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Ⅰ．研究目的、適用範囲
1．研究目的
（1）研究目的
京都市の歴史的市街地には建築基準法施行前（1950年11月23日以前）に建てられた地域の歴史・
文化を伝える約4万軒(2017年調査)の京町家が低層高密度に集積している。現在、地震大国日本に
おいて南海トラフ巨大地震の切迫性が危惧されており、これらの町家及び町家が集積した歴史的市
街地の安全性の社会的整備が喫緊の課題となっている。
しかし、これらの伝統構法の木造住宅（以下、
「伝統木造住宅」と略す）は、建築基準法上は既存
不適格建築物として扱われ、水廻りの改善等の小規模増築でも同法が適用されて大掛かりな改修が
必要となり、地域の伝統文化を保全しながら伝統木造住宅の住まいの質を高めて安心・安全かつ快
適に暮らし続けることが困難な場合が多い。
そのため、京町家をモデルに、既存不適格建築物の伝統木造住宅を、住まい手の負担の少ない方
法で、伝統文化を活かして安全性や住まいの質を容易に高めて安心・安全・快適かつ地球環境にも
負荷をかけない方法で暮らし続けることのできる、法基準に整合した改修方策を研究し提示する。
その結果、住み難さや安全性に対する不安等に起因する京町家の解体や空家増加を抑制し、京都
の歴史・文化を伝える住まい・生業の場としての京町家の適切な保全・活用の促進に寄与すると考
える。
（2）研究方法

1）本報告書は、当会の下記のこれまでの既存京町家の実態調査、耐震・防火実験、居住実験（20年
間）を含む各種研究及び京町家の住まい手・設計者・施工者・関係組織へのヒヤリング調査、各
種追跡調査、文献調査等を踏まえてとりまとめたものである。
＜京町家に関する当会の主な実態調査・実験等＞
①（2002～2003年）既存京町家の構造特性及び防火特性の実態調査（耐震・防火特性調査）
②（2000・2002～2003年）既存京町家の土壁せん断耐力実験による主要耐震要素の耐力性能の検
証、伝統的軸組構法の木造土壁の火災安全性実験
③（2008～2010年）既存京町家の構造総体としての耐震性能評価を取り入れた京町家改修指針作
成に向けた研究
④（2011～2013年）京都市都心部を対象とした戦時期の防火改修町家の現存調査
⑤その他、当会会員の建築設計者・施工者による実務実績
2）総合的視点から実効性の高い研究成果を出すために、研究メンバーは既存京町家の住まい手、
既存京町家の耐震診断・耐震改修設計・施工の実務経験豊富な設計者・施工者（大工、左官職）、
同研究に長年携わっている研究者、設計者の他に、様々な分野の研究者（防火・耐震・防災・文
化財保全、温熱環境研究等）、市民等が参画する方法としている。
2．適用範囲
（1）京町家の定義
本書で扱う京町家とは、広義の意味で、建築基準法施行前（1950年11月23日以前）に建てられた
伝統構法（伝統的な軸組構法）の木造家屋を指す。
（2）対象
1）京町家を住宅又は兼用住宅として保全・活用するための方策に絞る。用途を変更して保全・活用
するための方策については次段階とする。
2）建物単体の対策にしぼる。京町家が集積した地区レベルの対策については次段階とする。
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Ⅱ．京町家の耐震・防火特性
歴史的市街地に低層高密度に集積している京町家の耐
震・防火特性を建物単体と共に市街地レベルからも考える。
1．市街地特性
1.1 密集市街地＊1、1）、2）
（1）密集市街地の分布
市内には戦災被害が少ない旧市街地等を中心に、歴史的
な町割りの中に袋路を含む細街路（幅員 4ｍ未満の道）が集
中した密集市街地が広く分布している。
図Ⅱ.1.1 は、国の「全国共通指標」
（表Ⅱ.1.1）にもとづ
いて市が作成した密集市街地の分布である。該当面積は市
街化区域全体の約 14％（約 2,086ha）で、該当住宅戸数は同
区域全体の総棟数の約 22％（約 16 万戸)を占めている（2012
年資料 1））。
（2）行政の取り組み例
1）
「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」
1）の策定（2012）
市内の木造密集市街地は、歴史的な都市空間を継承する
ものである一方、法令等の理由からの建替え困難な敷地の
多さ、老朽化した木造住宅の存在など、地震等の災害時の避
難・消火困難性、延焼危険性等の都市防災上の問題を抱えて
いる。特に袋路が多く集中する場所は避難・消火困難性が高
く、喫緊の対策が必要になっている。

①都心部・旧市街地：歴史的に形成さ
れた整形な街区の中に袋路が数多く
存在している。
②西陣地域：町家等の古い木造建物が
多く残る地域。袋路等の細街路に狭
小敷地が連担。京都らしい町並み景
観が広くみられる。
③東山区：細街路が連続し、古い木造
建物が集積。観光地も多い。
④西部工業地域

⑤右京中部地域（太秦等）

図Ⅱ.1.1 京都市内の密集市街地 2）

表Ⅱ.1.1 密集市街地の指標 1）
指標

解説
①木造住宅 ・地区内で木造住宅が占める割合で、地区の燃え広がり易さを表す。
の密度

延焼
危険性
国の全国
共通指標
避難
困難性

・地区の燃え広がりにくさを表す。地区内における一定規模以上の道路・公園
等の空地面積と、地区内の全建物建築面積に対する耐火建築物等の建築
②不燃領域
面積の比率から算出される、地区面積に対する不燃化面積の割合。
率
・住宅戸数密度 80 戸/ha 以上、かつ不燃領域率 40％未満(又は木防率 2/3
以上、又は延焼抵抗率 35％未満)であると延焼の危険性が著しいとされる。
③地区内
閉塞度

・被災場所から幹線道路への避難のしやすさを表す。地区面積、道路幅員別
や道路形状（両端接続、行き止まり）別の延長、建物の耐震性能・防火性能
別の棟数から算定される確率指標。
・地区内閉塞度が「5 段階評価で 3、4、5」(避難確率が 97％未満である状態)
であると、避難困難性が著しいとされる。

①木防建ぺい率
京都市の
②通過障害率
特性を踏
まえた指 ③木造密集エリアの
広がり状況
標
④地区内の道に占め
る細街路の割合

・木造建物の建て詰まりを表す。地区面積に対する木造建築物（防火木造含
む）の建築面積の割合
・災害時に道路が倒壊建物などにより閉塞する割合
・本文Ⅱ.1 参照
・本文Ⅱ.2 参照
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そのため、京都市では平成 24（2012）年に「歴史都市京都
における密集市街地対策等の取組方針」を策定し、京都ら
しい風情や良好なコミュニテイを維持・継承しながら安全性
を確保して、地震時に市街地大火となった場合でも「建物等
が倒れず、避難ができるまち」
、さらに「燃えにくい、燃え広
がらないまち」を目指して様々な取組みを進めている。
2）優先的に防災まちづくりを進める地区
図Ⅱ.1.2 京都市内の密集市街地
前述の全国共通指標にもとづいて抽出した市内木造密集市
の中で優先的に防災まちづく
街地の中から木造建物の建て詰まり状況等の「京都市の特性
りを進める地区 2）
を踏まえた指標」
（表Ⅱ.1.1）等を加味して、防災まちづくり
を優先的に進める地区を市が 11 地区（約 360ha）選定している（図Ⅱ.1.2）
。同地区は、国が「地
＊2
震時等に著しく危険な密集市街地」 として 2012 年に公表した地区の中に含まれている。
同地区では、京都らしい風情や地域コミュニティを維持・継承しながら地区全体の防災性向上を
図るための防災まちづくりが地域と行政の連携で進められている。
1.2 道路特性 1）～5）
（1）細街路の分布
市内には歴史的町割りが残る旧市街地等を中心に細街路（幅員 4ｍ未満の道）が多く残っている
（図Ⅱ.1.3）
。
平成 30 年住宅・土地統計調査によると、市内住宅総数約 82 万戸の約 34％の住宅（約 28 万 1 千
戸）が細街路に面しており、そのうち幅員 2ｍ未満の道路に面している住宅は約 5 万１千戸である。
また、敷地が道路に接していない住宅は約１万 6 千戸となっている（表Ⅱ.1.2）
。

(中心部拡大)

図Ⅱ.1.3 京都市内の細街路の分布 4）
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2012 年資料

