー」として登録する制度

が発足した。 
・養成講習会で学ぶ項目は、文化財の修復の概念から法規・技法、環境計画と多岐にわたり、

演習では実際に登録文化財の調査や手続き、活用やまちづくりの事例の研究を行う。養成講習

会は、2006 年現在で第五期まで終了しており、受講者数は 162 名、うち全講義を受講してヘリ

テージマネージャーとして登録された人数は 130 名（2006 年 3 月 29 日現在）にのぼる。 
・ひょうごヘリテージ機構（H2 O）は、養成講習会の受講生を中心に構築したネットワーク組織で

ある。歴史的建造物の登録文化財への調査や修復に関する助言などを行っている。特に登録文

化財の推進には多大な貢献をしており、兵庫県内の登録文化財の中でもヘリテージマネージャ

ーがほぼ半分を手がけている。 

 
運営形態 

・現在 181 名が所属し、ボランティアとして参加し

ている。 
・組織は 7 地区にわかれており（神戸地区、阪神

地区、東・北播磨地区、中・西播磨地区、但馬

地区、丹波地区、淡路地区）、それぞれの地区

で独自に勉強会や調査会を催し、全体として年に

一回の大会を開き、それぞれの地区の調査・活

動報告を共有している。 
2006 年ヘリテージ大会の様子 

 
● リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 

開放型ネットワーク 
・経費節減のために、IT 活用による連絡を基本とした、誰でも参加可能なネットワーク組織であ

る。 
・あくまでボランティア活動であり、NPO 法人化は現時点で考えていない。 
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調査活動の原則 

・幅広く正確な調査を行うため、基本的に複数人で調査を行う。 
・調査結果は必ず記録する。 

 
実際の活動内容 

・地区ごとの活動が主であり、自主的活動として、地

域の資産台帳・マップの作成、登録文化財への推進、

各種見学会、研修会を行う。 
・他団体との連携も始まりつつあり、但馬地区では県

民局主催の夢テーブル委員会で一般の人々と「但馬

の近代化遺産マップ」の作成に携り、丹波地区では

地元の NPO 法人と連携して古民家再生プロジェクト

を実施している。 
・兵庫県教育委員会が実施する近代化遺産綜合調査に

協力し、2004 年に来襲した台風 23 号の被害調査時には、迅速な調査を行った。 

地域資産台帳 

 
● 課題・今後について 

苦労している点、問題点 
・広範囲になってきた活動を支える事務局機能が弱い。 
・活動範囲は調査が主流となっており、活用まで行われていない。 

 
今後の展望 

・技術向上（スキルアップを図るためのアドバンスコースの設置） 
・地区内に留まらない地区間交流や他機関とも連携 
・建築以外の人々（アート・プロデューサーや一般人）のヘリテージマネージャーの養成、ネッ

トワークの拡大 
・調査だけでなく活用までを考えた活動 
・文化財行政のみならず景観行政と連携した活動 
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調査先④ ひでしな商店 

聞き取り日 平成 18 年 12 月 22 日（木） 分類 古材販売業 

所在地 東京都江東区 

 
● 概要 

・30～40 年間材木商を営んでおり、廃棄される材に疑問を持ち保管していた材で、10 年程前か

ら古材販売を始めている。 
・古材だけでなく、瓦、古民具、古建具等も販売する。主な事業の割合は、古材販売（5 割）、

古建具販売（2 割）、新材販売（1.5 割）、古材による家具製作（0.5 割）、ベンガラ・柿渋販売

（0.5 割）、古民具等フリーマーケット出店（0.5 割） 

 
● リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 
①古材販売 

材質・基準 
・主に梁を扱う。 
・付加価値が必要であるため、築 100 年前後の民家

の材を中心に扱っている。 

 
保管方法 古材ストックヤード 

・古材を挽くのは特殊製材を製材屋に頼んでおり、2.5
万円/時間。 

・屋根のない場所では、乾燥するようになるべく立てて保管している。 
・古材のストック規模（保管方法） 

ストックヤードＡ  50 坪（屋根あり、建具中心）、ストックヤードＢ  80 坪（屋根あり、一部シ

ート被せる）、ストックヤードＣ  600 坪（100 坪 トタン屋根あり）、ストックヤードＤ  600 坪

（シートを被せる） 

 
販売方法・対象 

・水洗いはせず、ブラシやサンダーがけで仕上げる。 
・個人、設計士、工務店等が中心。雑誌やテレビ、ホームページを見た人が連絡してくる。実際

に風合いを確認してから購入するよう勧めている。 
・個人の自宅や居酒屋で使われることが多い。建具やカウンターの需要が多く、カウンターは一

枚板か大きな梁をひいたものを接いで使う。 
・油やベンガラ等についての問い合わせもある。 
・購入者の要望は多様化している。 
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販売価格（釘抜き、ブラシがけした場合） 

・梁（松、20 ㎝×4ｍ、100 年前後）：32～64 千円/本 
・桁（欅・栗）：40～60 万/㎥ 
・柱：20 万円/㎥～ 
・大黒柱：50～100 万円/㎥（30 ㎝×30 ㎝×4ｍ：25～30 万円/本） 

 
引取価格 

・無料でよいと言われても、御神酒代、お清め代程度は置いてくる。 
・大金を要求されることもある。 

 
②流通・解体 

・販売エリア：主に関東近辺。 ポンプ等 

・引取りエリア：主に関東、甲信越。行く先を知りたがる人もいる。 
・提供される材は、殆ど自社トラックで取りにいく。購入された材は、自社で運ぶか、運送屋に頼

む。運賃は購入者が負担し、梱包は自社で行なう。 

 
③情報 

・解体業者（1 割）や所有者（9 割）から連絡がくる。 
・ホームページには、古材だけでなく油や柿渋、ベンガラの使い方も載せている。 
・蚤の市やフリーマーケット、イベント出展は宣伝要素が強い。 

 
● 課題・今後について 

・古材をとるためには手作業が発生し、工期が延長するため、解体業者が嫌がる。 
・古材を扱える大工・職人が減っている。 
・近代建築との組合せを提案し、1 軒 1 本を目標に古材を廃棄するのではなく、幅広く活用される

様に努力していく。 
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調査先⑤ 株式会社クワバラ・パンぷキン 

聞き取り日 平成 18 年 12 月 20 日（水） 分類 解体業等 

所在地 埼玉県さいたま市 

 
● 概要 

・解体工事、運搬、中間処理、最終処分まで全部門を行う。 
・資本金：130 百万円        ・設立：1969 年 
・従業員数：90 名          ・売上高：140,000 万円（平成 18 年度） 
・解体工事件数：350～400 件/年    ・木くず処分費：13 円/㎏ 
・チップ工場処理可能量：第一工場 9 千トン/年、第二工場 4～5 千トン/年 
・依頼主：住宅メーカー、ゼネコン、公共機関、役所、解体依頼主個人 
・以前は古材の販売をしていたが、売れなくなりやめた。 
・アスベスト除去工事も施工している。 

 
● リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 

解体 
（1）事前調査（地盤、地形、設備調査等）→ 
（2）仮設工事（足場、シート掛け）→（3）内部解体（設備機器・石膏ボード・断熱材撤去）→ 

       
（4）外部解体（屋根材の撤去）→（5）木造解体→    （6）分別収集→ 

       
（7）基礎解体（コンクリートを再資源化施設に搬入）→（8）整地 

              

写真： 
株式会社  クワバラ・ 
パンぷキンホームページ 
（http://www.k-pumpkin.co.jp/）
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・在来木造は、ほとんどが手壊し併用機械分別解体だが、道の狭い場合や地盤の悪いところ、ク

レームが出そうなところは手壊しで行う。 
・機械解体で行っても、手壊しで全て行なった場合と現場により時間コストが変わらない場合もあ

る。 
・解体日数は約 7～10 日。ツーバイフォーでは 10 日以上かかる。 
・解体費は、ツーバイフォーで約 8 千円/㎡、在来工法で約 6 千円/㎡。解体だけで約 2～2 万 2

千円/坪、処分費を含めると全体で約 4 万～4 万 5 千円/坪。伝統工法も在来工法と同じくらいの

解体費がかかる。 
・木造住宅ならコンクリートと木くずだけで 70％ はリサイクル可能。 
・1 軒の木造建築から出る廃棄物量は約 43 トン（100m2）。 
・古材として売れるのは、80～100 年程度の材や文化的付加価値のあるものだけ。 

 
チップの用途と販売価格 

・燃料用チップ 7 割、製紙用チップ 2 割、他は建材用チップ。 
・燃料チップは 15～50 銭/㎏、製紙用チップは 1～2 円/㎏。燃料チップは運賃によっては足が出

る。 

 
● 課題・今後について 

苦労している点、問題点 
・古材使用時の問題点：機械解体では、柱が折れたり仕口が壊れる。部材を生かしてとるには手

壊しになり、工期が長くなる。 
・所有者が不要だと感じても、ほしい人がいて金銭を払えば商品になる。その金額が 1 円でもよ

いかは、社会通念上の判断となる。 
・自然素材の特徴であるひずみ・傷・音に対し人々がクレームを言うようになった。クレームを無

くすために新建材を使用してきたが、新建材はリユース、リサイクル困難なものが多い。 
・完成された家を買うのではなく、家づくりの段階から参加しないと、住まい手の意識・価値観は

変わらないだろう。 

 
リデュース・リユースセンターについて 

・中間処理業者は、入ってくる木材が減るため、センターによるメリットはない。 
・解体処理業者は、木材をセンターに搬入し処理費が安くなっても、仕分け手間が増えるため、

メリットがあるとは言いがたい。 
・住宅金融公庫ではお年寄りがいると貸し増しする制度がある。家を建てるときに前の家の材を使

用すれば補助金が出る制度はどうか（木材なら重量で数値化可能）。 
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調査先⑥ 有限会社 丸山事業 

聞き取り日 平成 18 年 9 月 18 日（月） 分類 古民家解体（移築）業 

所在地 新潟県上越市大潟区 

 

● 概要 

木造建築の解体の割合 

・仕事が少ないため、専ら解体業をしてはいない。 
・父親が中心となって、年間に 10 軒程度の解体を行っている。 
・古材単体は解体業者が持ち込むため、有償で買い取っている。 

 
解体対象 

・地元の使われなくなった古民家はそのまま放置してあることが多いため、知り合いや一般の解体

業者、大工工務店からの情報で、建っている実物を見て買い取るが、解体や搬出代を差し引く

と、プラス利益が出る程度である。 
・お得意の設計者からや、インターネットを通じて欲しい人の情報も同時に入手している。 
・移築が基本である。 

 
● リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 

解体工事の流れ 
・買主を現場に案内→契約→再生移築用にほとんど手解体→移築現場へ搬送。 
・クレーンを利用して、女性 2 人＋ 職人 2 人（父、本人）とで作業を行う。 

解体費用 
・50～300 万円/棟で購入し、建物によって異なるが、 450 万円/軒～、大型のものは 600 万円/

軒ぐらいで販売する。 

 
廃棄物量 

・土や萱等は現地で処分できるようになったため、ほとんど発生しない。 
・サッシ、家財道具等は廃棄するが、場合によって異なる。 

 
木材の処分方法、割合 

・木材の割合は、約 10～20%。 
・現地で処分するか、チップ工場へ搬出する。 

 
伝統建築や古材の扱い、古材のストックの有無 

・古民家を専門に扱い、建ったままのストックを 10 軒ぐらい手持ちで持っている。 
・古材は、梁材等大型のものをストックして販売している。 
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● 課題・今後について 
苦労している点、問題点 

