
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画条件と課題整理 
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１．上位・関連計画及び既往調査等の把握 

 

１－１．町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」－平成 23 年（2011）12 月、 

町田市５ヵ年計画１７－２１－平成 29 年（2017）2 月 

「町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」」－平成 23 年（2011）12 月及び「町

田市 5 ヵ年計画 17－21」－平成 29 年（2017）2 月では、香山緑地の整備については

以下のように重点事業として位置付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■重点事業6 ⾹⼭緑地の整備（基本計画体系Ⅲ－3－1－2） 

事業概要 ・⾹⼭緑地を町⽥市の観光拠点の⼀つとするため、美しい庭園と存在感のあ
る書院造の建物を活かした緑地として整備します。 

⽬標 ⾹⼭緑地の整備 新規／継続 新規 
現状値 ― ⽬標値 2020年度⼯事着⼿

業費概算 351百万円 所管部 都市づくり部
  

町⽥市は、都内でも有数の商業拠点とし
て、市外からも多くの買い物客を惹きつけ
ています。また、⽂化芸術活動やスポーツ
活動が盛んで、著名な⽂化⼈やスポーツ選
⼿を数多く輩出しています。これからも町
⽥市が「賑わい」のあるまちであるために
は、少⼦⾼齢化や他の商業集積地の台頭な
ど、さまざまな社会経済環境が変化してい
る中でも、多くの⼈を惹きつける魅⼒を持
ち続けることが必要です。 

そこで、商業を中⼼とした産業の育成や
活性化、さまざまな世代が⽂化芸術、ス
ポーツを核に活躍し、交流できる場づくり
などの取り組みを進めます。また、まちの
魅⼒を発掘、創造し、それらを発信してい
く取り組みを進めます。 

基本⽬標 

基本政策 

政策 

まちづくり基本⽬標
賑わいのある
まちをつくる

ま
ち
の
魅
⼒
を
発
信
す
る 

ま
ち
の
魅
⼒
を
⾼
め
る 

魅
⼒
に
あ
ふ
れ
、
何

度
で
も
訪
れ
た
く
な

る
ま
ち
を
つ
く
る
。 

概要

「町田市基本計画「まちだみらいづくりプラン」」－平成 23年（2011）12 月

「町田市 5ヵ年計画 17-21」－平成 29年（2017）2月
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１－２．町田市緑の基本計画 2020 一部改訂－平成 28 年（2016）3 月 

「町田市緑の基本計画 2020」－平成 28 年（2016）3 月では、香山緑地の整備につ

いては、町田の緑の８つの基本方針のうち、以下の２つについて関連性が高いと考えられ

る。 

 

 

 

  

「町田市緑の基本計画 2020 一部改訂」－平成 28年（2016）3月による図を一部加筆

香山緑地 
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「町田市緑の基本計画 2020 一部改訂」－平成 28年（2016）3月による図を一部加筆

香山緑地 
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また、この２つの基本方針に沿った施策を推進するための関連する事業は以下のとおりである。 

 

基本方針（１） 
多摩丘陵を支える骨格的な水と緑の緑地環境を継承します 

緑のしくみづくり 

 

具体的事業 32 緑地の保全や活用計画の策定（優先） 

内容 

公園施設や地域制緑地として確保された緑地について、生物多様

性など自然環境としての質の保全や、エコツーリズムやレクリエー

ションの場の提供など適正な活用を行うために、それぞれの緑地の

持つ特性や周辺環境、さらには市民ニーズなどを踏まえた緑地の保

全・活用計画を市民、NPOなどと協力して策定します。 

≪事業予定箇所≫ 

●三輪緑地 

●町田薬師池公園 四季彩の杜 西園 

●その他、管理団体と協働で管理を行っている緑地 等 

推進体制 実施主体 関連主体（順不同） 

 
実施・関連主体 行政 市民、ＮＰＯ 

行政内関連部署 公園緑地課 産業観光課 

 
基本方針（６） 
緑に関わるさまざまな資源を活かして人々の交流を生み出します 

公有地緑化の推進 

 