図Ⅱ.1.4 行政区別細街路の状況 4）
表Ⅱ.1.2 住宅の敷地に接している道路の幅員別住宅数－京都市内 3）

平成 30 年住宅・土地統計調査資料

敷地が接している道路幅員
2ｍ未満
居住世帯あり
（内 空き家）
計

4ｍ以上

敷地が道路に接
していない＊3

住宅総
数（戸）

４１,900

199,100

455,800

13,100

709,900

9,400

30,800

67,800

3,200

111,100

（9,000）

（29,800）

（64,400）

（2,900）

（106,100）

229,900（28.0％）

523,600（63.8％）

16,300（2.0％）

821,000

住宅数 居住世帯無し＊4
（戸）

2～4ｍ未満

2012 年資料

51,300 （6.2％）

表Ⅱ.1.3 京都市内に特徴的に見られる路地形態の例 4）
名称
①トンネル
路地

②専用通
路型路
地

解説
・細街路の入口上部を建物がトンネル状
に覆っている路地
・路地の幅員が狭い場合は、幅員によっ
ては建築基準法上、路地奥の建物の
建替え、増築、大規模修繕等は不可
・旗竿状敷地
・専用通路部分の幅員が 2ｍ未満の場
合は、建築基準法上、建替え、増築、
大規模修繕等は不可

（2）空き家と細街路の関係 6）
細街路は沿道建物の建て替え等に対して建築基準法の規制がかかるため、細街路に面する建物は
相対的に空き家が多いと言われている。一例として、平成 20 年住宅・土地統計調査によると、東
山区は特に細街路が多く、細街路に面した空き家の割合が 47.8％を占めている(図Ⅱ.1.5)。
空き家対策は、密集市街地、細街路対策と一体的に進めていく必要がある。
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図Ⅱ.1.4 京都市における接道状況別に見た空き家の割合（資料：平成 20 年度住宅・土地統計調査）6）

（3）行政の取り組み例 4）
1）
「京都市細街路対策指針」の策定（2012）
細街路では沿道建物の更新・修繕の困難さ、敷地の後退による敷地・居住空間の縮小化等により
道路拡幅が進み難く、沿道建物の老朽化・空き家の増加、地震・火災時の被害・延焼拡大、避難・
救助・消火の困難さ等、防災上の課題も多い。そのため、京都市では平成 24（2012）年に「京都市
細街路対策指針」4）を策定し、道の拡幅整備を基本としつつ、建物更新の円滑化、歴史的景観・京
都らしさの維持・再生、避難安全性向上の視点から個々の細街路特性に応じた多様な対策を展開し
ている。
2）新たな道路指定制度の導入による細街路の建て替え等の誘導
―「京都市細街路のみに接する建築物の制限等に関する条例」の創設（2014）7）、8）
①同条例は、これまで建て替え等ができなかった細街路について、建築基準法第 43 条第 3 項及び
第 43 条の 2 の規定に基づく一定の条件を満たす道を建築基準法上の道路に指定し、さらに沿道
建築物の敷地・構造・用途に関する制限等に関して必要事項を定めることにより、建築物及びそ
の敷地が接する細街路により形成される町並みの景観を保全・継承するとともに、木造建築物の
密集市街地において老朽化した建築物の建替えを誘導し、市街地の防災機能の向上を図ることを
目的としている。
②法に基づく「袋路 2 項道路」
（法第 42 条第 2 項の規定に基づく道路）、
「特定防災細街路」
（同左）
、
「3 項道路」（法第 42 条第 3 項の規定に基づく道路）、
「歴史的細街路」の指定により建て替え等
の誘導が可能になった範囲を表Ⅱ.1.5 に示す。
③歴史的細街路の指定
沿道の伝統的な建築様式による建築物及びその敷地が接する細街路により形成された町並み
景観を保全・継承し、細街路の安全性を向上させるために、3 項道路(道路後退緩和)のうち、該
当道路にのみ 2ｍ以上接する敷地の沿道建築物の構造に関して防火上必要な制限（図Ⅱ.1.6 内の
表）を付加する必要があるものを「歴史的細街路」として指定している。
具体的には、京都市市街地景観整備条例に規定する歴史的景観保全修景地区、界わい景観整備
地区、伝統的建造物群保存地区その他の歴史的な町並み景観を保全する必要がある地区内にある
ことが要件の一つになっている。
歴史的細街路に 2006 年に指定された事例を図Ⅱ.1.6 に示す。
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表Ⅱ.1.5 京都市内における細街路の状況（都市計画区域内の立ち並び＊5 のあるものに限る）3）、4）、7）、8）
＊ ・沿道建築物の敷地が該当細街路にのみ 2ｍ以上接している場合
・下表中の「建て替え等」：建て替え、増築、大規模修繕等
細街路

幅員 1.8ｍ以上 4ｍ未満
通り抜け(2 項道路)＊6

幅員 1.8ｍ未満

袋路

通り抜け

延長（km）

約 674（71.6％）

約 100（10.6％）

本数（本）

約 6,900（53.2％）

約 2,650（20.4％）

住宅数
（2018）3）

約 1,730（13.4％）

推定 229,900 戸

袋路
約 62 （6.6％）

約 941

約 1,680（13.0％）

約 12,960

推定 51,300 戸

・幅 1.8ｍ以上 2.7ｍ未満が多い。
主な特徴

・路線延長 70ｍ以上
の例が過半。

・路線延長 35ｍ未満が
多い。70m を超える
例も約 200 本有る。

建築基準
法上の規
定 7）、8）

・市では法第 42 条第 2
項の「2 項道路」に指
定している(袋路除く)
ため、沿道建築物の
敷地境界線を道路
中心線から 2m 後退
すれば建替え等可
能。

・法の「袋路 2 項道路」
に指定さ・れ、かつ、
一定条件を満たした
場合で、沿道建築物
の敷地境界線を道
路中心線から 2m 後
退すれば建替え等
可能 7）。

＊

約 105（11.2％）

計

・通り抜けと袋路は同程度の本数。
・袋路は延長が比較的短い例が多い
が、通り抜けは長い例が多い。
・沿道敷地の建築物は法的には建替え
等不可。
・但し、「特定防災細街路」（法第 42 条
第 2 項の規定に基づく道路）に指定
され、かつ、一定条件を満たした場
合で、沿道建築物の敷地境界線を
道路中心線から 2m 後退すれば建
替え等可能 7）。

・3 項道路指定による後退緩和：一定の条件を満たして法第 42・条第 3 項の「3 項道路」に
・指定された場合は、敷地境界線を道路中心線から 1.35～2m 後退すれば建替え等可能。
主な課題
の例

・敷地・居住空間の減
・少、道側の壁面線・軒
・線の不連続化

・同左、地震・火災時の
・避難・救助・消火の困
・難さ

・（建替え等が不可の場合）建物の適
切な維持・更新不可、老朽化の増
大、・安全性低下・

太線：3 項道路（幅員 2.7ｍ、9 路線）
項目

防火上の構造制限＊8

地上階数 3 階建て以下
各居室の
壁・天井

室内に面する部分（床面から
高さ 1.2ｍ以下の部分を除く）
の仕上：難燃材料

3 階に居
室がある
建築物

3 階居室から屋外出入口に通
じる主たる廊下・階段その他
の通路の壁・天井の室内に面
する部分の仕上：不燃材料

図Ⅱ.1.6 祇園町南側区域の歴史的細街路及び同細街路沿い建築物の防火上の構造制限＊7、7）、9）

3）袋路等始端部における耐震・防火改修事業 10）
袋路等の入口部にある建築物または袋路等の入口のトンネル部分の耐震・防火改修工事に対す
る補助事業である。
①対象 昭和 56 年以前に建築された建築物又はトンネル部分
②条件 イ）建築物 ・耐震改修により上部構造評点が 1.0 以上になること
・袋路に面する 1 階部分の外壁・軒裏を防火構造、窓を防火設備とする。
ロ）トンネル部分 耐震性を高め(構造部材の補強含む)、通路に面する外壁の防火構造
化、天井の準防火性能に準ずる構造とする 等
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1.3 法規制―防火
（1）準防火地域・防火地域（図Ⅱ.1.7）
市内の準防火地域・防火地域の指定範囲を図Ⅱ.1.7 に示
す。法 22 条区域は、図中、市街化区域内の着色のない区
域（旧久多村，旧花背村及び旧京北町（旧大字広河原の区
域含む）の区域を除く）が該当する。なお、後述のように、
東山区祇園町南側地区は伝統的景観保全地区に指定され、
防火地域・準防火地域の指定が解除されている。
（2）準防火・防火地域の指定解除―京都市伝統的景観に
係る防火上の措置に関する条例(2002) 11）
1）概要
同条例は、伝統的な建築物の意匠、構造及び構造・設備
に関する防火上の措置に関して必要事項を定めることに
より安全な都市環境を確保すると共に、伝統的な建築物に
よって形成された歴史的町並み景観を保全・継承すること
を目的としている。
必要な地域では都市計画の変更により防火地域または
準防火地域の指定を解除して「伝統的景観保全地区」とし
て指定することができ、2003 年に祇園町南側、小松町の各
＊
一部 7 (6.1ha)が指定されている。
2）認定建築物の構造・設備に関する基準(表Ⅱ.1.6)
同地区で建築等をする場合、主要構造部が木造の伝統的
な建築物又はこれに準じるもので歴史的町並み景観形成
に資するものとして認定を受けた建築物(認定建築物)は
表Ⅱ.1.6 の基準に適合させる必要がある。