・家財道具等がそのままになっていること。 
・欲しい人の好みがいろいろでなかなか決まらないと資金が寝てしまう。 
・新しい物件を買えない。 
 

今後の展望 
・まだ当分の間は古民家が周囲にはあるが、雪が多いと放置しておくと直ぐつぶれてしまう（雪下

ろしは一冬に 80 人必要）。 
・関東の設計者や同業者等を中心に、欲しい人は 4～5 年で急増している。 
・古民家の所有者から売って欲しいという物件も増えている。 

 
再利用ができない理由、再利用するための条件 

・新潟地方は雪が多いし、古民家は山の中にあって出しにくい。 
・買主が決まるまで、建物を守らなくてはならない。 
 

その他 
・この地方（くびき地方）の古民家はせがい造りで、直江津は差し造り、ケヤキが多い。 
・他にも同じように古民家を解いて売っている業者もいる。 
・中越地震の時は地元の業者優先で解体し、売却した。 
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調査先⑦ 丸協建材株式会社 

聞き取り日 平成 18 年 6 月 22 日（木） 分類 解体業 

所在地 京都府京都市 

 

手壊し解体現場① 

● 概要 

木造建築の解体の割合 

・昨年 160 件、今年度は現在までに 48 件を解体。うち件数で 
は 7 割（20～35 坪）を、売り上では 6 割を木造が占める。 

 
解体対象 

・通常は建築業者から受注するが、最近はインターネットの普

及により、施主から直接依頼がくることもある。 

 
 

● リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 
解体工事の流れ 

・見積もり（内部・外部の素材等）→ 養生→ 内装材 → 瓦 → 屋根 → 二階 → 一階 の流

れ。 
・基礎の順に解体する。できる限り現場で分類している。 
・手壊し解体も行っている。道幅が狭い場合は機械が入れないので、手壊しの必要がある。 

 
解体費用 

・建物によって異なるが、6 割が人件費、4 割が処分費。 
・30 坪の住宅を 4～5 人で 8～10 日かかる。 
・混砕は処理費用が高い。 
・経験者のみで手ばらしを行うと、人手はかかるが分別

が簡単になるため、最終的に費用は同程度になる。 
・現場で分別するか処分場で分別するかは、現場に応じ

て決める。 

手壊し解体現場② 
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廃棄物量 
・30 坪の木造住宅から、木くずは 2 トントラック約 3～4 台、瓦 1

台、壁土 3～4 台発生する。 

 
木材の処分方法、割合 

・焼却処分とチップ工場へもっていく方法があるが、基本的に材は

全てチップ工場に行く。 
・午前は燃料材、午後はその他用と時間を分けてチップ工場へ材

を持っていく。 

 
木材のリサイクル 

解体道具 ・古い住宅はほとんどリサイクル可能（約 90％ ）。 
・柱や梁等はチップ工場へ持って行き、建材（ボード）や紙の原料となる。 

 
伝統建築や古材の扱い、古材のストックの有無 

・古材のストックは梁材等を少量したことがあるが、場所が必要なため難しい。 
・デメリットが出ない程度に古材を譲っている。 

 
● 課題・今後について 

苦労している点、問題点 
・合板材・ボード類の始末に困る。リサイクル可能な部分とそうでない部分があり、チップにでき

ず、破砕や可燃、埋め立て等をして捨てる必要がある。 
・プレハブ等は内装材の一部しか再利用できず、90％ が再利用できない。 

 
今後の展望 

・マニュフェストの許可が一番の問題である。許可が出れば他に流通させることも可能。 
・機械解体にすると、分ける手間賃がかかる。 
・材を引き取るにしても、材の量と値段による。ホコリを取る等の手間もかかる。 
・大きな材を現場にとりに来てくれるのはありがたい（運ぶ手間、切る手間も省ける）。積むだけ

なら手伝ってもいい。 
・メリットがあれば別の場所に流通させてもいい（追加でかかる費用を出してくれる等）、逆に言え

ばデメリットがなければやってもいい。 

 
再利用ができない理由、再利用するための条件 

・材の寸法が新しい家にあわないので、内装材のような飾りにしか使えない。 
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調査先⑧ 木材開発株式会社 京都チップ工場 

聞き取り日 平成 18 年 6 月 22 日（木） 分類 中間処理業 

所在地 京都府伏見区 

 
● 概要 

・資本金：4,800 万円 
・設立：昭和 42 年 
・従業員数：145 名 
・売上高：115 億円（平成 15 年度） 

 
1 日の処理可能量と搬入量 

・1 日に処理可能な量：約 200 トンの材 
トラックで運び込まれる木材 

・1 日に搬入される量：約 200 トン（1.5 トントラックで 140～

150 台分） 
・その日の内に処理している。 

 
● リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 

仕分け方法 
・搬入される段階で分かれている（運んでくる業者が行う）

ので、それを用途別に 3 つの山に分けて処理する。 

 
チップ化する材の引き取り価格と用途 

・材によって値段と用途が異なる。 分類された木材 
・ベニヤ等の接着剤が使われているもの：ボード等の建材に

使われ、11 円/kg。 
・柱、梁といった角材：製紙原料となり、5 円/kg。 
・紙やビニールの張ってある材：燃料材として製紙工場等のボイラーで使われ、15 円/kg。 
・チップを作る際に出た粉末：牧場で牛の敷きワラの代わりに使われる。 

 
用途別の割合 

・30～40％ が製紙、30％ が建材（ボード）、20％ が燃料材。 
・ほとんどが紙となる。良い材料が入ってくるので、良いものに変えられる。 
・チップをボード等の建材にすることで、更に 10 年 20 年と使えるので、良いと思う。 
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用途別チップの種類 
・大きさは変えない。 

 
チップの販売価格 

・タダ同然。取っても 1～2 円／kg 程度。 

 
● 課題・今後について 

良い部材の選別は可能か 
チップ工場 ・確認することは可能だと思うが、処理が遅れてしまう。現在、

一日に可能な処理量と搬入される量がほぼ同じなので、チ

その材は可燃されるか、埋め立てられるかして捨てられてし

ップ化できない材が出てきてしまう。

まうので、もったいない。 

 
使える古材を仕分ける場所を併設したら、分けることは可能か 

・入ったときに分けることは可能だが、それを回転させるのは難しく、コストがあわない。 
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調査先⑨ 阪南産業株式会社 

聞き取り日 平成 18 年 9 月 26 日 分類 中間処理業 

所在地 大阪市住之江区 

 
● 概要 

・資本金：1,000 万円                   ・従業員数：39 名 
・売上高：11 億 56 万円 
・材の販売、引取エリア：京都府、大阪府、滋賀県で、主に大阪。 
・中間処理業だけでなく、フランチャイズ（全国に 27 店舗）に加盟し、平成 17 年 11 月から古材

の販売、買い取りも行っている。古材にニーズがあったことや、「環境問題」「もったいない」が

根づきだした、昨今「少しでも後世に、良い素材『古材』を残したい」そして「思い出作り」

の演出に参加し「心の癒し」をお届けしたいと感じ、古在販売事業を開始した。 
・古材の買い取りを公言して他の業者と差別化をはかり、全体の搬入量を増やすことも意図してい

る。 

 
● リユース・リデュースセンター設置の上での参考点 

フランチャイズ 
・フランチャイズに加盟すると、材の買い取り・販売方法や販売戦略等を

指導してもらえる。 
・オーナー会議、定例会、勉強会等が開かれる。 
・加盟者は入会金と、月々の支払いが必要。 
・古材倉庫フランチャイズ本部が主催する講習会に参加した者に与えら

れる「古材鑑定技士」という資格を得た人が値付けを行う。阪南産業

では 2 名が取得している。資格は 1.5 日の講習を受けた後でテストを

行け、合格すれば取得できる。 
並べられた商品 

・阪南産業では古物商（公安委員会許可）を取得している。 
・「古材鑑定技士」の他に、材を建築分野において再利用するための知識と技術をもつ財団法人

職業技能振興会認定の「古材施工技術士」の資格が新たにできている。 

 
古材の買い取り方法 

・解体業者 5,600 社のリストがあり、欲しい材を取っておいてもらえる。買い取りが浸透している

200 社には、FAX、インターネット、DM で情報発信する。実際に持ってくるのは 20～30 社。 
・解体込みの買い取りは行っておらず、解体工事もプロデュースしている。 
・材は自社でとりに行くことが多い。古民家解体時には、解体業者から連絡してくるため、現場を

見に行き、欲しい材だけを指定して取っておいてもらう。 

 91



・解体方法はほぼ機械解体。手壊しの業者は少なく、やっていても機械解体と併用が多い。手壊

しを行うのは機械の入れない狭い場所だけ。 
・解体費用は、20 坪の住宅で機械解体 25 千円/坪、手壊し 35 千円/坪。大阪の解体費用は安く、

普通は機械解体でも約 35 千円/坪。茅葺き民家では機械解体でも 5 万/坪かかる。 
・全て有償で買い取る。有償でないと解体業者が協力してくれない。買い取り価格は 1 本 3,000

円程度。場合により無料のこともあるが、処理費用がないため解体業者にはメリットとなる。 

 
古材について 

・販売用の材は倉庫（約 500 坪）で保管するが、場所が足りないため野ざらしのものもある。古

材は産廃なので、消防法の規定で積み替え保管場所が必要。 
・樹種の約 9 割がマツ。ヒノキ等もあるが、数が少ない。 
・材はすべてジェットで水洗いし、釘抜きしている。 

 
販売 

・お客は設計士が 8 割で、他は個人客や材木屋。 
・構造材用の太い梁や柱材よりも、店舗のインテリアとして使

われる細い材や曲がった梁等の需要がある。 
・機械解体したものはあまり良いとは思えない。機械解体で、

いかに商品として売れる材を取るかが重要。 
・直接材を取りに来る客が多い。 

 持ち込まれた材 
チップ工場 

・チップ工場で約 1 万トン/月を処理する。20 トントラックで 20 台/日の古材が運ばれる。 
・材の引き取り価格は、製紙用 2.5 円/kg（柱・梁等）、ボード用 11 円/kg（集成材等）、燃料用

15 円/kg（紙やビニールの付いたもの等）。売れなかった材はチップ化して製紙原料にする。 
・15 トン/日のおが粉が発生し、燃料や牛舎等で利用される。 

 
建材 

・35 年程前の住宅では、集成材が入ってくる。集成材は紙にできず、パーティクルボードと MDF
の原料になる。 

 
● 課題・今後について 

・実際処理する量を考えると、微々たる量しか古材として利用されていない。 
・「古材」を「おもしろい素材」ととらえ、どの様にビジネス・ツールに組み合わせ、営業展開す

るかを考えている。 
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３） 古材等のリサイクル需要動向調査 

平成 16 年度に古材バンクの会が、株式会社アラキ工務店の受託調査として実施した「古材等のリサ

イクル需要動向調査」では、解体業者 1 社、工務店 7 社に対する聞き取り調査と、古材バンクの会員

及び京町家作事組の会員である工務店 22 社に対し郵送によるアンケート調査を実施した。 
聞き取り調査の結果、工務店独自で古材の保管を行っている実態が明らかとなり、以下のような課題