具体的事業 11 史跡・文化財周辺の緑化 

内容 

緑と一体的な環境にある史跡・文化財などの歴史的資源を活かし

て、エコツーリズムなどの観光資源とするため、史跡や文化財など

と一体的な緑地の整備などを推進します。 

また、整備後の維持管理に努めます。 

≪事業予定箇所≫ 

【整備済み施設の維持管理】 

●本町田遺跡公園、民権の森公園、田端環状積石遺構（継続） 

【新規緑化・施設整備等】 

●フットパス、ハイキングコース等周辺の史跡・文化財 等 

推進体制 実施主体 関連主体（順不同） 

 
実施・関連主体 行政   

行政内関連部署 公園緑地課 町田市立博物館、生涯学習総務課 

 

緑の保全と活用 

 

具体的事業 26 フットパス振興事業（環境整備）（優先） 

内容 

里山あるき、まちあるきを通じてより多くの方に貴重な緑や景観を

残していくことの大切さを感じていただけるよう、フットパスの普

及を進めていきます。また、フットパスコースを歩く方を誘導し、

地域に迷惑のかからないようにしていくため、案内板や道標の設置

を進めていきます。 

≪実施内容≫ 

●案内板・道標等整備事業 

推進体制 実施主体 関連主体（順不同） 

 
実施・関連主体 行政 市民、ＮＰＯ 
行政内関連部署 産業観光課 － 
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１－３．町田市観光まちづくり基本方針－平成 29 年（2017）5 月 

「町田市観光まちづくり基本方針」－平成 29 年（2017）5 月では、町田市の「観光ま

ちづくり」の将来像と３つの基本施策を以下のように示している。 

 

基本施策１ 町田ならではの地域素材の洗い出し・磨き上げ 

基本施策２ 観光まちづくりの担い手と態勢づくり 

基本施策３ 地域素材が持つ魅力の伝達と交流の拡大 

来訪者へのヒアリング等による基礎データの収集を行うとともに、地域住民以

外の力も借りて、今ある地域素材の洗い出しと磨き上げを行い、町田ならではの

体験を提供し、何度も足を運びたくなるような魅力ある地域資源にします。 

地域でのおもてなし機運の醸成、体験プログラムやガイドウォークツアーの充

実、観光案内人の担い手の拡充などを行い、市民全体で来訪者をおもてなしがで

きるよう、観光まちづくりの担い手づくりと態勢づくりを行います。 

情報を伝達するターゲットを明確にするとともに、来訪者による情報発信を促

進するための仕組みをつくります。これにより、来訪者と地域住民の交流を拡大

します。 

※地域資源 多くの人が魅力を認識し、来訪する目的となっている素材 
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１－４．町田市都市計画マスタープラン・地域別構想編－平成 25 年（2013）6 月、 

実施方針編－平成 29 年（2017）4 月 

「町田市都市計画マスタープラン・地域別構想編」－平成 25 年（2013）6 月では、鶴

川地域のまちづくりの目標と香山緑地に関連するまちづくりの方針は以下のとおりとなって

いる。 

 

 

  

鶴川駅が玄関口を担う北部の丘陵域、鶴見川や真光寺川、代官屋敷や香山園などの周辺

に豊富にある自然・歴史・文化資源を活かしながら、和光大学ポプリホール鶴川（鶴川

緑の交流館）を中心とした文化・交流の場を創出していきます。また、地域住民などと

ともにそうした資源の情報案内サービスの充実を図り、駅前の情報発信機能を強化し

ていきます。

日常的に歴史・文化を感じられる魅力ある地域をめざして、三輪緑山の西谷戸横穴墓群

の史跡保存事業の実施や芝溝街道（町３・４・１８）や鶴川街道（町３・４・２３）沿

いなどに点在する、香山園や代官屋敷、武相荘、寺社などの歴史・文化資源を保全、活

用していきます。 

三輪緑地や真光寺公園などの地域に点在する自然資源と歴史・文化資源をつなぐよう、

鶴見川・真光寺川沿いの陣転写歩行者専用道路や住宅地内の歩道を活用しながら、みど

り豊かで安心して散策できる歩行者ネットワークを形成してきます。 
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 ■鶴川地域の地域まちづくり方針総括図 
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また、「町田市都市計画マスタープラン・実施方針編」－平成 29 年（2017）4 月で

は、重点的に取り組むエリア・施策として香山緑地の整備が位置付けられている。 

 