項目

面積（ha）

構成比（％）

防火地域

176

1.1

7,205

48.0

準防火地域
法 22 条区域
伝統的景観
保全地区
計

50.9
6.1

0.0

14,980

100

図Ⅱ.1.7 京都市内の準防火地域等の
指定範囲（2019.12.6 時点）1）

表Ⅱ.1.6 京都市伝統的景観に係る防火上の措置に関する条例の認定建築物の構造・設備に関する基準 11）
部位等

規定内容

1.外壁の延焼の恐れのある範囲の
構造

①前面道路に面する部分：裏返し塗りの土壁真壁、又はこれと同等以上
の防火性能を有するもの
②上記①以外の部分：防火構造

2.化粧軒裏の延焼の恐れのある範
囲の構造

以下の①又は②のいずれかとする。
①防火構造
②当該化粧板裏側の不燃材料下張り＋面戸の不燃材料等＋面戸から
屋内方向 90cm の範囲内の野地板全部の不燃材料下張り

3.外壁の開口部の延焼の恐れのあ
る範囲の構造

①前面道路に面する部分等：網入りガラス又はこれと同等以上の遮炎性
を有する建築材料を用いた戸の設置
②上記①以外の部分：建築基準法に規定された防火設備の設置

4.各居室

・壁・天井の室内に面する部分の仕上；難燃材料

5.階居室から屋外出入口に通じる主
たる廊下・階段その他の通路

・壁・天井の室内に面する部分の仕上：不燃材料

6.台所・階段の天井又は壁の室内
に面する部分

・住宅用火災警報器または同等以上の性能を有する設備に屋外に警報
を発するための機能を付加したものの設置
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注釈
＊1 密集市街地：老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設＊9 が整備されていないこ
とその他当該区域内の土地利用の状況から、火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避
難上確保されるべき機能が確保されていない市街地のうち、住宅密度、不燃領域率及び地区内閉塞度の
いずれの基準にも該当するものとして京都市が定めるものをいう（京都市密集市街地・細街路における防
災まちづくり推進制度実施要綱）。
＊2 地震時等に著しく危険な密集市街地：密集市街地のうち、「延焼危険性」や「避難困難性」が特に高く、地
震時等において、大規模な火災の可能性、あるいは道路閉塞による地区外への避難経路の喪失の可能
性があり、生命・財産の安全性の確保が著しく困難で、重点的な改善が必要な密集市街地。京都府内では
13 地区、362ha（京都市 11 地区 357ha、向日市 2 地区 5ha）が該当する。
＊3 敷地が道路に接していない：空き地や公園などに接していて道路に接していない場合や、住宅の敷地と道
路の接している部分の長さが 2ｍ未満の場合 3）。
＊4 「居住世帯のある住宅：人が普段居住している住宅。「居住世帯のない住宅」：人が普段居住していない住
宅で、空き家（別荘、賃貸用住宅、売却用住宅他）等 3）。
＊5 立ち並び：交差点間の区間の道において、当該道のみにより接道義務を果たす建築物が少なくとも 2 棟以
上あること 4）。
＊6 京都市では基準時に立ち並びのある幅員 1.8ｍ以上 4ｍ未満の道を 2 項道路(建築基準法第 42 条第 2
項の規定に基づく道路)として指定している(袋路除く)。なお、基準時とは、建築基準法第 3 章の規定が適
用されるに至った日のことで、京都市の大部分の区域の基準時は、同法の施行日である昭和 25 年 11 月
23 日である 4）。
＊7 祇園町南側地区：京都市市街地景観整備条例の歴史的景観保全修景地区（1999）、街並み誘導型地区
計画区域、三道路指定（9 路線、2006）、京都市歴史的細街路にのみ接する建築物の制限に関する条例
の歴史的細街路。
＊8 不燃材料・難燃材料：用語の定義を表Ⅱ.1.7 に示す。
＊9 公共施設：道路、公園、緑地、広場、河川等。
表 Ⅱ.1.7 不燃材料等の要求性能
・通常の火災時に下記要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めたもの、又は同大臣の認定を受けたもの
分類
要求性能（建築基準法施行令第１条第 5 号、6 号、第 108 条 2）
要求時間
下記の①～③の全てを満たすこと。但し、外部仕上材は①と②のみでよい。
不燃材料
20 分間
準不燃材料 ①燃焼しない
10 分間
②防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない
難燃材料
5 分間
③避難上有害な煙、ガスを発生しない

引用文献
1）京都市、「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」、2012.7
2）京都市都市計画局まち再生・創造推進室、「平成 26 年度第 2 回京都住宅審議会資料 7、密集市街地、細
街路対策に係る取組について」、2014
3）総務省統計局、「平成 30 年住宅・土地統計調査」、2020.1.31
4）京都市、「京都市細街路対策指針」、2012.7
5）京都市、「京都市統計書」、2018
6）京都市、「総合的な空き家対策の取組方針」、2013.7
7）京都市、「京都市細街路のみに接する建築物の制限等に関する条例」、2014
8）京都市、「京都市道路の指定等に関する基準」、2014
9）京都市、「道の中心線からの水平距離及び歴史的細街路の指定」ＨＰ
10）京都市細街路対策事業補助金交付要綱、2020
11）京都市、「京都市伝統的景観に係る防火上の措置に関する条例、2002
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2．京町家の特性
2.1 現存数と分布
（1）平成 20・21 年度京町家まちづくり調査及び追跡調査(図Ⅱ.2.1～Ⅱ.2.4)
1）京都市が京町家等の残存を推測できる全域（戦前に市街化された地域及び旧街道沿い）を対象に
(公財)京都市景観・まちづくりセンター、立命館大学と共同で実施した平成 20・21 年度京町家
まちづくり調査の外観調査によると 47,735 棟の京町家等を確認している。また京町家の外観要
素の数が複数存在し管理状態が良好と判断された町家は約 1 万件であった。なお、同調査で用い
た「京町家等」とは、1950 年以前に伝統軸組構法により建築された木造家屋を指している。1）
2）平成 28 年度追跡調査によると、7 年間で計 5,602 軒の京町家等が滅失し、年間平均滅失率は約
1.7％、平成 28 年度の空き家率は 14.5％となっている。空き家と滅失の関係については、空き
家であった町家の滅失率が高い傾向にあり、滅失後の用途は戸建て住宅への建替えが多い 2）。
（2）平成 30 年住宅・土地統計調査 (表Ⅱ.2.1)3）
同調査によると、市内の住宅総数 82.1 万戸（居住世帯のいる住宅＊1 約 71 万戸＋居住世帯のい
ない住宅＊1 約 11.1 万戸）の約 45％（約 37.3 万戸）が木造住宅である。そのうち、居住世帯のい
る住宅について建築基準法施行（1950 年）以前に建てられた木造住宅は約 2.97 万戸で、その約 73％
の 2.16 万戸が裸木造住宅となっている。

図Ⅱ.2.1 平成 20・21 年度京町家まちづ
くり調査における調査範囲 1）

図Ⅱ.2.2 京町家の行政区別残存状況 2）

表Ⅱ.2.1 京都市内の住宅状況（平成 30 年住宅・土地統計調査）3）

単位：万戸、ｶｯｺ内：比率(％)

住宅
木造住宅
裸木造住宅＊2
総数
70.99(100)
33.04（46.5）
16.02（22.5）
総数
3.11（4.3）
2.97（4.2）
2.16（3.0）
2.87
2.77
1.99
居住世 1950 年以前 戸建て
に建築され
長屋建て
0.16
0.16
0.13
帯あり
＊
＊1
た住宅
専用住宅
2.79
2.67
1.95
店舗その他
0.32
0.30
0.21
総数
11.11
4.29
3.34
3.18
居住世 戸建て
0.42
0.40
帯 無 し 長屋建て
＊1
専用住宅
10.64
3.98
店舗その他
0.48
0.31
住宅総数
82.10
37.33
＊ 世帯数 3.12 万世帯、世帯人員 6.02 万人、1 世帯当たり延べ面積 106.10 ㎡
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防火木造住宅＊3
17.02（24.0）
0.82（1.2）
0.78
0.03
0.73
0.09

参考：上京区内学区範囲

北区

上京区

左京区

中京区

東山区

下京区

図Ⅱ.2.3 京町家の集積状況 1 京都駅以北エリア(平成 28 年度時点) 4）
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下京区