が浮き彫りとなった。 

 
 古材の保管場所を要し、売り期が未定となることによる、個人での保管の限界 
 古材を扱うことのできる職人の減少 
 古材を現代の住まいに合わせて利用することの難しさと情報不足 
 古材の利用による手間、工期、人件費の増加 
 施主の理解と解体を予定する人への啓発の必要性 

 
また、アンケート調査においては 11 社からの回答が得られ、古い建物や古材を再利用する上での問

題点として、聞き取り調査と同様の結果が得られた。図 2 にその回答を示す。 

 

その他

17%

強度心配

11%

施主不理解

17%
保管負荷

22%

手間増加

33%

 
■図２ 古建築や古材利用の問題点 

出典）株式会社アラキ工務店「古材等のリサイクル需要動向調査」 

 93



以下に、工務店 7 社に対して行った調査結果の詳細を示す。 

 

■表３ 古建築や古材利用の問題点 

工務店名 古建築や古材の取り扱い内容 

工務店 A ストック・販売・改修工事・解体工事 

工務店 B ストック・改修工事・解体工事・復元工事 

工務店 C ストック・改修工事・解体工事・復元工事 

工務店 D ストック・再利用・その他 

工務店 E ストック・再利用・解体 

工務店 F ストック・再利用・その他 

工務店 G ストック・再利用・その他 

 

 

■表４ リデュース・リユース内容 

工務店名 リデュース・リユース内容 
工務店 A ・現地再生工事は数 10 件、移築再生工事は３ 件ほど手掛けた。 
工務店 B ・移築再生工事を目的とした保管がほとんど。 

・古材を単体として利用する場合、銘木的な扱いが多い。 
工務店 C ・腰板、玄関をあがった所の地板や上がり框等、銘木的なものを再利用する。 

・民家に古材の柱を使ったり、解体する前の家にあった天井・床柱・建具を使う場合がある。 
工務店 D ・移築再生、改修工事、部材としての再利用。 

・古材はお寺や民家の改修で使うことが多いが、新築工事でも、施主に希望があれば古材を部

分的に使うこともある。 
工務店 F ・ケヤキの古材（大黒柱等）はよく利用する。その他の樹種は仕事がしにくい。 
工務店 G ・古材を使用する場合は、自社のストックを利用。 
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■表５ 古材の保管について 

工務店名 保管方法・保管内容 問題点 
工務店 A ・ストックヤードにて管理古材（古民家数軒分）、古建具 

（1000 枚）、古民具数 10 点 
 

工務店 B ・今後文化財になれるほど建物として価値のある建物を、一

式保管（20 棟ほど）。 
・部材としての古材のストックは行っていないが、良いもの

があれば保管する場合もある。 
・外回りの建て具等は消耗品なのでストックしないが、使え

るものはストックしている。 
・貫・古瓦・鬼瓦。 

・保管しても、いつ利用される

か目処がたたない。 

工務店 C ・場所代が特にかからないところで、ほぼ雨ざらしで保管。

・古材を単体でやりとりはしていない。 
・建具、石材、鬼瓦。 

・場所をとるので管理が大変。

・売期が未定になってしまう。

工務店 D ・4 つの倉庫で保管。 
・お寺のお堂一式（2～3 棟分）、民家の母屋一式（1 棟分）、

荒土、古瓦、石材、古材：煤竹・縁桁・天井板・松の

床板、古建具、古畳。 

 

工務店 E ・小さな小屋を建てて、その中で保管。 
・床の間の板 7～8 枚、使えそうな古い柱、板石、敷居・

鴨居 4 丁、古瓦 50 枚、鬼瓦。 

・ストックしていても売れない

し、いつ使えるか分からな

い。 
工務店 F ・解体した材の引き取り依頼は無い。 

・ケヤキはストックしておく。 
・古材をストックしていても、宝

の持ち腐れ。 

工務店 G ・表面にサンダーをかけて釘や押ピン、ホチキスの針をとる。

水圧ジェットで水洗いする。 
・自社の倉庫で保管。 
・古建具やすす竹、天井板、床板、構造材等 
・自社で請け負ったお客さんに喜んでもらえるようにストックして

いるので、材料だけの販売は行っていない。 

・大きな丸太等は置く場所を確保

するのが大変 
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■表６ 技術的問題 

工務店名 技術的問題 
工務店 A 

 
 

・設計図が決まってから購入に来る人が多いので、寸法が合わないことが多い。最初に古材を

見てから図面を引くプロセスが必要。 
・思うように使いこなせない。 

工務店 B ・室内に再利用するには、使い方のセンスが求められる。 
工務店 C ・柱・梁は、鴨居が低いため使いにくい。 

・製材所が嫌う（釘でノコが刃こぼれする）。 
・移築再生は、記録（板図）がないと、復元は難しい。 
・近年の町家が店舗に改修されている事例では、予算や期日が非常に限られているものが多いので、

構造面等適切な改修がされていない場合もあるのが問題と思う。 
・耐震・防火・断熱の面での心配がある。 
・古材の間に断熱材等を挟もうとすると現代の寸法と合わなくて困る。 
・職人が減少している。 

工務店 E ・古建築や古材を扱うのは、手間ひまがかかる。 
工務店 F ・釘が入っている場合、道具が痛むのであまり使いたくない。 

・古建築や古材を扱うのは、手間ひまがかかる。 
・古建具も、サイズを合わせるのが難しいのでほとんど利用しない。 

工務店 G ・古材をそのまま使うと、虫が食う等の心配がある。 
・古材には、くぎが埋まっていたりして、カンナをかけることができない。 
・細かい作業が必要になることも考えると、造作材として目に見える表層的なところで利用しやすい。
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■表７ 価格と経済的問題 

工務店名 価格と経済的問題 
工務店 A ・古材の価格は経費（手ばらし費・倉庫の家賃等）＋ α。 

・定価はあってないようなもの。建具は１ 枚２ ～３ 万円以上。その他の価格は相談で決定。 
・古材の再利用に必要な経費は、新材とあまり変わらない。 
・倉庫の家賃が月 100 万円。ストックの売り上げでは追い付かない。 

工務店 B ・維持管理に、費用がかかる。 
・銘木屋の古材は、値段の高いのが利用しづらさに拍車をかけている。 

工務店 C ・費用は、新材を使うのと変わらない。 
・工期が長くなる。 

工務店 E ・費用は、手間ひまがかかるので新築と同じくらいの経費。 
・費用がかかるので安易に古材を提案できない。 
・現場によって古材を他社から購入するが、古材は新材の 2～3 倍の値段。 

工務店 F ・今は工賃のほうが木材費よりも高い。手間のかかる古材の再利用は難しい。古材利用でも解

体費がかかる為、得でないことも多い。もったいないと思うものもあるが、寸法や費用等の理

由で使いたくても使えない。 
工務店 G ・現在、材料は安くなったが大工手間が高くなった。 

 
■表８ 消費者の需要・情報について 

工務店名 消費者の需要・情報について 
工務店 A ・工事は職人が大変だが、施主は喜んでいる。 

・月に１ 回は相談の電話があるが、土地の大きさやタイミング、距離等の条件が合わない。 
・古材の使い方の分からない人が多い。 

工務店 B ・購入層は、設計士が全体の３ 分の１ 。一般が３ 分の１ 、店舗が３ 分の１ 。自社の現場でも

利用している。 
・施主の希望がないと、古材の利用は難しい。 
・所縁のある人の住宅を移築再生して店に再生したことがあるが、建物に由緒があることが店の

宣伝効果にもなった。 
工務店 C ・お客さんによっては気持ち悪がる場合もあるので、出所がわかる古材を使う。 

・需要が少ない。 
・情報が少ない。 

工務店 F ・設計者の進めで一度古材を使ったことがある。大工は嫌がったが、施主は喜んでいた。 
・古材を使うには、施主の理解が必要。 

工務店 G ・古材を使用する時は、そりがひどいので施主の理解が必要。 
・古材を使いまわしてクレームがつくこともリスク。 
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■表９ 社会的課題・制度の問題について 

工務店名 社会的課題・制度の問題について 
工務店 B ・文化財の指定を受けていない場合、移築再生しようとすると建築基準法等の規制が大変厳し

いので、利用がさらに難しい。 
・ものを大切にする教育を親や学校、一般の人々に行っていくことが必要。 
・先人のエコロジカルな知恵を学ぶ必要がある。古瓦を塀や庭に利用する方法等。 

工務店 C ・照明器具・襖の引き手等の需要があってもおしゃれな部材ストックがない 
・現地再生工事を行って良かった点：①お客の満足度が得られた ②町並みの保存、社会的な

貢献度 ③地域のシンボル的存在になる 
・歴史ある建物の取り壊し依頼が来た場合、少々の説得では変わらない。もっと早い時点で、

様々な NPO 法人等が PR しておく必要がある。社に来た時点ではもう意志が固まっており、

それから現地再生工事等を提案しても無駄。考えが固まらない段階で勧めなくてはいけない。

・古民家が住みよくなる、ということを広くアピールするべき。 
工務店 D ・リサイクル法ができてからは特に、再利用が難しい状況になった。 
工務店 G ・ホームページに掲載しているので、遠方からも問い合わせが多いが、古物商の資格をとってないの

で販売できないと断っている。 
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参考資料（3） 行政による補助・規制 

 

■表 10 木造建築のリデュースに関する補助制度(優遇・減税・融資) 

名称 制度の概要 内容 根拠となる法 管轄

・家屋もしくはその敷地は、固定資産税、特別土地保有
税、都市計画税が非課税となる

・区域内の建築物及びその敷地の相続税は、財産評価額
の70％を控除される

・建物とともに指定された土地を国等に譲渡した場合、
2,000万円の特別控除（所得税）又は2,000万円の損金算
入（法人税）が認められる

・修理又は管理（警報・消火・避雷設備、防犯設備、避
難設備、消防道路、保護柵、覆屋設置、排水施設、 鳥
虫害防除、耐震診断等）に要する経費について、補助事
業者や事業規模に応じて国が補助する

・文部科学大臣が定める家屋及びその敷地に係わる固定
資産税が課税標準価格の2分の1となる

・文部科学大臣が定める家屋及びその敷地に係わる都市
計画税が、課税標準より減額される

・保存・活用するために必要な修理の設計管理費の2分の
1を国が補助

・市町村が家屋の固定資産税の1/2以内を適宜軽減
・区域内の建築物及びその敷地の相続税は、財産評価額
の30％を控除される
・改修などに対し必要な資金を日本開発銀行等が低利で
融資

・保存対策調査や、建造物の保存・修理、防災設備の設
置に対する補助

・区域内の伝統的建造物の敷地にかかる固定資産税は、
市町村の実情に応じ税額の2分の1以内が減額される

・区域内の建築物及びその敷地の相続税は、財産評価額
の30％を控除される

・区域内の伝統的建造物の家屋のうち、大臣が告示する
ものには固定資産税と都市計画税には非課税

・文化的景観の構成要素や範囲の調査など、文化的景観
に関する保存調査への経費補助

・文化的景観保存計画策定や、住民の合意形成のための
普及・啓発に係る経費の補助

・修理、集計、復旧、防災等の事業への経費補助

・文部科学大臣が定める家屋及びその敷地に対する固定
資産税について、課税標準価格の1/2となる

・耐震診断に対し、戸建てと集合住宅の場合、国1/2+地
方1/2、 又は国1/3＋自治体/3＋所有者1/3の割合で補助をす
る

・耐震改修に対し国が7.6%＋地方7.6%の割合で補助をする

・政府系金融機関から長期低利融資

・旧耐震基準（昭和56 年以前の耐震基準）により建設さ
れた住宅の耐震改修工事を行った場合、工事に要した費
用の10%相当額（上限20万円）を所得税額から控除
・昭和56 年以前の耐震基準により建設された住宅の耐震
改修工事（工事費用30 万円以上のもの）を行った場合、
当該住宅の120 ㎡相当部分につき、固定資産税を一定期
間1/2に減額
・事業者が行う特定建築物の耐震改修工事の費用につい
て10％の特別償却