No.  取組み方針 取組みの方向 具体的な施策 

施策の実施状況・着手目標

完了 実施中
おおむね

5 年以内

3 
駅
を
中
心
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
エ
リ
ア
（に
ぎ
わ
い
の
拠
点
の
形
成
） 

鶴川駅

周辺 

東の玄関口とし

ての副次核の形

成 

・駅周辺の商業・

業務機能の集積 

・駅南口の道路基

盤整備等の推進 

◆駅南口地区計画等

の都市計画決定・

変更 

◆駅南口土地区画整

理事業等の事業化 

 ●  

◆駅北口広場の再編

整備 

◆駅南北自由通路の

整備及び駅舎改良

等 

◆香山緑地の整備 

 ●  
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１－５．鶴川駅周辺再整備基本方針－平成 28 年（2016）10 月 

「鶴川駅周辺再整備基本方針」－平成 28 年（2016）10 月では、鶴川駅周辺の再整備

の目標と方針を以下のように設定し、このうち香山緑地に関係する内容は以下のとおりであ

る。 
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１－６．町田市景観計画－平成 21 年（2009）12 月 

「町田市景観計画」－平成 21 年（2009）12 月では、鶴川地域の景観づくりのテーマ

を設定し、景観づくりの作法について整理している。香山緑地と関連する部分は以下のとお

りである。 

 

①景観づくりのテーマ                          

１）尾根の緑に包まれた住宅地の景観づくり 

丘陵の尾根の緑に包まれた住宅地の姿が鶴川地域のまち並みの特徴です。また、真

光寺川や鶴見川などの河川や数多く見られる歴史・文化の面影も鶴川地域を特徴づけ

る要素となっています。それらの特徴を生かした魅力的な景観づくりを進めます。 

２）鶴川駅周辺の秩序ある景観づくり 

鶴川駅周辺では、まわりに広がる緑や商店街、住宅地の環境に十分配慮しながら、

地域の日常生活の中心として、また人々が集まり交流する場として、にぎわいのある

中にも秩序のある景観づくりを進めます。 

 

②景観づくりの作法                           

＜沿道＞ 

◇沿道開発の中にも歴史・文化の雰囲気を残す街道 

 

 

＜にぎわい＞ 

◇開発が進む鶴川駅周辺 

 

 

＜歴史・文化＞ 

◇地域の歴史・文化資源が数多く残された景観 

 

主要な道路の沿道では、周辺の住宅地の環境に十分配慮した景観づくりを行います。ま

た、街道沿いの旧家など歴史ある街道の面影を維持・保全し、それらと調和した景観づく

りを行います。 

鶴川駅周辺は、地域の顔としての景観づくりを大切にします。また周辺の緑豊かな環境

や住宅等に配慮しながら、一体感のある景観づくりを行います。 

こうした鶴川の歴史や文化に深く関わる主要な寺社や文化財の周辺では、周辺の緑の環

境と一体となった景観づくりを行います。 
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１－７．上位・関連計画での香山緑地の位置づけ整理 

序章及び第 1 章１．上位関連計画及び既往調査等の把握のうち１-１～１-６をもとに香山緑地の位置付けを整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 香山（かごやま）緑地内にある書院造の既存建築物、池泉回遊式庭園、埋蔵文化財を包蔵する樹林地について、その歴史的価値を保ちながら、