東山区

山科区
南区

伏見区

図Ⅱ.2.4 京町家の集積状況 2 京都駅以南エリア(平成 28 年度時点) 4）
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2.2 敷地特性
（1）敷地規模 1）
市の平成 20・21 年度町家調査時のアンケート調査（回答数
7,137 件）1）によると、敷地は 15～25 坪未満が最も多く（全体
の 29％）
、次いで 25～45 坪未満が多い（同 25％、図Ⅱ.2.5）
。
（2）敷地の間口・奥行寸法
1）旧市街地の都心部は間口が狭く奥行の深い宅地割が特徴的
で、標準的敷地は間口 3 間、奥行 15 間程度と言われている。
2）市の平成 10 年度町家調査時の悉皆調査 5）（対象：上京区、
図Ⅱ.2.5 京町家の敷地規模 1）
中京区、下京区、東山区、計 23,887 件）では、間口は 2～3
間以下が最も多く(全体の 50.8％)、奥行は 3～7 間以下が最も多かった(同 58.2％)(表Ⅱ.2.2)。
（3)敷地の利用形態 6）
利用形態は敷地規模、建物用途（職種）、家族構成等により大きく異なる。参考に当会の2002年
西陣界隈の町家調査6）37件の利用形態例を表Ⅱ.2.3に示す。敷地の間口は2.0～6.3間で、そのうち
2.6～4.1間が全体の約7割を占めている。奥行は6～30間でバラツキは大きいが、伝統的町割りが継
承されている地区では10～20間が多く、特に15～20間の例が多くみられた。
主屋の背後に奥庭のある町家は全体の約95％だが、坪庭のある町家は全体の約8％。蔵のある町
家は全体の約21％である。なお奥行が深い場合は、主屋の奥に奥庭の他に離れ（住まい、工場に利
用）など様々に利用されている（全体の約65％）。
表Ⅱ.2.2 京町家の敷地の間口・奥行寸法の分布 5）
①間口分布
単位：件数、カッコ内：比率％
間口

１間 １間～
2間～
2.5間～
3間～
3.5間～ 4間～ ５間～
7間～
以下 2間以下 2.5間以下 3間以下 3.5間以下 4間以下 5間以下 7間以下 10間以下

件数

545 4,232
(2.3) (17.7）

5,950
（24.9）

6,195
(25.9)

1,742
（7.3）

1,943
（8.1）

1,452
（6.1）

1,005
（4.2）

413
（1.7）

10間
超

未記
入

計

133
（0.6）

277
（1.2）

23,887
(100.0)

②奥行分布
奥行

3間
以下

3間～
5間以下

5間～
7間以下

7間～
10間以下

10間～
15間以下

15間～
20間以下

20間超

未記入

計

件数

2,077
(8.7)

7,315
(30.6）

6,582
（27.6）

4,118
(17.2)

2,040
（8.6）

600
（2.5）

55
（0.2）

1,100
(4.6）

23,887
(100.0)

表Ⅱ.2.3 京町家の敷地構成例 6）
・敷地規模 間口 2.0～6.3 間、奥行 6～30 間、離れ:別棟、カッコ内：比率％
建物構成 主屋

離れ(住宅） 離れ(工場）

蔵

○

―

―

主屋＋
離れ(住宅)

○

○

―

主屋＋
離れ(工場)

○

―

○

37
（100）

16
（43.2）

8
（21.6）

計

―
○
○

坪庭

奥庭

―
○
―
○
―
○
○
○
○
○
○
○
―
―
○
―
○
―
○
○
○
―
○
―
―
―
―
―
―
○
8
9
3
35
（21.6） （24.3） （8.1） （94.6）
―

主屋

前庭
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件数
7
9
2
1
2 4
1
11
12
1
4 4
2
8
6
37
（100）

備考
・蔵の解体事例：４件。
・離れ(工場)は、職住併用住
宅で、旧離れ(住宅)・蔵・庭
等を工場に改修した例が大
半を占める。

2.3 建物特性
（1）京町家の歴史
歴史的宅地割と各種規制（封建制下の禁制、町規、家訓等）、
同業者町、建築生産技術・材料・建築部品の規格化等の影響
で建物の構造･平面・外観意匠型式が統一されたまとまりの
ある都市景観が形成され、江戸期中頃には都市的発展を背
景に現在見られる町家の原型はほぼ定型化していたと考え
られている 7）、8）。例：軒先の統一、町規の禁止事項（表蔵・ 写真Ⅱ..2.1 連棟スタイルの歴史的町並み
大塀の設置）、町内居住者の職種規制（意匠の基調の統一化）。
（2）建物の配置特性
1）道路に面して塀を造らずに建物が道路に直接面しており、
道路側の軒先・屋根・壁面線が隣建物と連続した連棟スタ
イルの例が多い（写真Ⅱ.2.1）
。なお、敷地の間口にある
程度余裕がある場合は、片側の隣地境界線側に通路スペ
ースを確保している例もみられる(写真Ⅱ.2.2 の②)。
2）建物の間口方向の隣地境界線側
①敷地規模の制約で両側隣地境界線際まで建っている例
が多い(写真Ⅱ2.2 の①)。
イ）既往調査 6）では 42 件中、隣地建物との間が両側共
妻壁取り合い部
に 10 ㎝程度以内だった例が 91％、片側のみが 10
①隣地建物と密接している場合
㎝程度以内だった例が 9％であった。
②隣地建物との間の隙間対策
イ）両妻壁間の隙間が 10ｃｍ程度の場合は、建物の道
路側及び背面側のみ、化粧隅柱間を木材の板等でふさ
いでいる場合が多い。その他、鉄板でふさぐ例、隣接
建物の外壁と同仕上げのモルタル塗り仕上げにして
ふさいでいる例もみられる。
ロ）高さの異なる屋根間の取り合い部については、屋根
が低い方のケラバをカットして水切り鉄板等でふさ
ぐ場合が多い。
（3）建物の基本型式と建築時期
1）基本型式と代表的伝統仕様
京町家の代表的な伝統型式の例を表Ⅱ.2.4 に、代表的伝
統仕様の例をⅡ.2.5 に示す。前述のように建物自体が直接
道路に面し、道路側外観が開放的な店構え型式の職住併用
住宅で、建物の片側に道路から奥庭まで続くトオリニワが
あることが伝統的な京町家の基本的な特徴である。
2）建築時期
市の平成 20・21 年度町家調査時のアンケート調査（回答
数 7,137 件）1）によると、昭和の戦前期が最も多くなってい
る（図Ⅱ.2.6）
。なお、幕末の禁門の変（1864）の戦火の影
響で都心部被災地は江戸期の現存町家は少ない。

②隣地建物と離れている場合

写真Ⅱ.2.2 隣地建物との取り合い部

図Ⅱ.2.6 町家の建築時期 1）
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表Ⅱ.2.4 京町家の代表的な基本型式と外観ファサードの例
基本型式

主な特徴
・道路側 2 階部分がツシ 2 階の建物。江戸・明治期の建物に多い。2 階道路側はムシコ窓、1 階
道路側は土壁腰板張り+片引戸＋平格子付窓＋出格子付窓＋雨戸用戸袋の構成が多い。

基 ツシ 2 階建て
本
・道路側 2 階天井高を高くして居室等に利用している建物。大正・昭和戦前期の建物に多い。
タ
本 2 階建て
現存町家は本タイプが最も多い。2 階道路側は腰高窓が多い。
イ
プ 平屋、3 階建て ・事例は少ない。

・道路側のミセノマ棟と奥の住居棟を玄関棟でつないだ型式。敷地の奥行が深く、比較的規模
の大きい職住併用住宅に多い。ミセノマ棟はツシ 2 階建てと本 2 階建てがある。