住宅・建築物の耐震性によ
る被害の軽減を図るため、
耐震性を向上する事業につ
いて、地方公共団体等に対
し国が助成する

重要文化財

文化財登録制度

景観法

文化財保護法

文化庁

文化庁

重要伝統建造物郡
保存地区制度

重要文化的景観
保護制度

住宅・建築物耐震
改修等事業

耐震改修促進税制

都道府県等が定める景観計
画区域、景観地区内にある
文化的景観について特に重
要なものは「重要文化的景
観」として国が選定し支援
する

市町村が定めた伝統的建造
物群保存地区のうち、価値
の高いものを「重要伝統的
建造物群保存地区」として
国が選定し支援する

国土交通省

文化庁

文化財保護法

近代等の文化財建造物を後
世に幅広く継承していくた
め、文化財を資産として活
かすことを支援する

文化財保護法

有形文化財のうち優れたも
のを「重要文化財」として
国が指定し、その家屋もしく
はその敷地を保護する

耐震改修促進法 国土交通省

耐震改修促進法 国土交通省
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■表 11 木造建築のリデュース・リユースに関する規制 

名称 概要 根拠となる法 所管

指定文化財 現状変更には、文化庁長官の許可が必要となる 文化財保護法 文化庁

登録文化財 滅失、き損、現状変更、所有者の変更には届出が必要となる 文化財保護法 文化庁

重要文化的景観保護制度 重要文化的景観の減失又はき損、現状変更には届出が必要となる 文化財保護法 文化庁

景観重要建造物
景観地区における景観重要建造物を指定すると、その現状変更に
は景観行政団体の長の許可が必要となる

景観法 国土交通省

景観地区
地区内における建築物のデザイン、色彩の制限、建築物の高さ、
壁面の位置、敷地面積等に関する規制が定められる

景観法 国土交通省

建築基準法 住宅の仕様や構造についての性能を規定化している 建築基準法 国土交通省

品格法
住宅供給者に対する10年間の瑕疵保証の義務化と、住宅性能の客
観的評価方法である住宅性能表示制度が定められている

品格法 国土交通省

建設リサイクル法 建築物の分別解体と建築廃棄物の再資源化を義務付けている 建設リサイクル法 国土交通省

マニュフェスト制度
産業廃棄物の排出事業者が処理を委託する際、マニフェストに産
業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記
載し、産業廃棄物の流れを自ら管理することを義務付けている

廃掃法 国土交通省

住生活基本法 住宅の長寿命化や住宅供給に係わる適正な取引を確保している 住生活基本法 国土交通省
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参考資料（4） 海外事例 

 

１）イギリス 

現在のイギリスの登録建造物制度は 1970 年代に確立された。イギリスにおける歴史的建造物のリスト

化は、1894 年ロンドンで民間組織である大ロンドン記念物調査委員会 Committee for the Survey of 
the Memorials of Greater London の手によって始まり、1896 年から行政が行うようになった。その後

制度改正を重ね、現在の登録数はイングランドだけでも 456,751 件（1999 年現在）に至る。 
現在の歴史的建造物の登録制度は表 12 の通り、3 段階でリスト化されている。リストに登録する際の

基準は、表 13 の通りである。 

 
■表 12 歴史的建造物の登録制度の内容 

グレード 内容 
グレードⅠ いかなる場合も取り壊してはならないもの。大聖堂や城館、貴重な建築様式

の典型例等が対象。全体の約 2.4％ 。

グレードⅡ∗ 保存が国家的な関心毎となるもの。改変や取り壊しは原則として認められな

い。Ⅰに次ぐ重要な教会や大邸宅等が対象。全体の約 4％ 。

グレードⅡ 上記以外のもの全て。

  

■表 13 リストの登録への基準 

基準 内容 

建築的に意味があること
建築デザインだけでなく、装飾や建築技法、建築様式、間取り等の

重要性も考慮される。

歴史的に意味があること
国の社会的、経済的、文化的もしくは軍事的な歴史から見て重要な

建造物を含む。

歴史的な由緒が深い 国家的に重要な人物や事件と関連していること

グループ・バリューが 

あること

建築的または歴史的な統一を形成している建造物群や都市計画の

好例等。

 
建設年代と希少性に関する基準は、以下の通りであり、上記の基準に付加的な要素として整理されて

いる。 
 当初の状態をとどめている 1700 年以前の建造物すべて 
 1700 年から 1840 年までに建てられた建造物の大半 
 1840 年から 1914 年までの間に建てられた建造物は特に重要なもののみ 
 1914 年以降の建造物は厳選し、非常に重要なものに限る 
 ただし建築後 10 年が経過していない建造物は指定できない 
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リストへの登録は建築後 30 年以上経過していることを原則とするが、30 年に満たない建造物の登録

は、取り壊しの危機等緊急を要する場合または特に優れている建造物の場合（グレードⅠまたはⅡ∗に

相当）に限られる。 

 
● 登録建造物の取り壊し手順と修理 

登録建造物の体積 115 ㎥以上の増改築、取り壊し（部分的な取り壊しを含む）、外観の変更のほか、

一般に開発行為に該当しないとされている小規模な外観の変更及び内部の模様替えのうち建造物の特

色に影響を与えるおそれのある行為には、地方計画当局の認可が必要である。これを登録建造物認可

Listed Buildings Consent :LBCと呼ぶ。LBCの申請のうち取り壊しに関するものは環境省を経由して、

古記念物協会、英国考古学会、伝統建築保存協会、ジョージアン・グループ、ヴィクトリアン・ソ

サエティ等の全国規模の民間団体に通知しなければならず、これらの団体は通知に対し事前審査し、

意見書を提出できる。 
また、Ｌ Ｂ Ｃ 申請のうちグレードⅠまたはⅡ∗の建造物に関するもの全て、グレードⅡの申請のうち取

り壊しに関するものは、ロンドンの全申請はイングリッシュ・ヘリテイジ（国家遺産法によって設立された

特殊法人）にも申請しなければならない。これらの民間の団体の意見を踏まえて、地方計画当局は可

否の決定を下す。申請が却下された場合、土地所有者は地方計画当局に対して土地建物の買取請求

ができる。 
現在の登録建造物制度は、現状変更が発生する場合には対応できるが、建造物所有者に適切な維

持管理を行う義務を課すことはできない。したがって所有者が歴史的価値に重きを置いた維持管理に消

極的な場合には、以下の対応策を設けている。 

 
■表 14 維持管理策 

維持管理策 内容 

修理通知
登録建造物が修理が必要な状態になると、地方自治体等は所有者に

対して修理内容を明示した修理通知を発行できる。

緊急修理

使用されていない建造物が緊急修理を必要とする状態になった場

合、地方自治体等は所有者に対して緊急修理の通知を発行できる。

一週間以内に応急工事が実施されないときは、自治体が工事を代行

し、所有経費を所有者に請求できる。

強制収用
通知で示した期限内に修理が行われない場合は、地方自治体等は

建造物を強制収用することができる。

 

 
グレードⅠまたはⅡ∗の建造物の修理や維持管理に対する補助金はイングリッシュ・ヘイテイジによるも

のが中心となっている。その他の補助金、基金には、国家遺産記念基金、遺産籤基金、イングリッシ

ュ・パートナーシップ、総合再生補助金のようなものがある。
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税制上の優遇措置には、住宅として利用されている登録建造物のキャピタルゲイン税の免除や、相続

した登録建造物を一般に公開した場合の相続税の免除、登録建造物の改修等にかかる費用の付加価値

税の免除等がある。 
また、保存に値する歴史的建造物であるが、未調査や見落とし、調査時に十分な資料が得られなか

った等の理由で登録されていない建造物を保存するしくみとしては、以下のものがある。 

 

■表 15 登録外の建築物の保存策 

保存策 内容 

スポット・リスティング

破壊の危険が迫る未登録建造物に対して、短時日に調査が実施され

る。依頼者の多くは自治体で、環境省に対して依頼が行われ、具体

的な調査はイングリッシュ・ヘリテイジが担当する。

建造物保存通知

未登録建造物が取り壊しまたは大規模な改造の危機に直面したとき

に、地方自治体によって発行される。発行と同時に半年間、現状変

更行為が差し止められ、登録建造物と同じ扱いを受ける。この間にメ

ディア・スポーツ局またはイングリッシュ・ヘリテイジによって調査が

行われる。ただし、調査の結果登録に値しないとなった場合、自治

体は関係者に建造物保存通知に由来する損害を賠償しなければな

らない。

 

 

● トラスト 

イギリスは、民間非営利団体「トラスト」の活動が活発であり、行政施策が実施されるより前にこれら

のトラストが行動を起こすことが多い。また行政もこれらの団体と積極的に連携し、保全事業に取り組ん

でいる。 
トラストとは、非営利の有限会社として登記される NPO である。同時に公共事業団体であるチャリテ

ィ団体として認められており、税制上の優遇措置等が受けられるようになっている。政府から独立したチ

ャリティ委員会によって審査され、事業目的等が公益に適うものであるかどうか認められると、チャリティ

団体として国からお墨付きが与えられる。 
イギリスでは、経営体としての組織は営利・非営利を問わず全て商法上の会社組織として登記される。

営利・非営利の違いは出資者に配当を還元するかどうかであり、収益をあげるかどうかではない。NPO
事業の経営・出資において、配当はなくとも、公益事業に貢献した責任ある市民としての満足感が得ら

れることに意味がある。 
こうしたトラストの理事スタッフやボランティアスタッフは、無給あるいは低賃金で働いている。しかし、

給与が安くても、こうしたトラストは相互に人材育成するプログラムも構築しており、次の職場で活躍する

ためのステップアップ手段となっている。 
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ナショナル・トラスト 

ナショナル･トラストは、イギリスで最も規模が大きい非営利の民間組織である。1895 年に、国民のた

めに貴重な歴史的環境と自然環境を自ら保有することによって保全をはかるために創設された。ナショナ

ル・トラストの所有する登録建造物については年々免税特権が拡張され、イギリスにおける大土地所有

者となっている。 
こうしたナショナル・トラストのあり方は、民間の非営利組織が環境保全運動を先導しているという側

面と同時に、国はこの組織を環境保全を推進する団体として認め、各種の法的な優遇措置を付与するこ

とで自らの責務を果たすという、イギリス固有の国と民間非営利組織との関係を見ることができる。 

 

各地の建造物保存トラスト 

危機に瀕した建造物を保存するために民間非営利組織として、全国に約 240 の建造物保存トラストと

呼ばれる団体が活動している。現在、建築遺産基金は危機に瀕した建造物の修理事業を行おうとする

建造物保存トラストに対して事業費の 75％ まで、上限 5,000 ポンドの低利融資を行っている。 
建造物保存トラストは、単一の建造物郡の保存修理を目的とするトラストと、特定の地域の建造物を