鶴川地域の観光の拠点の一つとして有効活用を図るため、その保存活用と整備の基本的な方向を定め、基本構想を策定することを目的とする。 

業務の目的 

基本政策 3 魅力にあふれ、何度でも訪れたくなるまちをつくり 

政策 1 まちの魅力を高める 

施策 2 まちの魅力を活かした観光の推進 

■重点事業 6 香山緑地の整備（基本計画体系Ⅲ-3-1-2） 

香山緑地を町田市の観光拠点の一つとするため、美しい庭園と存在感のある書院造の建物を活かした緑地として整備します。 

町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」 

上位関連計画でのとらえ方 

1. 香山緑地を町田市の観光拠点の一つとするために、美しい庭園と存在感のある書院造の建物を活かした緑地として整備する。 

2. 多摩丘陵を支える骨格的な水と緑の緑地環境を継承し、緑に関わるさまざまな資源を活かして人々の交流を生み出すことに貢献する緑地とする。 

3. 地域資源を洗い出し・磨き上げ、地域での担い手と態勢づくりを行い、来訪者と鶴川住民の交流を拡大する。 

4. 鶴川駅周辺の魅力づくり、みどりと一体となった歴史・文化資源の保全及び自然・歴史・文化資源をつなぐ歩行者ネットワークの形成に貢献する緑地とする。 

5. 鶴川地域の付加価値を向上させ、鶴川駅周辺をネットワークする街なか回遊動線の形成に寄与する緑地とする。 

6. 鶴川地域を特徴づける歴史・文化の面影を生かし、鶴川駅周辺のにぎわいのある中にも秩序ある景観づくりに貢献する緑地とする。 

上位・関連計画での香山緑地の位置付け 

基本方針（1） 

多摩丘陵を支える骨格的な水と緑の緑地

環境を継承します 

緑のしくみづくり 

具体的事業 32 緑地の保全や活用計画

の策定（優先） 

基本方針（6） 

緑に関わるさまざまな資源を活かして

人々の交流を生み出します 

公有地緑化の推進 

具体的事業 11 史跡・文化財周辺の緑化

緑の保全と活用 

具体的事業26 フットパス振興事業（環境

整備）（優先） 

町田市緑の基本計画

基本施策 1 町田ならではの地域素材の洗い

出し・磨き上げ：今ある地域素材の洗い出しと

磨き上げを行い、町田ならではの体験を提供

し、何度も足を運びたくなるような魅力ある地

域資源にします。 

基本施策 2 観光まちづくりの担い手と態勢づ

くり：地域でのおもてなし機運の醸成、体験プ

ログラムやガイドウォークツアーの充実、観光

案内人の担い手の拡充などを行います。 

基本施策 3 地域素材が持つ魅力と伝達と交

流の拡大：来訪者による情報発信を促進する

ための仕組みをつくります。来訪者と地域住

民の交流を拡大します。 

町田市観光まちづくり基本方針 

鶴川地域の目標 

駅周辺の交通利便性の向上と情報発信機能の充

実により、人々の交流が生まれ活気があふれる東

の玄関口 

みどりにつつまれた環境と住まいの調和を守り、

安全で安心して住みつづけられるまち 

自然・歴史・文化資源の魅力を活かした、地域の

愛着や誇りの持てるまち 

2）テーマ別のまちづくりの方針 

ア）鶴川駅周辺の副次核としてのさらなる魅力づくり

ウ）代官屋敷などのみどりと一体となった歴史・文化

資源の保全 

エ）自然・歴史・文化資源をつなぐ歩行者ネットワー

クの形成 

町田市都市計画マスタープラン 

1）尾根の緑に包まれた住宅地の

景観づくり：真光寺川や鶴見川な

どの河川や数多く見られる歴史・

文化の面影も鶴川地域を特徴づ

ける要素となっています。それら

の特徴を生かした魅力的な景観

づくりを進めます。 

2）鶴川駅周辺の秩序ある景観づ

くり：鶴川駅周辺では、まわりに

広がる緑や商店街、住宅地の環

境に十分配慮しながら、にぎわい

のある中にも秩序のある景観づ

くりを進めます。 

町田市景観計画 

方針 2：快適で賑わいのある駅前空

間の創出 

（3）駅周辺施設の連携による賑わい

の形成 

香山緑地などの地域資源を活用し、

地域の付加価値を向上させる。 

方針 3：駅周辺の住環境の向上 

（1）駅周辺をネットワークする街なか

回遊動線の形成 

北口広場や自由通路、賑わい回遊

動線などの主要動線から香山緑地、

地区内の街区公園や鶴見川河川管

理用通路などをネットワークする。 

鶴川駅周辺再整備基本方針
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１－８．町田市 PPP／PFI 手法導入にかかる優先的検討の基本方針－平成 29 年（2017）6 月 

「町田市 PPP／PFI 手法導入にかかる優先的検討の基本方針」－平成 29 年（2017）6

月は、香山緑地の整備、運営、管理の検討をするにあたって、配慮すべき事項であり、その

要点を抜粋する。 

 

第１ 総則 

 

１ 目的 

この基本方針は、優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより、新たな

事業機会の創出や民間投資の喚起を図るとともに、公共施設等の総合的かつ計画的な管理

を進め、もって未来を見据えた公共施設・公共空間のより良いかたちを実現していくこと

を目的とする。 

 