表屋造り
専 用 仕舞屋
住宅 大塀造り

・しもたや。道路側ファサードは店舗型式のような開放性はない。
・だいべいづくり。道路側に高塀（大塀）があり、高塀の一部が建物と一体化している型式。

織屋建て

・建物奥に吹抜けの織場空間がある。西陣界隈に多い。ツシ 2 階建てと本 2 階建てがある。

茶屋様式

・茶屋建築に特有の型式。2 階道路側外壁を１階通り庇上部まで張出している。

ﾄﾝﾈﾙ路地付町家 ・建物端部に奥の別敷地に通り抜けできるﾄﾝﾈﾙ状の路地が組み込まれている。Ⅱ-3 頁参照。
ツシ 2 階建て

本 2 階建て

2 階：大壁、ムシコ窓、軒裏化粧垂木型式
1 階：土壁腰板張り＋引戸＋平格子付窓
＋出格子付窓＋雨戸用戸袋

2 階：真壁、腰高窓、軒裏加敷造
1 階：1 階：1 階：土壁腰石張り＋引戸
＋格子付出床（腰（腰石張り）

平屋建て

大塀造り

1 階：土壁腰板張り＋引戸＋出格子
付窓＋雨戸用戸袋

2 階：土壁真壁、腰高窓
1 階：高塀と一体化、土壁真壁板張り
＋出窓付

茶屋様式

2 階：外壁・床張り出し、手すり付、
掃き出し窓、木製雨戸用戸袋
1 階：土壁腰板張り＋引戸＋平格子付
窓＋出格子付窓＋雨戸用戸袋

表Ⅱ.2.5 京町家の代表的な伝統仕様の例
部位

仕様

基礎

・玉石基礎、見え掛かり部：延べ石基礎

屋根

・2 階屋根：平入り＊4、切妻屋根、桟瓦葺き、ムクリつき、下地：スギ、へぎ板、土葺き
・1 階道路側の庇：通り庇、桟瓦葺き

軒裏

・化粧軒裏、道路側 2 階屋根：（ツシ 2 階建て）化粧垂木型式、（本 2 階建て）加敷造り、庭側：二重軒裏等

外壁

・内外真壁、竹小舞下地土壁、一部土壁腰板張り、道路側の両端の両隅柱：1・2 階通し柱、化粧表し
・妻壁：竹小舞下地土壁の上に焼杉板張り、大壁

外部 ・木製建具・木製化粧格子付：内外真壁、柱面内納まり
開口部 ・道路側 2 階窓：（ツシ 2 階建て）ムシコ窓、（本 2 階建て）腰高窓、化粧長押付
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（4）平面型式
1）歴史的宅地割の敷地の影響で建物の
間口が狭く奥行の深い細長い平面形
状で、主屋と下屋（水廻り：浴室・ト
イレ・洗面所)で構成されている例が
多い（図Ⅱ2.7）
。
2）敷地規模等によりさまざまなバリエ
ーションがあるが、基本的に主屋は、
平入りで＊4、建物の片側に出入口・
通路・台所等が配された吹抜けのト
オリニワの土間が道路から奥庭まで
続き、各部屋はトオリニワに沿って
配置 さ れ た トオ リ ニ ワ 型式 が 多い
(図Ⅱ.2.8)。

(例)1 列 4 室：トオリニワの横に部屋 4 室が 1 列に連続している間取り

図Ⅱ.2.7 京町家主屋 1 階の間口と奥行の分布 6）

調査 41 件

。(例)1 列 4 室型：トオリニワの横に部屋 4 室が 1 列に連続している間取り

1 列 4 室型

①ツシ 2 階建て

1 列 4 室型

②本 2 階建て

1列2室

1列3室

③織屋建て

④大塀造り

図Ⅱ.2.8 京町家の平面型式の例 6）
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1列1室

⑤表屋造り

（5）断面型式
1）2階建ての断面型式（図Ⅱ.2.9）
建物道路側はツシ2階建てと本2階建てに大別
され、同タイプ共に建物背面部は平屋と本2階建
ての2種の断面バリエーションがある。かつ、背
面部を平屋とする場合は、①同部分を居室にす
るタイプと、②小屋裏あらわしの土間空間にし
て織機等を置く「織屋建て」にするタイプが見ら
れる。
このように基本的な2階建てだけでもファサ
ードは2タイプ、屋根形状は4タイプ、用途を考慮
した場合は6タイプのバリエーションがある。
2）架構型式
大正期以前に多い「通し柱型式」
（概要は後述
2.4 の（2）の 1）の①）は、両妻壁の側柱の高さ
を軒高や屋根勾配に合わせ、かつ、隣戸の屋根高
さと調整しながら大屋根を架けることができ、
前項 1）の軒高・棟の位置・高さ等のバリエーシ
ョン全タイプへの対応が可能な架構型式である。
図Ⅱ.2.9 京町家の断面型式の基本パターン例 9）

2.4 耐震特性
（1）伝統構法の耐震特性
1）京町家の構造は木造伝統構法で、原則として接合金物を使わずに、伝統的木組みによる半剛接の
接合部で組み上げた「ラーメン構造」の軸組工法を基本とする。
この構造体に土壁･板壁などのせん断抵抗型の要素を要所に挿入して躯体を固め、変形を抑え
る。応力を各所に分散しながら吸収する、変形能力が大きく靭性の高い構造体である。柱･床束
は、自然石の玉石･延べ石の上に直置きし、上部構造と基礎は緊結していない。
2）建物用途や地域の気候風土、歴史文化、建設年代、職人、コスト等により多種多様な工法･材料
が用いられており、かつ、使用する自然材料の特性や施工方法等の差が建物の耐力性能に与える
影響が顕著である。
（2）京町家の耐震特性と主な課題
1）架構特性（図Ⅱ.2.10）
①大正期以前―通し柱型式
イ）両妻壁と大黒柱通り（トオリニワの土間と座敷ゾーンの境）の全ての壁付柱を半間間隔の
通し柱として棟木・母屋まで立ち上げて屋根を直接支え、建物全体を一つの平入り切妻屋
根で覆う通し柱型式を基本としている。
ロ）足固めは道路側ファサード外壁通り及び間仕切の敷居下にほぼ限定される。長大な両妻壁
は横架材（足固め、胴差、地廻り）を設けておらず、側柱は貫でつながれているだけの例
が多い。
②大正期以降
両妻壁と大黒柱通りの胴差、地廻り、火打ちを設けた例も見られるようになる（2002～2003
調査 42 件中 11 件）
。
2）耐震特性と主な課題
2002～2003 年の京町家実態調査(42 件、建築時期：江戸期～昭和戦前期)及びその後の継続調
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大黒柱通り

査によって把握できた京町家の主な耐震特性と課題を表Ⅱ.2.6 に示す。

A：大黒柱
B：小国柱

妻壁

B

①平面モデル 10）

妻壁

A

②通し柱型式 10）

④間口方向の軸組 10）

③奥行方向の妻壁の軸組 10）

⑤トオリニワ妻壁の架構例

⑥昭和初期の架構型式例：胴差、地廻り付

図Ⅱ.2.10 京町家の架構の基本型式例
表Ⅱ.2.6 京町家に多く見られる主な耐震特性と課題
項目

主な耐震特性

（法：建築基準法）

1.法規制

1．構造的には法の仕様規定を満たしてい ①性能規定型の設計法の限界耐力計算等で
ない。
設計し、各部位の設計条件が適切に設定
されていた場合は改修・新築ができる。

2.道路特性

1．細街路、袋路のみに接道している建物が ①建物倒壊時の避難･救助の困難さ
多い。
②法的規制による建替え・増築・大規模修繕
等の困難さ➡老朽化、耐震性の低下

3.敷地・配置特性

４
． Ａ.平面型式
建
物
特
性

1．間口が狭く奥行の深い敷地・建物
➡建物間口方向の耐力壁が少ない。

①建物の間口方向の水平抵抗力不足

2．両側の隣地境界線際まで近接した建物 ①挙動特性が異なる隣地建物との地震時の
配置➡隣建物と近接した連棟型式の建
干渉の可能性
物群（壁面線・軒線・屋根の連続性）
②隣地に近接した妻壁のメンテナンスの困難
さ（劣化）による耐震性の低下
③敷地奥からの避難・救助の困難さ

Ｂ.建築時期

1．法施行時の 1950 年 11 月 23 日以前に
①老朽化、経年劣化、メンテナンス不足によ
建てられた建物。築 100 年以上の建物が
る耐震性の低下
多い。
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項目

C1.基礎

主な耐震特性

（法：建築基準法）

1．柱じか置きの玉石基礎及び延べ石基礎 ①地盤の沈下や変形に対してほとんど抵抗
で、柱は基礎に緊結していない。
できず、不同沈下を生じ易い。
・左欄の仕様は大正期以前に多く見られ
・延べ石基礎の配置：道路側及びトオリニワ
る。
の見え掛かり部（玄関・中戸間等）
1．(大正期以前の通し柱型式の場合)
①上下階の柱の整合性は高い例が多い。
①両妻壁と大黒柱通りの全ての柱（間隔：半 ②トオリニワの土間によって妻壁と大黒柱通り
間）を棟木・母屋まで通している。
の柱の足元が分離し、構造的一体性に欠
②足固めは開口部の敷居下のみに、胴差
ける例が多い。➡大地震時に柱が個々に
は開口部上部のみに設けられ、地廻り
動く危険性が高い。
は設けられていない。

C2.架構
型式

3．間口が狭く奥行が深い細長い平面形状 ①ねじれを生じ易い。
＋全般に細い部材＋簡易な接合部＋
１・2 階床組、小屋組の水平剛性の低さ
4．同上の平面形状＋間口方向の耐力壁の ①間口方向の顕著な水平抵抗力不足
少なさ＋建物１階隅角部の有効な耐力壁
の少なさ

C
．
工
法

2．トオリニワは吹き抜けで床は土間仕上げ

C3.屋根

1．葺き土を使った瓦葺き

①同左仕様は重いため、建物に加わる地震
力が大きくなる。

2．切妻・平入り、奥行の深い屋根形状

①棟が高く、地震時の揺れが大きくなるため、
下地への固着が弱い瓦はズレ落ちる危険
性が高い。

1．内外真壁造、竹小舞下地土壁

①裏返し塗り無し仕様の耐震的脆弱性。

４
．
建
物
特
性

C4.外壁

2．裏返し塗り無し仕様が多い（例：妻壁 2．
等）。

C5.妻壁

1．(大正以前の通し柱型式の場合)吹抜けト ①柱が細く、支点間距離が長くなるため、柱
オリニワの妻壁の側柱は扁平柱が多く、
が座屈し易い
足固め・胴差・地廻りが無い例が多い。