対象に回転基金によってその保全修理を順次実施しているトラストとに分けられる。1989 年に建造物保

存トラストの全国連絡組織である保存トラスト協議会が結成されている。 

 

各地の開発トラスト 

地域の改善を目的として、活動資金の一定部分を自らの収益事業によってまかなう非営利のトラストを

開発トラストと総称する。開発トラストは主に 1980 年代に広まった新しい形態の市民参加型組織で、従

来行政の役割であった事業を、スポンサー（行政からの委託も含む）の強力を得てトラスト自身が実行

するもので、縦割りや官僚主義等の弊害に陥ることなく、総合的に地域の改善に着手でき、地方政治に

惑わされず、比較的低コストで成果が達成されるという意味で、行政サービスにはない可能性を秘めて

いる。開発トラストの多くは 1990 年代に設立され、現在全国で 245 団体が存在する（平成 15 年現在）。 
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トラストが不足資金、人材を補うことができるので、少ない財源で、持続可能な社会と環境の改

善事業が実施できる。市民・企業が事業に主体的に参加することで、地域形成が信頼性の高いも

のとなる。また、事後のメンテナンスも、市民が積極的に取り組むことで、維持管理の予算と手間を

削減することができる。 

行政にとってのメリット 

 

トラストの事業へ貢献することで、トラストのロゴマークを示すことができ、崇高な寄付行為を行う

優良市民企業というお墨付き、宣伝効果が得られる。また、寄付により課税控除がなされ、大いな

る節税となる。事業に関連して余った不良資材等を提供して処分することもできる。 

企業にとってのメリット 

 

トラストが行政に代わって事業を実施することで、行政の予算枠等に縛られることなく、市民のニ

ーズを反映することができる。また、計画段階から事業に参加できることで、自分達のアイデアが生

かされ、市民意識が培われ、後の維持管理等にも主体的に取り組むことができる。 

市民にとってのメリット 

 

地域再生のための事業は地域ごとに設立される非営利の有限会社であるグランドワーク・トラスト

を中心に実施され、企業の出資金や政府からの補助金、コンサルタント料等の活動収益等をもとに

専従スタッフを中心として、ボランティアの支援を受けつつ活動している。イングランド及び北アイル

ランドに約 50 の地域トラストが活動中である（2003 年現在）。 

開発トラストのひとつの事例として、グランドワ-クがある。グランドワークは、主として大都市近郊

の環境改善のために市民・企業・行政 3 者の協力によって事業を実施する試みとして、1970 年代

後半より実験的に始められ、1981 年、リヴァプール近郊で正式にスタートした。 

 
□開発トラスト事例：グランドワーク 

 

 

２）フランス 

フランスは世界で初めて、国家レベルでの歴史的建造物リストを作成した国である。歴史的環境保全

のための制度が確立したのは 1830 年代の当時の王制によってであり、その後 1840 年に重要度、緊急

度をもとに 1,034 件の歴史的記念物が公式リストに掲載された。 
1927 年法律改正によって、歴史的記念物は 2 つの制度によりリスト化されており、現在、14,041 件

が指定記念物に、26,756 件が登録記念物になっている。いずれも、公開や保存、地域コミュニティの

行事への無料提供等一定の条件のもとで相続及び贈与税の減免措置が講じられている。 
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■表 16 登録外の建築物の保存策 

保存策 内容 

指定記念物

「歴史的又は芸術的見地から、その保存が公益にかなう建造物は、

全体又は部分的に歴史的記念物に指定される」と定義される。記念

物の指定は、所有者の同意とともに行われる。 

指定記念物の取り壊し、修復、修理、変更、移転には文化省による

事前の許可が必要である。修理及び維持管理費の 50％ までが補助

対象となる。維持管理が十分でない場合は、担当大臣は所有者に対

し機嫌を定め、かつ 50％ 以上の国の工事費補助を示して工事を命令

することができる。所有者がこれに従わない場合、行政庁は職権に

よおり工事を行い、後に工事費の半額を所有者に請求するか、また

は強制的に収用することができる。また、隣接して新たに建築物をお

こなう場合にも文化大臣の許可が必要となる。

登録記念物

指定記念部物の補助的制度であり、歴史的記念物補助目録への登録

を指す。登録は所有者の同意を必要とせず、担当大臣がおこなう。

登録記念物の所有者は現状変更をしようとする際には 4 ヶ月以前に

担当大臣にその旨を通知しなければならない。行政庁はその 4 ヶ月

間に指定記念物にしない限り、その変更を中止させることはできな

い。登録記念物の修理及び維持経費の 40％ までが補助対象となる。

 

登録建造物をリスト化するにあたり、修理工事が必要な建造物を調査し、修理計画を立案実施する人

材が必要になってくる。フランスでは 1840 年に保存修復専門の建築家が政府に指名されるようになり、

建造物の修理工事に中央から建築家が派遣され、工事を管理するという制度が整っていった。 

 
● 都市保全策 

マルロー法 

1962 年、アンドレ・マルローによりマルロー法が制定された。この法律は都市計画と直接の接点を

有するフランス初の文化財保護関連法規である。この法は、大聖堂等の突出した記念物は存在しないも

のの一群の建物と周辺環境が一体となって歴史的な環境を作り出している地区（歴史的保全地区）を

保全するもので、危機的状況に陥りつつあった保全地区を再生整備するための不動産修復事業である。

同法によって設立された保全地区全国審議会はこれまでに全国 1,000 以上の歴史的地区を対象に地区

指定を審議している。保全地区内の住宅が一定の条件を満たす場合、不動産税の優遇措置がある。 
 

 

住環境改善プログラム OPAH 

マルロー法による不動産修復事業は、次第に修復改善型の再開発の一手法として注目されるようにな

り、1973 年以降保全地区外でも実施できるようになった。これは軽度集団的不動産修復事業 OGRI と
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呼ばれる事業で、都心部の旧市街地の大改造を避け、現状の低家賃の住宅郡を可能な限り修復するこ

とによって、地区の改善をはかる手法である。 
さらに地域の保全整備事業によって従来のコミュニティが破壊されないように、OGRI を柔軟にした制

度が 1977 年に開始された住環境改善プログラム OPAH である。OPAH の目的は、旧市街地内部の

建築的文化遺産の保存と改良によって、定住を促進し、地域社会を活性化することにある。改善プログ

ラムは、国と地方公共団体、住環境改善全国協会の 3 者の契約によって実施される。 
OPAH によって住環境の改善をおこなう家主に対する低利融資制度や利子補給制度が用意されたほ

か、借家人に対しても事情によって引越し補助や代替住宅支援等の援助がおこなわれる。またこうした

助成措置の一環として、同じく 1977 年より住宅修復をおこなった者に上昇する家賃と従来の家賃との差

額を一定範囲内で助成する制度として応能援助 APL 制度が導入された。 

 

３）ドイツ 

ドイツでは、文化財保護は国の責務でなく、各都市国家（州）の主権のもとにおかれている。文化財

保護を担当するのは 3 つの記念物保護機関と、州立記念物保存局の 4 機関である。ドイツでは、州に

よって多少の制度の違いがあるが、保護機関はほぼ等しい。この 4 つの期間は共同で活動しなければ

ならないとされている。以下に、ザクセン州マイセン市の保護機関の例をあげる。 

 
■表 17 登録外の建築物の保存策 

保存策 内容 

最高記念物保護機関

ザクセン州の場合は、州の内務省が最高記念物保護機関になってい

る。さまざまな行政上の命令を発令し、上級記念物保護機関を指導、

監督している。

上級記念物保護機関

州内の各県に置かれている。公共所有の記念物の保護と修復、修復

に関する補助金の取り扱い、記念物に対する申し立ての決裁等の役

割をはたしている。

下級記念物保護機関 
 

州内の各郡や、郡の直轄化にない大都市は、下級行政官庁であり、

そこに下級記念物保護機関がおかれる。各自治体の職員がスタッフ

となっており、ボランティア等と協力して活動する。記念物保護法上

の同意と許可および建築基準法との調整、記念物保護法上の指導と

命令、記念物の価値判断をおこなう。また、資料室が設けられ、同

機関で取り扱った市内の記念物の調査、修復事業、その他に関する

書類がそのまま保管されている。これらの資料は、同機関の許可を

もって、だれでも閲覧できる。

州立記念物保存局

ザクセン州学術省に属する専門機関。州内の記念物の調査、研究及

び記録作成、記念物所有者への助言、関係者への研修等を行う。

管理・法律部、地方記念物保存部、学術専門部、修復部の 4 つの
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部局からなる。 
・地方記念物保存部：地方記念物保存部には、歴史的な建物及び

古美術の専門家がいて、それぞれが地区ごとに担当し、そこで記念

物に関する許可手続きに関わり、修復現場の監督をつとめている。ま

た、この部局には、特殊な文化財の修復を指導するために、民家、

庭園、近代化遺産、保存地区等に関する専門家をおいている。 
・学術専門部：学術専門部は、調査課、学術出版課、記録課の 3
部門からなる。 
・修復部：修復部には、工芸美術課と建造物美術課の 2 課があり、

各課に修復技術者がいる。 
・専門図書館：記念物保存局には、5 万部の蔵書をもつ小さな専門

図書館が設けられている。ここでは、16 世紀から現代に至るまでの

設計図や、記念物関係の書類の保管がおこなわれ、閲覧のみで州 2
日一般公開されている。 
州立記念物保存局の最大の仕事は、記念物のリスト化であるが、こ

のリスト化が文化財への指定を意味するのか、登録にとどまるかは州

によって異なる。

 
登録された建造物の修理等には州立記念保存局が関与する補助金が用意されている。一般的に助成

は、州立記念物の要求する水準の修理等工事を実施するために通常経費と比べて上回る部分について

なされる。補助金の財源は宝くじやギャンブル税、石油発掘関連の収益等である。一般に民間非営利

団体による助成は多くない。このほか、歴史的建造物に関しては、所得税や土地税、富裕税等に優遇

措置がある。 

 
● ストックヤード 

この項では、登録建造物の修理を目的とする施設の参考事例をふたつあげてみたい。両者とも建材を

保管するストックヤードと、付加的な機能を備えた施設である。また両者とも施設そのものが登録建造物

であり、特に後者は修理の実践の場となっている点でも興味深い事例といえる。 

 

ザクセン州・マイセン市 

・施設   ：古材バンク 
・利用建物 ：廃屋となっていたヴォルフガング教会 
・運営   ：東ドイツ時代ー歴史的建物の保存活動を行う市民グループ 
       東西統一後ー行政の下級記念物保護機関 
・保管部材 ：建具・梁・柱・天井部材等の木材、窓、扉、それらの枠、建物金物類、家具等。 
・システム  ：歴史的な建物を修復する際に生じる不要となった古材を保管。 

自分の家の修復のための古材を探している者、その工事を担当している建築設計事 
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務所の建築家は、下級記念物保護機関に連絡し、古材バンク利用の申し込みをする。 
地域性の強い部材は市内やその周辺での利用が望まれる。 
古材の譲渡には多少の代金を必要とする。 