３ 対象とするPPP/PFI手法 

基本方針の対象とするPPP/PFI手法は次に掲げるものとする。 

(1)民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法 

①公共施設等運営権方式 

②指定管理者制度 

③包括的民間委託 

④O（運営等Operate）方式 

(2)民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法 

①BTO方式（建設Build-移転Transfer-運営等Operate） 

②BOT方式（建設Build-運営等Operate-移転Transfer） 

③BOO方式（建設Build-所有Own-運営等Operate） 

④DBO方式（設計Design-建設Build-運営等Operate） 

⑤RO方式（改修Renovate-運営等Operate） 

⑥ESCO 

(3)民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法 

①BT方式（建設Build-移転Transfer）（民間建設買取方式） 

②民間建設借上方式及び特定建築者制度等（市街地再開発事業の特定建築者制度、特定

業務代行制度及び特定事業参加者制度並びに土地区画整理事業の業務代行方式をい

う。以下同じ。） 

 

第３ 優先的検討の対象とする事業 

次の１及び２に該当する公共施設整備事業を優先的検討の対象とする。 

 

１ 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活

用する効果が認められる公共施設整備事業 

(1)建築物又はプラントの整備等に関する事業 
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(2)利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 

 

２ 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業 

(1)事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業（建設、製造又は改修を含むものに

限る。） 

(2)単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業（運営等のみを行うものに限る。） 

 

第４ 適切なPPP/PFI手法の選択 

１ 採用手法の選択 

市は、優先的検討の対象となる公共施設整備事業について、次の第５の簡易な検討又は

第６の詳細な検討に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当該事業の品質

確保に留意しつつ、 も適切なPPP/PFI手法（以下「採用手法」という。）を選択するもの

とする。この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法

を選択できるものとする。 

 

２ 評価を経ずに行う採用手法導入の決定 

市は、採用手法が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に定めるところによ

り、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。 

(1)指定管理者制度…第５の簡易な検討及び第６の詳細な検討の省略 

(2)当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なもの

に該当する場合におけるBTO方式…第５の簡易な検討を省略し、第６の詳細な検討を

実施 

(3)民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって、当該提案において、従来型

手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な

評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手

法…第５の簡易な検討を省略し、第６の詳細な検討を実施 

 

第５簡易な検討 

１ 費用総額の比較による評価 

市は、別紙の町田市PPP/PFI手法簡易定量評価調書により、自ら公共施設等の整備等を行

う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額

（以下「費用総額」という。）を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。

第４において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定

し、その も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うも

のとする。 

(1)公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用 

(2)公共施設等の運営等の費用 

(3)民間事業者の適正な利益及び配当 

(4)調査に要する費用 
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(5)資金調達に要する費用 

(6)利用料金収入 

 

２ その他の方法による評価 

市は、採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるとき

は、１にかかわらず、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評

価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。 

(1)民間事業者への意見聴取を踏まえた評価 

(2)類似事例の調査を踏まえた評価 

 

第６詳細な検討 

市は、第５の簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された公共施設整備

事業以外の公共施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなど

により、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら

公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、

費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。 
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１－９．鶴川香山園耐震調査－平成 29 年（2017）3 月 

「鶴川香山園耐震調査」－平成 29 年（2017）3 月について業務概要と調査結果となる

部分を抜粋する。 

 

1．業務概要 

 

・委託概要 

委託件名：鶴川香山園耐震調査業務委託 

委託場所：町田市能ヶ谷二丁目１７番地1 

委託期間：2016年9月7日から2017年3月15日まで 

受託者：株式会社文化財工学研究所 

 

・調査対象建物の概要 

建物名：旧神蔵家 

建設年：明治39年（1906年） 

構造：木造、 

階数：平屋建 

延べ面積：約444㎡ 

屋根：寄棟本瓦型銅板葺（玄関：入母屋造、妻入、軒唐破風付、檜皮葺型銅板葺） 

桁行：28.18m 

梁間：9.09m（下屋含まず） 

高軒高さ：8.57m 

軒高さ：4.66m 

地震や火災等で大きく損傷した履歴はない。屋根は寄棟銅板葺きで、土壁や小壁付き

独立柱を耐力要素とした伝統的木造建物である。北側の一部に下屋として住居スペース

が増築されている。 

 