C6.劣化

1. 老朽化による経年劣化が進んでいる場 ①特に不同沈下、建物の傾斜等により軸組
所が多い。
に長期的に過大な負担がかかり、経年劣
化により構造部材・仕口等の強度が低下し
ている例が多い

1. これまでの修繕や改修により、耐震特性 ①変形性能が高い伝統構法の建物に対し
が大きく異なる伝統構法と現代構法が混
て、高剛性の筋かいで補強した場合は、筋
C7.リフォ
在している（基礎、上部建物）。
かい部分に応力が集中して筋かいが折損
ーム等
する、あるいは建物本体の柱を破損させて
被害が拡大する危険性がある。
D.所有形式

E.用途

F.建物型式

1．借家、空家が多い。

①メンテナンス不足による耐震性の低下 等

1．職住併用（特に店舗併用）住宅が多い。
①間口方向の水平抵抗力不足が顕著で、ね
①1 階ファサードの間口方向の開口部が
じれを生じやすい。
多い〈耐力壁が少ない〉。
②職種によりトオリニワの土間の床張りへ ②トオリニワの土間によって妻壁と大黒柱通り
の改修が困難な場合がある。
の柱の足元が分離し、構造的一体性に欠
ける例が多い。➡大地震時に柱が個々に
動く危険性が高い。
1．長屋が多い。

①長屋一棟全体の耐震性向上の困難さ
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2.5 防火特性
2002～2003 年の京町家実態調査 42 件及びその後の継続調査によって把握できた京町家の主な防
火特性と課題を表Ⅱ.2.7 に示す。またその中で特徴的な内容を以下に示す。
（1）法規制
京町家の多くは準防火地域、法 22 条区域に立地している。しかし、京町家は建築基準法施行以
前に建築されているため、建物外周部の伝統意匠の外部開口部の木製建具、木製の化粧軒裏や外壁
土壁の一部は現行法の防火規定に適合していない例が多い。さらに手入れが不十分な場合は経年劣
化により防火性能が低下している可能性がある。
（2）敷地・建物配置特性
1）敷地全体が両側の隣地からの延焼の恐れのある部分＊5 にある建物の多さ
市の平成 10 年度町家調査 5）（対象：上京区、中京区、下京区、東山区、計 23,887 件）によると、
敷地の間口全体が両側隣地から 1・2 階共に建築基準法上、延焼の恐れのある部分にある例（敷地
の間口 3 間以下）は調査事例全体の約 71％（約 1.7 万件）を占めている（p.Ⅱ-11、Ⅱの 2.2 の（2）
、
表Ⅱ.2.2）
。
2）道路側からの延焼の恐れのある部分＊5 にある建物の多さ
平成 30 年住宅・土地統計調査によると、歴史的町割りが残る旧市街地等に多い細街路(幅員 4ｍ
未満の道)に面した住宅は市内の住宅総数の約 34％の約 28 万戸で、町家も相当数含まれると思わ
れる（p.Ⅱ-3、Ⅱの 1.2 の（1）の表Ⅱ.1.2）
。
一方、一般に町家は道路沿いに塀を造らずに、建物が道路に直接面している場合が多い。
そのため、細街路に面した敷地の建物は、道路側ファサードの１・2 階の軒裏、外部開口部、外
壁が建築基準法上、道路側からの延焼の恐れのある部分にある建物が多いと思われる。
（3）防火性能に影響する構造特性
京町家は内外真壁造を基本とし、構造部材や化粧部材の木材が露出している。かつ、部材寸法が
小さい場合が多い。そのため、火災時には柱が直接加熱されて燃焼・炭化して柱の断面が減少し、
柱の単位面積当たりの荷重の増大と荷重の偏心によって柱が座屈して非損傷性＊6 が損なわれない
ようにすることが要点となる。なお、断面積の小さい柱の方が炭化の割合が大きく構造耐力への影
響が大きい。
表Ⅱ.2.7 京町家に多く見られる主な防火特性と課題
項目
1.法規制

2.道路特性

主な防火特性

（法：建築基準法）

1．準防火地域に立地している建物の多さ

①法不適合例の多さ（外部開口部、軒
裏、外壁等）
①細街路の対面側建物への延焼の可能
1．細街路、袋路のみに接道している建物の
性
多さ
②避難･消火・救助の困難さ
③法規制による建替え・増築・大規模修繕
等の困難さ➡老朽化、防火・耐震性低下

3.敷地・配置特性
４

．

建
物
特
性

Ａ.平面型式

1．間口が狭く奥行の深い敷地・建物
①隣地建物への延焼の可能性
・敷地の間口全体が両側隣地境界線からの ②建物間口方向の水平抵抗力の不足
延焼 の恐れのある範囲にある敷地の多さ
③隣地建物に接近した妻壁のメンテナン
・建物間口方向の開口部の多さ〈特に外周
スの困難さ➡防火・耐震性の経年低下
部〉➡間口方向の耐力壁の少なさ
④敷地奥からの避難、救助、消火の困難
2．両側の隣地境界線際まで接近した建物配
さ
置➡隣建物に接近した連棟型式の建物
群（壁面線・軒線・屋根の連続性）
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項目

主な防火特性
Ｂ.建設時期

Ｃ.所有形式

Ｄ.用途

（法：建築基準法）

1．法施行時の 1950 年 11 月 23 日以前に建 ①老朽化、劣化、メンテナンス不足による
防火性・耐震性の低下
てられ建物。築 100 年以上の建物の多さ
②法不適合例の多さ
1．借家、空家の多さ

①メンテナンス不足等による防火性・耐震
性の低下

1．職住併用（特に店舗併用）住宅の多さ
①外部開口部を通した延焼の可能性
①1 階ファサードの間口方向の外部開口
②間口方向の水平抵抗力の不足
部の多さ〈耐力壁の少なさ〉
②収容可燃物の多さ

Ｅ.建物型式

Ｆ.構造・工法
４

．

建
物
特
性

Ｇ
外
周
部

①隣戸への延焼の可能性

1．長屋の多さ

②長屋一棟全体の防火性向上の困難さ
1．細い部材寸法、簡易な工法

①防火性能の要求性能の非損傷性能＊6
への影響大

2．内外真壁造
・構造部材の露出の多さ

①非損傷性能への影響大

Ｇ1.外壁
土壁

1．裏返し塗無し仕様の多さ（妻壁、小屋裏、 ①裏返し塗り無し仕様の防火的・耐震的
天井裏、土壁腰板張りの腰板部分等）
脆弱性

Ｇ2.軒裏

1．木製の化粧軒裏、薄板の化粧板・野地板・ ①法不適合仕様の多さ➡延焼の可能性
面戸、スギへぎ板の下地

．

Ｇ3.外部
開口部

1．木製の建具・化粧格子・雨戸用戸袋

①法不適合仕様の多さ➡延焼の可能性

2．建具の内外真壁・柱面内納まり、軸組への ②建具取付柱の露出面の多さ➡軸組の
変形、非損傷性能への影響大
直接取り付け
3．建物間口方向の開口部の多さ（壁の少な ③建物間口方向の水平抵抗力の不足
さ）
4．木製建具に対する防火対策の概念の無さ
＊7