・問題点  ：このシステムは歴史的な建物の部材を勝手に「移植」していると誤解されがちで 
 ある。 
部材を、本来の建物に残すことが理想だが難しい。 

 
バイエルン州、ティルハウプテン村 

・施設   ：建材資料館 
・利用建物 ：旧修道院 
・運営   ：シュワベン郡とバイエルン州の州立記念物保存局 
・保管部材 ：19 世紀からコレクターによって集められていた彫刻や彩色が施されている建築部材。 

漆喰、プラスター、タイル、煉瓦、瓦、建具、金具等。 
・システム ：歴史的な建物の調査、取り壊しがあると、州立記念物保存局の各地担当者あるいは 

市町村の担当者から資料館へ連絡する。建材の一部が収納される。建材として価値

の高いものは調査を受け、資料館に永久保管される。工房を設け、研修生に修理技

術を教える。施設の旧修道院を研修の実践の場とする。 

 
 

参考資料：西村幸夫「都市保全計画」東京大学出版会
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参考資料(５) 地域事例の検討 

この項では、実際に R2 センターを設置することを想定し、地域を限定して検討した。R2 センターは

地域に応じた規模、形態をとって検討していく必要があるが、今回は都市地域として、京都市をモデル

地域とした。京都市には、良好な木造ストックが今なお残っており、京都議定書発祥の地であることから

も市民団体の活動が目覚しい。まちづくり・住宅分野でも市民や行政を主体として活発な活動が行われ

ており、R2 センターを設置する素地が比較的整っている環境にあることから、本調査においてモデル地

域として選定し、検討を行った。 

 

１）地理特性 

京都市は京都府の南部に位置し、大阪府、奈良県、滋賀県等他府県との境界に隣接している。また、

四方を山地に囲まれた盆地内に位置しており、比較的狭い地域に建物が密集しているため、京都市の

人口密度は全国的にも非常に高い水準を示している*1。 
京都市の中心部は行政施設や商業施設、住宅が密集しており、人口密度がとくに高い地域である。

市街を少し離れた京都市北部および西部の山沿いの地域は、主に農村地帯であり、都心に近いことから、

都会の喧騒を離れた憩いの場として多くの市民が訪れている。京都駅以南の南部地域は、他府県と京

都市とをつなぐ主要交通網が発達しているのが特徴である。こうした交通施設の周辺には工場や郊外型

の商業施設が集中していることも特徴の一つとして挙げられる。 

右京区

左京区

北区

西京区

伏見区

山科区
南区

京都府全 図

京都市全 図

上 京区

中 京区

下 京区

右京区

左京区

北区

西京区

伏見区

山科区
南区

京都府全 図

京都市全 図

上 京区

中 京区

下 京区

 

京都府全図 京都市全図 

■図３ 京都市および各行政区の位置関係 

 

 

                                                  
*1 京都市は11の行政区から構成され、区域面積は合計827.9㎢である。人口は146万人をこえ（平成112年度国勢調査）、

1㎢あたりの人口密度は約 2,400 人と非常に高い水準を示している（全国平均は、約 340 人／㎢）。 
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２） 伝統建築 

京都市は、歴史的な景観や伝統建築が多く残されている都市であることはよく知られている。これは

戦災の影響を受けなかったことが一因であり、寺院以外にも、終戦以前に建てられた住宅が全体（平成

12 年時点）の約 12％ を占めている（全国平均は 6％ ）。こうした住宅は、寺院とともに京都の景観を形

成する重要な要素であるが、年々その姿は失われつつある。 
また郊外の農村集落には茅葺き等の古民家が現在でも残っており、山間の農村風景を形作っている。

しかしこうした民家も、居住者の高齢化の進行、メンテンナンス費用確保の難しさ等の原因により、メン

テナンスが十分に行われないまま空き家化したり、解体される等、年々その数は減少している。 
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■図４ 建設時期別に見た京都市内の住宅数の推移 

資料：総務省統計局「平成 15 年住宅・土地統計調査」を基に作成 
こうした現状の中で、市は景観や伝統建築の保全施策*2を進めている。また、行政の取り組みのほか

に、NPOを中心に伝統建築の保全活動を行う市民団体が京都市には数多く存在し、それらの団体によ

る活動も近年活発に行われている。 

 
３） 環境対策 

京都市は、地球温暖化に関するいわゆる「京都議定書」が採択された地として世界的にも認知度が

高い都市である。議定書の採択以降、京都市では、循環型社会の形成へ向け各施策において環境保

全や廃棄物に対する取り組みがいっそう進められている*3。 
京都市の産業廃棄物の発生量は年間約 289 万 6,000 トンであり、このうち建設部門からの発生量は

約 63 万 8,000 トン（31％ ）である。（いずれも平成 13 年度推計値、京都市環境局廃棄物指導課）。 

                                                  
*2 京都市の伝統的建造物および景観保全について定めたものには、「京都市伝統的建造物群保存地区条例」（1976 年 4 月

制定）がある。詳しくは資料を参照。これは、文化財保護法もとづく「伝統的建造物群保存地区」に関し、現状変更
の規制やその保存のために必要な措置について定めるものである。 

*3 議定書採択以降の京都市の主な動きとしては、環境対策全般では平成 18 年「京の環境共生推進計画」の策定が挙げら
れる。地球温暖化に関するものとしては、平成 17 年「京都市地球温暖化対策条例」、および平成 18 年「京都市地球温
暖化対策計画」の策定、廃棄物関連では、平成 15 年 12 月「京都市循環型社会推進基本計画」、平成 16 年「新京都市
産業廃棄物処理指導計画」等がある。 
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■図５ 木くず破砕・焼却業者の分布状況 

出典：京都市ホームページ（http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/kensetu/siryo/hasaigyo.html）を基に作成 

 
また、建設部門から発生した木くず*4の量は年間約 5 万 9,000 トンである（データは同上）。産業廃

棄物の中間処理業者数は、京都市の認可を受けているもので 43 社である（平成 12 年 10 月時点）。ま

た、木くず破砕・焼却業者は延べ 25 社である（平成 17 年 4 月時点）。図 5 は、木くず破砕・焼却業

者の分布状況を表している。この図から、伏見区や南区等の京都市南部地域に業者が集中していること

がわかる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
*4 ここでいう建設部門から発生した「木くず」とは、建物の解体や建設工事に伴って発生する廃木材や梱包用木枠・パ

レットの廃損品等で、内装建材、不用家具、枕木、電柱、港湾廃材等を含んでいる。建築解体木材の発生量を正確に

示す資料は得られなかったため、｢木くず｣のデータを使用した。 
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□事例：京都市における京町家を中心とした古民家を守る取り組みと動向 

 
京町家は、その洗練された外観や自然を建物の中に取り込む魅力的な内部空間を持ち、その落ち着いた町並み

は、多くの人を惹きつけてきた。そして、町家は、ハードとしての建物だけではなく、京都の暮らしの文化の継承

というソフトの役目も担っている。しかし、建物の老朽化や維持管理面での所有者・居住者の負担の増加、相続の 
問題等現存する京町家は多くの課題を抱えており、その中で、京町家の消失と町並み景観の変容が急速に進行し 
ている。 

京都市では、平成 12 年に「京町家再生プラン」を作成し、京町家の保全・再生の支援策を「くらし・空間・ま

ちづくり」の 3 つの視点から 21 のアクションプランにまとめ、（財）京都市景観・まちづくりセンターにおいて所有

者、居住者、専門家、企業、市民活動団体等多くの関係者とのパートナーシップのもと、京町家の保全・再生の

ネットワークづくりに取り組んできた。具体的には、「京町家なんでも相談」や「京町家再生セミナー」の実施、「な

るほど、京町家の改修～住み続けるために～」の発行等情報発信の活動である。一方で、京都では、多くの市民

活動団体や職能団体が京町家の保全・再生に関わる活動を 1990 年代からそれぞれの主体性をもって続けてきて

いる。 
各団体の最近の取組みとしては、「京町家ネット」（「京町家再生研究会」「京町家作事組」「京町家情報センタ

ー」「京町家友の会」の４ 団体のネットワークで総合的な町家の保全・再生活動を実施）では、一昨年に全国京

町家再生交流会を開催し、全国の多くの町家再生に関わっている団体との交流を行った他、様々なシンポジウムや

町家の素晴らしさを体感する行事を通じて情報・発信を行っている。関西木造住文化研究会では、京町家の防火

改修を進めるための設計者、施工者向けの「既存京町家の防火改修設計・施行マニュアル」を昨年作成し、様々

な安心・安全に関わるセミナーを行っている。町家倶楽部ﾈｯﾄﾜｰｸは、大家さんと店子さんのお見合いを通じて町家

や長屋の再生等を行ったり、若いアーティストの活動の応援や様々な文化発信の取り組みを行っている。古材バン

クの会は、名称を「古材文化の会」と変更し、一昨年より「伝統建築保存・活用マネージャー養成講座」を開講

し、伝統建築の保存・活用をコーディネートする専門家の養成を始めている。また、職能団体としては、「京都府

建築工業協同組合」では、よしやまちの町家での相談会の実施や、よし塾での若手大工技能者の育成等の活動を

行ってきたが、昨年は、図解「土塗壁と化粧軒裏の防火マニュアル」の作成出版をした。「京都府宅地建物取引

業協会」では、昨年度より「京町家専門小委員会」を協会内に設置し、京町家の活用についての勉強会を実施し

ている。その他不動産事業者をはじめとするいくつかの団体が連携しながら、「京町家不動産証券化」の取り組み

が今年度実施されたり、京都大学防災研究所を中心として各団体が協力して「京町家実大振動台実験」が実施さ

れ、補強された伝統工法の建物の強さが実証されたことも、町家の再生につながる大きな成果である。 
このような京町家の保全・再生の動きが活発化する中、一昨年度から、景観・まちづくりセンターを事務局とし

て、市民活動団体、職能団体、行政、学識者が集まり、それぞれの主体的な活動を大事にしながらも、連携する

ことによって、より充実したネットワークを作り、町家の保全・再生に向けての新京町家再生プランの策定を始め、

新たな取り組みを始めようとしている。そのような動きの中から、職種を超え京町家の住み手を支援するための有

志の団体である「京町家居住支援者会議」が、「京町家に住む智恵本」というパンフレットを出したことも特筆すべ

きことである。 
また、景観・まちづくりセンターでは、景観法の成立をきっかけとして、昨年度「京町家まちづくりファンド」を

設立し、その基金を運用し、今年度より京町家の主に外観に対しての助成事業をスタートし、着実に実績をあげて

いる。その他、京都市においても、「京町家再生賃貸住宅制度」や伝統工法の町家に対する「耐震改修助成」等

の制度も立ち上げ、町家の保全・再生にむけての様々な行政施策も充実を始めてきている。ただ、このような活

発な各主体の活動にも関わらず、京町家をはじめとする伝統工法の木造建築は、老朽化が進み、建て替え更新も

どんどん進んできている。既存の建物を保全・再生するだけでなく、新しい伝統工法の京町家が普通に作られてい

くシステムができていくことが今後の大きな課題となっていくであろう。 
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４） R2 センター設置の意義 