資料等 

『東京都の近代和風建築：東京都近代和風建築総合調査報告書』 

 

・業務の内容 

鶴川香山園耐震調査業務委託に係る調査、耐震診断、報告書の作成を行う。 
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2．構造部材断面調査 

 

旧神蔵家は明治39年の建物であり設計図等の資料は残っていないため、現地調査にて部材

の現有断面を確認し平面図、軸組図を作成した。 
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3．履歴外観調査・非構造部材調査・主要設備機器の調査 

 

調査結果まとめ 

 

現地調査の結果、玄関廻りと北側の柱に大きな傾斜がみられた。床組に断面欠損のある転

用古材が多いことや地覆に腐朽がみられることより修理工事が必要であると判断される。ま

た今後文化財指定や登録となると火災報知設備等の整備も必要である。 

以下に各部の調査結果の概要を示す。 

 

各部位 

基礎 玄関土間に割れがみられる。 

軸部 柱は全体的に北西方向への傾斜がみられる。玄関、Y8通りが顕著である。 

軒廻 茅負や裏甲の一部に風蝕がみられる。玄関廻りの傷みが目立つ。 

小屋組 屋根銅板の木下地は二重で構成されている（母屋上に野垂木、野地板にさらに

野垂木、野地板を設ける）。母屋直上の野地板に雨染みや汚れはみられるが、

半分程は取替え済みである。今回調査では新たに雨漏りが生じている箇所は見

受けられない。 

小動物の排泄跡や足跡が確認された。また箪笥などの存置物もみられる。 

屋根 目視の範囲では大きな問題は認められない。 

造作 後世に改修された補強壁等がみられるが、総じて大きな問題は認められない。 

天井 板割れや雨染みが各所にみられる。 

壁 一部に亀裂や剥離がみられる。小壁に過去の雨漏りか小動物の排泄跡の染みが

みられる。 

床 床不陸（敷居基準）は建物全体でみると1.5/1000程度であるが、東側⑪の桁行

方向の不陸が目立つ。 

（元畳敷部分は現在寄木フローリングの上にカーペット敷きであり今回調査で

は確認できなかったため対象外。） 

床下 床下は周囲の地盤と同レベルであるが、地覆や床束が土や落葉に接しており、

材下端の腐朽が目立つ。大引きや根太の一部に腐朽や虫害の痕跡がみられる。 

転用古材も多く、一部に割れがみられる。 

建具 板戸に割れがみられる。 

設備機器 ケーブルの経年劣化、分枝がテーピング処理などより、絶縁が悪いと思われ

る床下露出配管から漏水がみられる。 

 

4．耐震診断・補強計画 

 

（1）耐震診断の目的 

主に限界耐力計算法を用いて現状建物の耐震性能を把握する。  
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（2）参照資料 

参照資料は以下とする。 

・平面図、軸組図 

 

（3）構造概要 

（3－1）地盤について 

当該敷地の地盤調査資料はなく、詳細は不明であるが、現況建物の様子から不同沈下等

は確認できず、地盤は良好と思われる。 

 

（3－2）基礎構造について 

礎石+石場立てである。耐力壁周辺の柱脚金物は設けられていない。 

 

（3－3）上部構造について 

本建物は、木造平屋建ての住宅である。屋根は当初の形態は不明であるが、現在は寄棟

形式の銅板葺きである。壁は竹小舞・貫下地の土塗壁で仕上げは荒壁である。一般的な伝

統木造建築である。柱の径は135mm角の柱が も多く、120mm角165mm角の柱も混在する。 

耐震要素としては、全面壁（土壁・木摺り・筋交い）、垂壁・腰壁付き独立柱が挙げら

れる。現況では土壁のひび割れなどはなく、状態としては比較的よい。 

軸組みの測定の結果、建物の傾斜が確認されたが、建物全体に深刻な影響をもたらすも

のではない。 

 