Ｇ4.屋根

Ｈ.建物内部

5.居住者特性

1．化粧軒裏の屋根が連続したまちなみ

①化粧軒裏を介した延焼の可能性

2．開口部（天窓、越屋根）

①延焼の可能性

1．開放性の高さ
・建物全体が連続した空間構成
・紙張り障子・襖等の間仕切り建具
・吹抜けのトオリニワ（１・2 階の全居室と
隣接）

①建物内の延焼速度の速さ

1．高齢化の進行、高齢世帯率(単身世帯含
む)の高さ
2．一世帯当りの居住者数の減少

①非常時における迅速な行動の困難さ
・火災の早期発見・出火場所の早期確
認、早期通報、初期消火、早期避難
の困難さ➡火災時の高齢者死亡率の
高さ

6.防災意識

1．防災意識の高さ
・自主防災組織の活動、火の用心巡回、
・町別消火バケツ・消火器の設置他

①出火率の低さ 1.6 件/万人（2018 年）
：国内大都市(21 都市)中、最も低い

7.地域特性

1．市街地に立地している木造文化財建造物
等の多さ

①文化財防災と市街地防災対策の調整

8.歴史特性

1．第 2 次世界大戦直前に行われた市内中心 ①当時の防火改修町家の現存数 約 400
部の防火改修町家の現存
棟（2012 年調査時点、防火袖壁付）
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注釈
＊1 居住世帯のある住宅：人が普段居住している住宅。「居住世帯のない住宅」：人が普段居住していない住宅
で、空き家（別荘、賃貸用住宅、売却用住宅他）等 3）
＊2 裸木造住宅：建物の主な構造部分のうち、柱・はりなどの骨組みが木造のもの。防火木造は含めていない。
＊3 防火木造：柱・はりなどの骨組みが木造で、屋根や外壁など延焼のおそれのある部分がモルタル，サイデ
ィングボード，瓦，トタンなどの防火性能を有する材料でできているもの 3）。
＊4 平入り：屋根の棟と平行する側に建物の出入口が造られている型式
＊5 延焼の恐れのある部分：建築物の部分が、隣地境界線・道路中心線または同一敷地内の 2 以上の建築物
(延べ面積の合計が 500 ㎡以内の建築物は一の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、1 階は 3ｍ
以下、2 階以上は 5ｍ以下の距離にある建築物の部分をいう。以下、省略（法第 2 条第 6 項）。
＊6 非損傷性：構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと。
＊7 老舗の京都の建具店へのヒヤリング調査によると、京都では「木製建具は消耗品である」という考え方が一
般に浸透しており、外部木製建具に対して防火対策を施すという概念は余りないと言われている。
・柱の戸决リや建具召し合せ部の决リ、増し框等は近世以降に用いられる様になったと考えられる。
・柱の戸决リは京都でも昭和初期以降、増えつつあるが一般化していない。
・玄関戸に防寒のための戸决リをしている例は一部に見られる。
引用文献
1）京都市、「平成 20・21 年度京町家まちづくり調査記録集」
2）京都市、参考資料 6、「平成 28 年度「京町家まちづくり調査追跡調査」の結果
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000235/235354/sankou6.pdf
3）総務省統計局、平成 30 年住宅・土地統計調査、2020
4）京都市都市計画局まち再生・創造推進室、「京町家に関する情報冊子―京町家を未来に」、2019.3
5）京都市、「平成 10 年度京町家まちづくり調査集計結果」
6）関西木造住文化研究会、「京町家防火・耐震工法開発の基礎研究」、2003
7）高橋康夫、「京町家千年のあゆみー都にいきづく住まいの原型」、2001
8）日向進、「近世京都の町・町家・町家大工」、恩文閣出版、1998
9）関西木造住文化研究会、「京町家防火・耐震性能評価手法及び改修手法の開発」、2004
10）（社）日本建築構造技術者協会関西支部、「京町家の限限界力計算による耐震設計及び耐震診断・耐震改
修指針（追補改訂版）、2011.3 月、発行 京都市都市計画局
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Ⅲ．住まいとしての住み易さへの改善
京町家を今後も住まいとして保全・活用していくためには、法規制への適合、耐震・防火安全性
の確保・維持と共に、京町家の原点の住まいとしての住み易さを高めていく必要がある。
そのため、本章では、京町家に暮らす上で不便・不安に感じている内容を住まい手を対象にヒヤ
リングし、その結果を踏まえて京町家の住み易さを高めていくための要点を提示する。
1．今後も京町家の魅力を保全・継承していくために
（1）京町家の魅力
一般的な京町家の大きな魅力の一つは、
「構造が無垢の木材の柱・梁などが見える造り（木造伝統
構法の真壁造）で、竹小舞下地土壁、木製天井板、畳、木製建具、紙障子など、歳月が経つほど深
く豊かな味わいをもたらす本物の自然材料に囲まれ、自然と共生した暮らしの中で京都の歴史文化、
家の歴史等を享受できる安らぎ、心の豊かさ、楽しさ」と感じている人が多いと考える。
ここで自然と共生とは、京都は盆地のため、年間を通して風が少なく（平年値の平均風速は 1～
2ｍ/s 程度）
、夏は蒸し暑く、冬は冷え込み湿度は高い。この気候・風土に適した住まいとして、前
述の調湿性の高い自然材料を使用し、庭を介して外部空間との連続性をはかり、風がないときは庭
に打ち水をして風をつくって家の中に送り、家中に風が通り抜ける開放的な空間構成になっている
ことを指す。
（2）今後も保全・継承していきたい京町家の魅力
前項（1）をふまえて住まい手のニーズに特徴的に見られた、京町家の魅力を今後も保全・継承し
ていくための要点を以下に示す。
1）歴史的まちなみ景観を形成している道路側ファサードの伝統意匠の保全・修景・継承
建物内部は現代生活にあった暮らし易さを優先して必要に応じて改善したいが、道路側ファ
サードは伝統意匠を継承して歴史的まちなみ景観を保全していきたいとの考えの住まい手が多
い。
その中で、法規制への適合の視点から防火規定に影響を与える要点を以下に示す。
①外部木製建具・木製化粧格子の伝統意匠
イ）
「柱面内納まり」
（写真Ⅲ.1.1）
京町家は「柱面内納まり」が大きな特徴になっており、同納まりの場合は建具取付柱の露出
部分が多くなるため、防火対策には留意する。

写真Ⅲ.1.1 柱面内納まりの建具
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ロ）開閉欄間付き木製格子建具（出格子・平格子、写真Ⅲ.1.2）
道路に直接面した建物でもプライバシーと防犯に配慮しながらいつでも気軽に通風を確保
できる同建具は、年間を通して風が少ない京都では、特に夏の蒸し暑い夜間の暮らしには非
常に役立つものである。
同タイプの伝統意匠は多様なバリエーションが見られるが、建築基準法上、延焼の恐れのあ
る範囲にある建具の場合は、欄間の防火対策に工夫が必要になるため、留意する。
②歴史的まちなみ景観全体の調和
イ）現代生活との調和
伝統的なまちなみ景観は、道路側の隣接した町家間のファサードの壁面線・軒線の連続性が
特徴である（写真Ⅲ.1.3）
。一方、近年は特に敷地が接する道路が一面のみの場合は、ファサー
ド廻りに自家用車、家族用自転車、エアコン室外機を置く例が目立つ。
このように現代生活に必要なスペースを確保するために伝統的な壁面線・軒線の連続性の継
承が困難な例が多くなっている。しかし、その場合でも、伝統意匠を共通のデザインモチーフ
として取り入れて、歴史的まちなみ景観全体の調和をはかりながら現代の多様な暮らしがその
中で共存し息づくような景観を工夫して創出していきたい。
2）自然との共存
盆地気候の風の少なさ、夏の蒸し暑さ、冬の冷え込みと共に、近年は地球温暖化・ヒートアイ
ランド現象の影響で都市の高温化が懸念されている。これらの気候条件の中で低層高密度に集積
した市街地の町家で快適に暮らしていくためには、伝統的な暮らし方の街区レベルでの風の通り
道の連続性（例:庭の配置の連続性、図Ⅲ.1.2）の確保や伝統資源の既設井戸の水・熱等の自然エ
ネルギーを活用した暮らしを現代的視点から見直し、継続していきたい。

写真Ⅲ.1.2 開閉欄間付き格子建具

写真Ⅲ.1.3 壁面線・軒線が連続した
歴史的まちなみ景観

図Ⅲ.1.2 江戸時代の町家の配置例
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3）自然材料の活用
本物の自然材料に囲まれた暮らしは安らぎ、心の豊かさをもたらすが、自然材料にも短所があ
るため、自然材料の特徴を理解した上で活用する。例として、木材、紙、土壁（土、竹、わら）
を使用した場合の要点を以下に示す。
①心理的影響：質感・色調の飽きのこない安らぎ、暖かさ
②調湿性：高温多湿の日本、京都に適した材料
③健康への影響：人体に有害な物質を含んでいない。漆喰は抗菌性、抗ウイルス性に非常に優れ
ている。
④地球環境に与える負荷の少なさ
イ）材料は太陽エネルギーで栽培、再生産できる。また土は無限にある。
ロ）廃棄時に有害な物質を出さない。土壁の場合、わらすさと土は廃棄後は自然に還る。
ハ）ライフサイクル（材料製造→建設→建物運用→リフォーム・修繕→廃棄段階）におけるＣ
Ｏ2 の総排出量が他材料に比べて少ない。
土壁の場合：製造・施工時：自然材料に水を混ぜて人力で土壁を造る。
漆喰の場合：使用しても大気中のＣＯ2 総量への影響は少ない。
ニ）壁土（すさ・水入り）は製造時に化学的変化を起こしていないため、修繕・リフォーム時や
解体廃棄後も再利用ができる。
⑤リフォーム・修繕の容易性
イ）土壁：後から塗り重ねることができ、壁土（良質な場合）は再利用できる。
⑥定期的な点検と補修・維持管理
4）木造伝統構法の真壁造の保全・継承
同構法の真壁造は意匠面の美しさとともに、点検・修理・増改築が容易な長寿命型構法であ
り、その特性を活かした保全・継承手法が求められる。
5）トオリニワの吹き抜け空間（1・2 階の全居室と隣接）の保全・活用
京町家の大きな魅力の一つであるトオリニワ吹き抜け空間について、主屋の 1・2 階の居室と
隣接している特徴を活かして、暮らしの中で積極的に活用する方法を検討していきたい。
(例)（間口が広い場合）家族のくつろぎの場、ＬＤとしての活用
5）既設井戸の保全・活用
京都盆地の地下には膨大な地下水が貯留されており、既設井戸が残っている京町家も非常に
多い。地球環境の温暖化、都市のヒートアイランド化を抑制するために、これらの地域資源の
地下水及び地下水熱を積極的に活用した暮らしを検討していきたい。
2．住み易さへの改善
（1）住み易さへの改善
住み難さについては、敷地の形状・規模、建物の規模・間取り、これまでの改修度合い、家族
構成等により大きく異なるが、京町家等が低層高密度に集積した歴史的街並みで今後も京町家に
安心、安全、快適に住み続けていくための改修を行う場合は、法適合だけでなく、住まい手の悩
みを改善する方策も取り入れるように心掛けたい。
（2）住まい手が不安・不便に感じている内容の例
表Ⅲ.1 は、京町家の複数の住まい手に対して、今後も既存京町家に住み続けていく上で不安・
不便に感じ、又は改善したいと考えている内容についてヒヤリングした結果をまとめた一例であ
る。