概要でも述べたとおり、京都市は歴史都市として世界的に知られており、実際に、伝統建築が国内の

他の地域よりも多く現存している都市でもある。また「京都議定書」が締結された都市として環境問題

への取り組みが注目される中、全国の代表として京都市をモデルに取り上げ「全国の市町村に向けてセ

ンターの設置」を発信することの意義は大きい。 
しかし、京都市では、とくに伝統建築保全について以下のような問題を抱えている。前述のように、行

政や各種民間団体の取り組みが盛んに行われているが、市の人材・予算不足の問題*5、団体間の情報

交換や交流といったネットワーク基盤が十分に形成されていないこと等である。このため、住宅の保全や

活用に関する情報を総体的に把握することが難しい現状である。市民にとっては、住宅の活用に関して

情報や助言を得たい際、どこに相談すればよいか分かりづらいものになっている。こうした状況を打開す

るには、R2 センターが積極的に情報の収集・発信を行い、市民への各専門団体の紹介や団体間の交

流の促進を行う等、市民が気軽にアクセスすることのできるしくみを構築することが必要である。 
また、行政や民間団体の取り組みは、骨董的価値の高い伝統建築の保全に偏重しており、その他の

一般住宅、とくに現代的住宅の維持・活用にはあまり重きを置いていないため、環境面へも配慮し、持

続的な住まい作りや日本の伝統的素材を取り込んだライフスタイルを提案する必要がある。 

 
５） 京都市における活動計画の概要 

京都市に R2 センターを設置する際、市を大きく中部地域、南部地域、北部及び西部地域の３ つの

地域に分け、それぞれの地域に拠点となるセンターを設置する。 
まず、図の真ん中の破線で示した地域を京都市中部地域とし、R2 センターの中核業務を担う拠点を

設置する。この地域は、主に中京区・上京区・下京区の３ 区内の市街地（商業・住宅地域）を中心と

する地域であり、R2 センターへの市民のアクセスがよい場所である。とくに、情報発信、市民との交流、

行政情報の入手のしやすさ等の利点があると考えられる。図 6 に丸で示した点は、R2 センターの本部

の位置を示している。ここでは、主に相談業務を中心とした活動を行う予定であるが、それとともに、R2
センターが中心となり市内の各活動団体の情報をリアルタイムに収集・発信する。各活動団体の横のつ

繋がりを強化することで、それぞれの団体の活動が相乗的に促進されることが期待される。 
つぎに、図の下部を中心とした破線で囲まれた部分は、京都市南部地域（京都駅以南の南区・伏見

区が中心）を示している。この地域は、住宅地域の範囲が広く家屋数が多いため、相談の件数も多く

なると予想される。また、主要道路沿いには工場地帯が広がっており、比較的規模の大きいストックヤ

ードの設置に適している。したがって、この地域のセンターの役割は、通常の相談業務に加え、古材や

その他の住宅素材の収集・運搬・保管等の業務も担うものとする。また、市街地では開催が難しいイ

ベント等の会場としても活用が可能であり、市外からの利用者の呼び込みも望まれる。 
図の上の破線で囲まれた地域は、京都市北部・西部地域（北区・右京区・左京区が中心）を示し

ている。この地域には、住み手の居なくなった空き家が多いが、まだ十分に利用価値のある住宅も多く

                                                  
*5 現在、京都市では文化財登録担当者が一人しかおらず、図面作成・写真撮影・資料の作成等の業務を全て一人で行っ

ている。そのような体制では、木造建築が多い地域では、壊されていく価値ある建物を残していくことが出来ない。 
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残されている。したがって、この地域のセンターの役割は、農村での生活を希望する都市住民と古民家

をつなげる役割を担い、情報提供や居住のための支援業務を行う。こうした取り組みを通して、近郊農

村と中心部・南部の市街地との連携システムを構築することが期待される。 
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下京区
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■図６ 京都市の R2 センター設置の対象となる地域 

 

６） センター設置に向けて 

● センターの運営方法 
R2 センターは、行政的に箱モノを設置するのではなく、設立準備段階から多くの市民の参加によって

創設していくことが大切である。また、この地域拠点の運営は、地域に係わる多様な主体（ステークホ

ルダー）が係わることが必要である。市民、行政、企業が協働して、地域資産である伝統建築等の再

評価と活用に取り組む共同の舞台として R2 センターは運営される。 
活動資金も、伝統建築等の地域資産を生かしながら、より良い地域づくりを行う人と組織の連携の中

で生み出していく発想での多様なアイディアが生み出される。その中には、空き家の斡旋や貸し出し、

放置された建物を再生して地域福祉やコミュニティビジネスに活用すること等が考えられる。 
循環型社会を目指す上で、新築建物と既存建物の長寿命化も不可欠の課題である。建物の長寿命化は、

伝統建築の文化や職人の技術を継承する上でも重要である。そこで、R2 センターは地域の建築物を日

常的にメンテナンスして長寿命化するための多様な支援活動に取り組む。 

 
● センターの運営資金 
センターの運営資金としては、調査・相談に要する経費を行政からの支援を受けるほか、木造建築

所有者の登録料でまかなう。その他、下記のような手法で市民・企業等に協力を呼びかける。 
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 市民基金（寄付）…市民、企業  
京都市での「京町家まちづくりファンド」や新潟県の「むらかみ町屋再生基金」では、町家や武家屋

敷の活用や景観の保全を目的として基金の設立と運営が行なわれている。また、村上では観光協会が

プロジェクトに加わり、出資者に宿泊や土産物の割引等の特典がある。センターの設置される地域によ

っては、このような市民基金の取り組みも可能である。 

 
 クリック募金…企業  

札幌市では、ホームページで「環境教育へのクリック募金」を行なっている。この募金活動は、 
ホームページを見た人のクリック数に応じて、参加企業が寄付を行うシステムである。本センターでも、

企業Ｐ Ｒ ・社会貢献の一つとして企業の参加を募り、運営していくことも可能である。 

 
● 法整備、税制や融資等の社会的サポート体制の必要性 
良好な建築物による社会ストック形成を社会に根付かせ、「温暖化防止型ライフスタイル」を推進する

ためには、R2 センターを全国の市町村に設置して活動するだけでは不十分である。建物を新築するこ

とを優遇する法制度や税制、融資等の社会的しくみの改善が R2 センターの設置とともに必要である。 
特に、建物の耐用年数をきちんと評価し、耐用年数以下での解体には社会的な課徴金を課す法制度

の創設や伝統建築の改造や再生について融資制度を認めること、中古建築の適正な不動産評価システ

ムを定着させること等が重要である。特に、新築重視と言われる現在の住宅融資にしても、建物の価値

評価システムが曖昧で、多くを個人の返済能力や土地価格に依存し、建物自体の評価を十分に行って

いない。R2 センターの活動で建物の現存価値を正当に評価するシステムを確立することによって、金融

機関が伝統建築の改造や再生についての融資制度を創設する可能性が出てくる。 
歴史的文化的地域的に価値ある伝統建築を制度的かつ社会的にサポートすることは、地域センターの

設置と同等に大変重要な課題である。しかし、法制度等は住民主体の地域センターの活動なしには実

効をあげることはできないし、地域センターの活動と成果によって初めて意味を持つものである。 

 

● 循環型モデルハウスの提案 

R2 センターは、それ自体が持続可能な建物であることが重要である。例えば既存建築物や移築・再

生、国産材・古材の利用等、地域と風土にあわせた形であることが好ましい。新建材を使わない等、

循環型社会の見本となるような、魅力ある建築物でありたい。 
さらに完成後の運営においても、循環機能を満足させるべく設備に対しても配慮したい。たとえば太陽

光の利用、生ごみの堆肥化、さらに梱包材も使用済みダンボールや新聞紙等をリユースする等、細部ま

で行き届いた循環型センターを目指す。 
建物の様々なところに古材利用提案があり、店内にくるだけでものづくりのエネルギーを感じられ、市

民が半日集えるような場をつくり、伝統建築に関心のない人に利用してもらう。そうすることで、幅広い

層に伝えていくことが可能になる。 
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参考資料（６） R2 センターの活動内容イメージ 

R2 センターでの活動内容のイメージとして、以下にまとめた。 
≪取り扱う古材≫

 

・材木：  梁・柱等、天井板、      

            床の間、地板、造作材等  

・土 ：  壁土、瓦の土 

・瓦  

・石材：  束石、のべ石、飛び石等 

・建具：  板戸・障子・ガラス戸 

・畳 

・瓦土           

・歴史的文化財、地域の特色を残した建物等

の古材 

≪古材の販売方法≫ 

 

 
 
 
 

 

構造材も扱うが、市民が自主研修の材として、機

械解体により小さくなった材も扱う。 

 

建築関係者だけでなく、市民が気軽に利用できる

ように、選びやすい展示にする。 

 

土 

瓦 

畳 

荒壁の土 

庭のこば立て・外壁はばき等 

表替えをして再利用・土壁のスサ

リユース 
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● 古材 提案活用 

古材販売業者は確実に売れる銘木や手ほどきした長大な材だけを置

いて、選りすぐった材だけを扱い、解体現場の古材はほとんど遺棄され

ている。 
R2 センターでは銘木でない古材や、機械解体により商品価値の落ち

た材等も扱い、使い方のアドバイスをしながら、安価な無垢の木を提供

する。 
市民にとっては機械解体によって短くなった部材の方が扱いやすいこ

ともあり、日曜大工・補修の材としてストックし、新たな使い方の提案を

しながら販売する。また土・瓦等廃棄されるものも扱い、簡単に廃棄せ

ずリユースして物を使いまわすことを発信していく。 

つぎ木をして高さをあらわす 

 
 

雨戸 

障子 

瓦
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● 素材販売 （伝統の建築素材） 

伝統建築で使用されている素材は自然素材でつくられており、昨今の化学物質があふれる中（アトピ

ー・化学物質過敏症）、安全でしかも時を経て味のある風合いを出してくれる。安全な素材に対する高

まりもあり、健康的な家づくりの素材としても提供していけるものである。 
現在、インターネットで伝統素材を容易に手に入れることができるが、使い方を十分に知ることができ

ない。ここでは、そのような伝統素材を一堂に集め、手にとって素材の質感を確かめることができ、使用

例を見て、テスト使用等のできる場を提供しながら、充分な使い方のアドバイスとともに販売を行う。 
また、メンテナンス工房も併設することにより、補修の方法、道具の使い方、素材の使い方のアドバイ

スが可能である。より詳しく知りたい人は、セミナーに参加する。伝統素材を一同に見ることができ、商

品によっては少量でも計り売り等で無駄なく買えるようにする。 

 
販売商品 

道具 

大工道具・ 鋸
のこぎり

、 鉋
かんな

、 錐
きり

、 鑿
のみ

等 

左官道具・鏝
こて

、 鏝板、練り舟、練り鍬
くわ

等 
塗料 
・ベンガラ 
・建築用油（桐油・亜麻仁油等） 
・柿渋等 
土の材料 
・壁土 ・荒壁土<練り土）・スサ 
・珪藻土・漆喰等 

 
  
 
 

 
 

   

建築油 土壁のサンプル 

「手」道具 

出典：「木工手道具入門」p13

出典：山中油店ホームページより 出典：「別冊太陽・住み継ぐ家  古民家再生術Ⅲ」P4
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○A  市民がDIYによる自主改修・補修

＜メンテナンス工房＞ 

○B  職人・工務店による改修・補修

伝統建築も定期的にメンテナンスすること

で、長く住み継がれてきた。木造建築には

住まいの手入れが必要である。 

 

R2センターでは自主改修・補修する人に

は、古材活用アドバイザーが、古材・伝統

素材を使って適切なアドバイスを行う。また

補修全般を請け負い、小さな改修工事や補

修を取り扱う地域工務店を根付かせ、地域

の家を守ってくれる職人と住人をつなぐネッ

トワークを作っていく。 

 