（4）診断概要 

（4－2）診断方針 

○ 参照資料をもとに建物の荷重と耐力を算定し、重文診断要領に基づき、等価線形化法

により診断を行う。 

○ 診断は以下の２タイプについて行う。 

１）５章現状建物の耐震診断 

２）６章補強提案後の耐震診断 

○ 表層地盤は第２種地盤とする。 

○ 表層地盤における加速度の増幅率Gsの計算は、平成12 年建告第1457号第10第１項に規

定される略算法とする。 

○ 本建物は明治後期の建物である。調査した範囲において、蟻害等の被害は確認できな

かった。接合部や水平構面等についての構造方法について、現代において新築建物を

設計する場合には当然留意するが、本建物はそれら規準が制定される以前の建物であ

り、当然ながら現行規準には適合していない。しかしこれらの問題箇所については改

修によって十分健全にできるものと判断し、構造計算にあたっては以下の仮定（計算

の前提条件）を設ける。 

 部材は腐朽や蟻害、狂いがなく健全である。 
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 土壁は剥落がなく健全である。 

 接合部は継手・仕口の緩みが無く、応力が伝達でき健全である。健全でない個所に

ついては必要な処置を施し所定の性能を確保する。 

 基礎及び地盤は建物重量を十分に支持できるとともに、大地震時にも基礎は損傷しな

い。 

 

○ 本業務では等価線形化法による地震検討を主とし、横架材・小屋組の鉛直荷重に対す

る検討、屋根葺き材、外装材の暴風に対する検討等は行わないものとする。 

○ 大級の地震による応答変位まで、限界耐力計算で設定した構造条件を満足すること

を確認する。（構造部材の折損がなく、接合部がバラバラにならないことを確認する。

ただし、柱が折損する場合や、垂壁を構成する横材が抜けるなど接合部が破壊する場

合には、柱の折損や接合部の破壊を防ぐ方策を講じる、もしくは、柱の折損や接合部の

破壊を考慮した安全性の検討を行う。） 

○ 剛床仮定のもと、各層各方向について鉛直構面の水平耐力要素の復元力特性曲線を足

し合わせて層の復元力特性とし、それに基づいて層の損傷限界と安全限界を決定する。

従って、個々の水平耐力要素の損傷限界と安全限界は定義されない。 

○ 鉛直構面の水平耐力要素としては以下を仮定する。 

１）土塗壁（重文診断要領により復元力特性を算定） 

２）垂壁（腰壁）付き独立柱（重文診断要領により復元力特性を算定） 

３）各接合部はピンとして扱うが、貫や差し鴨居の仕口部のモーメント抵抗は、その接

合方法により耐力を適切に評価する。 

○ 垂壁（腰壁）付き独立柱の復元力特性算定は、各変形レベルにおける柱の折損を考慮

し、折損時より大きな変形レベルにおいては耐力をゼロとする。 

○ 耐力要素の評価は実験値によるものとし、実験値と異なる要素については適切に補正

し用いるものとする。 

 

（5）現状建物の耐震診断 

（5－5）現状建物の耐震診断まとめ 

（地震時） 

○ 中地震時・大地震時ともに各方向とも設計クライテリアを満足しない。 

各方向とも開口部が多く耐力要素が不足している。 

 

（風圧時） 

○ 稀、極稀に起こる暴風時における風圧力は、Y方向で損傷限界耐力以下、安全限界耐力

以下となった。 

 

（偏心率） 

○ 偏心率（P18参照）は1階において各方向とも0.以下であり、耐力要素の配置バランスは

よい。  
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（6）補強案建物の耐震診断 

（６－1）耐震診断方針 

（6－1－2）補強方針 

○ 本建物の魅力の一つは、開放的な伝統的日本家屋であるということである。補強方法

についてはこれらを踏まえ、現状の景観が大きく変化しないことに留意する。そのた

め今回補強案として採用したのは、鉄骨ブレースによるバットレス壁を、1階の西側及

び北側に配置する方法を採用した。これにより、外観の目立つ箇所への変更を 小限

とするとともに、既存建物と新設する補強壁を明確に分ける事で、将来的にさらに良

い補強方法が考案された際に、その妨げとならないようにした。また内部の変更を必

要としないので、工事費が抑えられる利点がある。 

 

（７）まとめ 

○ 補強案、各方向において設計クライテリアを満足した。 

○ 以上の診断結果は、各部材が健全であることが大前提となる。腐朽や蟻害を受けてい

る部材については、補修・部材交換を行う必要がある。 


	１．上位・関連計画及び既往調査等の把握