家の補修に関して様々な家の問

題（雨漏り・建具の建付け等）を一

箇所で解決してくれる工務店。 

長く家を見守ってくれ、相談にも

気軽に応じてもらえる住まいの町医

者のような工務店。 

 

改改修修、、補補修修のの事事例例  

・雨漏り、とゆの補修 

・壁のバランスの改善 

・建具の歪みを直す 

・土壁の補修 

・外壁の塗装 

古材活用アドバイザーがアドバイス 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出展：「リビングデザイン CLUB OZONE」P6、P24、裏表紙 
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ＤＩＹ・・物を大切にし、それを自分自身で作り出していく 
・住まいの修理や補修を自らの手で創造していく   
 

住生活の分野で、当初 DIY の目的は住まいの修理・補修などに向けられていた。   
近年、住宅の進化・人々の生活感覚の洗練を背景に、修理や補修を抱合した上で、 
快適な生活空間を自らの手で創造して行こうという積極的な志向に変わってきた。   

センターでは古材活用アドバイザーが修理や補修の仕方をアドバイスして、自主  
改修、家作りのサポートをする。  

「自分で直す」・「自分で作る」・「自分らしい家づくり」  

自主改修することで 
 
家づくり・改修の時、設計家・工務店に全て

まかせると、自分の考えが決まらないうちに

でき上がってしまうときがある。自分で進め

ていくと、最初はなかったような考えも出てく

る。 

 

・古材を使って自分のライフスタイルに合っ

た独自性のある空間が作れる 

・改修・補修の知識を得ることによって地域

や災害時のボランティア活動ができる 

・ローコストで良質な素材（古材）で改修・

補修ができる 

・補修の知識を得ることで、継続的なメンナ

ンスができる 

  
  
  

 
   
 
  
   

 
    

 
  

   
   

 

古材・伝統素材を使ってDIY 

  

○A
 
市民 DIY 自主改修
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○B  職人・工務店による改修・補修 

 

腐った部分を新しい材で継ぐ（柱の根継ぎ－柱の

足元が腐朽しているところを新材で継ぐ） 

など、昔から受け継がれてきた木を使い切る技術

を伝えながら、伝統建築を次世代に残していく 

 

柱のうめ木 

腐朽した丸太梁を継ぐ 

伝統建築を長く住み続けるために、様々な手法を

用いて、古い部材も生かしながら改修・補修をお

こなっていく 

〈伝統建築の改修・補修〉 

 

躯体の損傷がひどく建て替える場合でも、できる限り古い建物の部材を生かす。 

 〈現代の住宅改修・補修〉 

 伝統建築の使いまわしていく考えを現在の住宅にもあてはめ、改修の際も部材の有効な再

利用をはかる（今まで残せなかった在来の木造建築も改修して、住みついでいく）。  
 
 
  
 
 

 
 瓦の再利用 

新しい瓦と古い瓦をうまく取り合わせる 

瓦の再利用 

瓦の葺き替えの時、傷んだ野地板を補修し、屋根

の瓦は手渡しでおろし、使えるものは再利用する 

 

出典：チルチンびと 12 号 P54 

柱・床柱等構造材の再利用 

↓ 

半割りにしてデッキ材、玄関の上が

り框に活用 

出典：チルチンびと 12号 P54 

基礎コンクリートを粉砕機で砕く 

        ↓ 

基礎下と床下の土間コンクリート下の

割栗石へ活用 
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組子 

欄間 

古材を使ってものづくりを

する人達に様々な使い方の

提案をする。古いものを生

かしていくことを、楽しみ

ながら体感していく 

 

古材や廃棄処分されるもの

等を、アーティストや木工

作家に新しい感性で、自由

なアレンジのものを製作し

ていく 

 

古材の楽しい使いかたを提

案し、人々に長く愛される

ものづくりを行なっていく 

 

若手アーティスト、木工作

家の研修、作品作りの場で

もある 

<桐たんす> 

桐のたんすは市場に流通

しない為、ほとんどが廃棄

されている 

把手 

内引き出しと古材 

アーティスト工房 

ローボード 

   伝統建築文化→地場産業 

・職人・デザイナー・地場産業とのコラボレーション 

・伝統建築を支える職人の技術を現在の空間にいかす 

・新しいデザインをとりいれるのでなく、昔からの形

をそのまま残して、視点をかえて、使い方の提案を

する 

・伝統・地場産業の、ものづくりの人達の出会いの場

を提供する 



参考資料（7） シンポジウム実施記録 

1） 概要 

 
■タイトル    「全国の市町村に木造建築リデュース・リユースセンターを設置」公開意見交換会 
■日時      平成 19 年 2 月 18 日(日) 13:00 - 16:00 
■場所      京都府・秦家 
■参加費     無料 
■定員      40 名 
■コメンテーター 桑原次男氏（株式会社クワバラ・パンぷキン） 
   橋本征二氏（独立行政法人国立環境研究所） 
■プログラム 
 12:40 会場 
 13:00 挨拶 
 13:10 調査結果の報告 
 14:10 休憩 
 14:25 報告内容への意見・感想・質疑 
 16:00 終了 
 

発表する様子 休憩時間 意見交換 
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2） 発表スライド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１                               ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３                               ４ 

５                               ６ 

７     
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８                               ９ 

10                               11 

12                               13 
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14                               15 

16                               17 

18                               19 

20                               21 
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3） 質問・意見要旨 

意見交換会で出された質問・意見を以下にまとめる。 

 
● リユースのしくみ 

・ 法律では、再利用される資源（もっぱら物）は、3 種類ある（金属くず、紙くず、繊維くず）。こ

れに木くずを加えればよいが、法律を変えるのは困難である。 
・ 古材が廃棄物であるかどうかは、有償か無償かで決まる。NPO が扱う分には問題ないが、業者

が参加すると不法投棄になる可能性がある。 
・ 建設リサイクル法には抜け穴が多く、施工主が届出をするということになっているが、ほとんど事

業者が行っている。 
・ 木材の処理代はチップのほうが安く、分別すると処理費用が高く、機械解体だと分別の手間が必

要となるので、どちらをとるかは解体業者次第である。 
・ 最近、古材の釘をそのまま打ち込み 100 本を番線でくくって中国へ輸出している。海外では木材

が不足しており、木材が海外に流れる可能性が高くなっている。 
・ 関東ではチップはほとんど発電所に送られ、燃やされてバイオマス発電に使われている。バイオ

マス発電施設が増え、業者の綱引きも始まりつつある。 
・ リサイクル認定制度がある。認定は難しいが、古材のリサイクルセンターをつくって、京都議定書

のルートといえば認定してもらえるかもしれない。 
・ 古材を選ぶといいとこ取りになるので、場所があれば、建物を建ったままで購入して、一件分所

有しておくやり方はよい。 
・ 古材を一本ごとに、有償で買うのが一番よい方法である。 

 
● リデュースのしくみ 

・ 保険制度のように複数年で契約し、サービスとして毎年定期点検を行い、修理が必要な場合はそ

こから補填する形に将来的にしていけたら良い。 
・ R2 センターは、基本的には全ての木造建築を対象とするが、既存の住宅のリスト化を進める中で、

リユースする価値があるかどうかを R2 センターが判断していく。全てを網羅しておき、伝統的な

価値があるものを R2 センターが選ぶ。 
・ 京都の町屋の場合、5 年後を見据えて動けるしくみづくりをする必要がある。5 年間は売りに出し、

その間に希望者がいるなら売るシステムができれば、うまく回るのでは。 
・ 町屋の解体には、不動産業者や相続が絡んでいる物件が非常に多い。不動産屋が解体して更地

にしている。 
・ 町屋の改修には銀行がお金を貸さない。住宅ローン減税もない。そのため工期がずれこんでくる

ので、法の整備が必要。 
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● R2 センターの設置へ向けて 

・ R2 センターが地域の空家情報センターになり、実際に住まう場合にアドバイスをする等のコーディ

ネートができる可能性があれば、行政は地域を守るために運営資金を出せるのでは。 
・ いきなり全国につくるのは無理なので、いくつかモデルケースを数年行うことになる。 
・ 行政が機械的に設置するのではなく、古材のよさがわかる人が運営することで始めて意味がある。

全国の市町村とまでいかなくても、多くあることに意味がある。 
・ 産廃が適正に処理されていないということで、全国の都道府県に処理センターをつくる動きがあり、

その処理センターにそうした機能を組み込んではどうか。 
・ リユースを進めるためには処理センターのそばに置いた方が良いし、リデュースの点では人が集

える場所が良いので難しい。センターの場所を目的に応じて分けるということも一つの手である。 

 
● 全体的な考え方 

・ 国土交通省が地域産材を使う山の推進等を進めている。各省庁で行われる環境政策や住宅長寿

命化施策を結んでいくことでできる。 
・ 国には文化財等の買取制度はあるが、今まで適応したことはないし、予算もない。国が買えない

ので都道府県や市町村に買うように押し付けている。行政が買い取った後でどう活用するかが問

題であり、市民センターにする等の利用が考えられるが、広く民間業者に貸し出し、改修する手段

があればよいかもしれない。デンマークでは市民が持ち寄った粗大ゴミのうち使えるものを市民に

提供している。 
・ もったいないので伝統建築を壊さないという考え方から、一般住宅の長寿命化への普及啓発に繋

がっていくと思う。 
・ 循環型社会という言葉は新しいが、発想は昔からあることなので、昔からある文化や考え方を受け

継いでいくことを考えると、やはり教育が重要である。 
・ 温暖化や循環型という複数の目的にまたがっているため、環境の概念が漠然としている。最終的

にどちらかに絞る必要がある。 
・ 建具や古材のリサイクルは、倉庫には税金もかかり商売にならないため、そこからの収入は考えら

れない。町並み保存を強調しないと、運営面で行き詰まりかねない。 
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執筆者・協力者一覧 

（敬称略、五十音順） 

 

 

吉岡 真弓 

有限会社 丸山事業 
NPO法人 村上観光ルネッサンス 
木材開発 株式会社 京都チップ工場

荒井 道子 
奥 美里 
熊田 孝 
北村 統之 
桑原 次男 
田中 志帆里 
平井 忠司 
藤岡 龍介 
細谷 悦史 
山田 彰 

●協力者 

京都市 
財団法人 京都市景観・まちづくりセンター 

京都府 
湖北古民家再生ネットワーク 

阪南産業 株式会社

ひでしな商店 
株式会社 クワバラ・パンぷキン 

丸協建材 株式会社

●執筆者 

大白 紗愛 
大屋 みのり 
笠原 啓史 
栗山 裕子 
白石 宏治 
白石 秀知 
城間 奨 
田中 貴子 
力石 教夫 
永井 規男 
中川 等 
中村 祐希 
夏梅 真澄 
成田 真澄 
橋本 征二 
福山 雄志 
松田 直子 
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HP：http://www.wood.jp/kbank/ 

e-mail：kozaibunka@ybb.ne.jp 

TEL：075-532-2103   FAX：075-551-9811 

 
〒605-0981 京都府京都市東山区本町 17-354 

 
特定非営利活動法人 古材文化の会 

平成 19 年 3 月 

「全国の市町村に木造建築リデュース・リユースセンターを設置」 
事業に関するフィージビリティー調査業務報告書 

 

平成 18 年度環境省請負事業 
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