Ⅲ-3

＜ヒヤリング時に対象とした標準的町家の条件＞
①立地：京町家が多く存在する旧市街地等
数字：部屋の帖数、●：大黒柱
②敷地：間口が狭く奥行が深い歴史的宅地割りの敷地。一面道路。
③建物配置：敷地の影響で建物も間口が狭く奥行の深い平面形状で
ある。建物は道路に直接面し、間口方向は両側の隣地建物も含めて隣地境界線際まで建ち、連棟
型式のまちなみを形成している。
④建物規模・型式等：戸建て、2 階建て、延べ面積 150 ㎡程度以下
⑤建物の間取り：主屋と下屋（水廻り：浴室・トイレ・洗面所)で
構成されている。主屋は、平入りで、建物の片側に出入口・通路・
台所等が配された吹抜けのトオリニワの土間が道路から奥庭まで
1階
2階
続く。各部屋はトオリニワに沿って配置された続き間で、トオリニ
図 Ⅲ.2.1 町家の主屋モデル
ワ＋1 列 4 室の間取りとなっている。図Ⅲ.2.1 は下屋を省略して
いる。
表Ⅲ.1 今後も既存京町家に住み続けていく上で不安・不便を感じている内容、改善したい内容の例
1．安全性
項目
1)老朽化

不安・不便に感じている内容、改善したい内容
①築 100 年以上だが、建築年・創建当初の建物の規模・間取り・これまでの災害被災歴・
改修歴が不明。
②古い配管・配線の存在：ガス管、排水管(土管)、電気配線(布巻き配線)

1
経
年
変
化

①不同沈下、柱の傾斜、 ②木材の腐朽、蟻害、 ③構造部材の下がりによる建具開閉難、
2）経年劣化

④柱・梁の亀裂、 ⑤床のきしみ音（1・2 階）、2 階での歩行音の 1 階への伝搬
⑥外壁土壁のチリ切れ（外光が見える）、 ⑦浴室の結露

3）平常時の
建物振動
4）メンテナンス

①車の走行やドアの開閉時の空気伝搬音
②前面道路の工事の大きな振動伝搬音
①定期点検、補修の困難さ(特に床下、小屋裏等)
②老朽化した建物の修繕・維持管理費用の負担
①建物が古いため、建築年及びこれまでの改造歴は不明。

1）建物の履歴

②かつて建築基準法施行前に行った工事内容の耐震性に関する不安
イ）平屋建てを 2 階建てに改造
ロ）ツシ 2 階建てから一部本 2 階建てへ(例：道路ファサード側のみ)

2）耐震診断
2
地
震

①耐震診断結果の耐震性の低さ（建物、地盤）
①建物全体の耐震改修は行っていない。

3）耐震改修

②建物全体の全部位・部材を健全な状態に改善できなかった。
・耐震補強をやり残した箇所（改修し難い部分、工事費の制約）の劣化の進行
（例）柱の傾き、柱の劣化（外部化粧隅柱）、既設土壁の劣化の確認・補修・補強

4）日頃の備え

①十分ではない
・家具・設備（屋内外）等の転倒、落下・移動防止策。
②地震が発生した際に建物がどの程度の損傷になるのか知りたい
➡被害軽減策・避難対策を検討できる
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項目

不安・不便に感じている内容、改善したい内容
①建物の倒壊被害の防止

5）地震発生時

②隣家や前面道路の歩行者への被害防止
・隣地側や道路側への建物傾斜・倒壊、部材・部品（塀、屋根、窓ガラス、AC 室外機、
電気温水器他）の落下等の被害防止。
③建物内に閉じ込められた場合の対処の仕方
④建物が隣地境界線際まで建っているため、建物被害が大きかった場合の安全対策
①被害の見方（建物・地盤・外構）、被害拡大を防ぐための迅速な応急措置の対処の仕方
（相談できる専門家が分からない）

2
地
震

6）地震発生後

②ライフライン（電気、水道、ガス、電話）分断時でも自宅で避難生活を送れる方法
③余震対策
④2 次災害防止対策（火災、豪雨・長雨、台風、雪害等）
①不注意や高齢化に伴う出火：台所火気（ガス消し忘れ）
②漏電火災(プラグ廻りのほこり、古い配線からの出火他)

1）内部火災

③不在時の出火
④住宅用火災感知器をつけていない。

3
火
災

⑤初期消火に有効な住宅用消火器を持っていない。同消火器の使い方を知らない。
2）外部火災

①接近した隣建物からの類焼火災（接近した外部窓、屋根庇経由等）
②放火に対する不安（屋外道路側に置かれた自転車、ゴミ回収場所のゴミの放置他）
①具体的な行動の知識不足：初期消火・避難・通報の優先順位の判断、初期消火の方法

3）出火時

4
強
風

5
豪
雨

②近所は高齢者の単身者世帯が多く、そこが火元になった場合は初期消火が難しい。
・最近の近所の火災は高齢者一人暮らしの住まいからの出火が多い。
（例）台所でのガスレンジでの料理中の外出、仏壇の線香火災

１）振動

①毎年の強風時・台風時に生じる建物の振動に対する大きな不安
（強風時の特有の風の音に対する不安含む）

2）飛散

①屋根瓦の飛散

3）倒木被害

①建物に近接した高木・大木の強風時の倒木に起因する建物被害

1）床下浸水

①前面道路、隣地からの浸水のしやすさ及び浸水した水の排水処理
イ）建物と隣地・道路の地盤面とのレベル差の少なさ：前面道路や隣駐車場整備のため
の地盤嵩上げにより、建築当初より地盤面とのレベル差が少なくなる。
ロ）敷地内の地盤の高低差: 庭より建物側の方が低いため、建物側に雨が流れ込みや
すい。
ハ）建物外周部は基礎の高さが低い延べ石基礎で、床下浸水が心配

2）雨漏り

①強風時の外壁土壁真壁への吹き降りによる雨漏り
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2．居住性（間取りがトオリニワ＋居室 1 列 3～4 室型の場合） ＊建物間口の両端が隣家建物と接近している場合
項目

不便に感じている内容、改善したい内容
①敷地の間口規模の制約で廊下がない。➡ＰＰ ＊1 分離をしにく
い。
イ）1 階は各部屋を通らないと下屋の水廻りに行けないため、1 階
にプライバシーを確保した個室を造りにくい。
➡日当たりの良い庭に面した奥座敷を高齢者の個室にしにく
い。

1．間取り

数字：部屋の帖数、●：大黒柱

ロ）庭に面した奥座敷を客間として利用する場合は、LD は窓の
ない中部屋となり、家族の落ち着いたくつろぎの場の明るいＬ
Ｄを 1 階に作りにくい。
②敷地の間口規模の制約で間口方向は隣地境界際まで建ってい
る。
イ）前述のように、LD は窓のない中部屋となる場合が多い。
③主屋から下屋の水廻りにつながる廊下は濡れ縁の廊下で、その
場合は、トイレ・洗面所・浴室利用時は冬は寒く、大雨の際には
雨が濡れ縁に吹き込む場合が多い。

1階

2階

町家の主屋モデル

①位置・勾配・広さ―押入の襖内に階段を組み込んでいるような造りで、意匠的にはすっきりするが、
位置的に使い難く、急勾配で、狭く、暗いため、改修したい。
2．階段

②プライベートで利用する階段の位置がパブリックゾーン(職住併用住宅の職ゾーン)にある場合が多
いため、使いにくく位置を変えたい。
③狭い。階段横から上がる間取りもある。
④急勾配の階段を安全な緩やかな階段にしたい。そのためには、間取りによっては 2 階床梁を切断
しなければならないため、構造安全性の低下につながる。
①隣家建物と接近した奥行方向の外壁（以下、「妻壁」と略す）はプライバシーの関係で一般的な窓
を造れない。
➡家の中に日が余り射し込まず、家の中が暗い。冬は外の方が暖かい。窓から空が見えない。

3．日照

イ）無採光居室の中部屋が 1・2 階ともに存在する。前述のようにＬＤも窓のない無採光居室になる
場合が多い。
②隣建物と接近し、かつ、窓が隣建物の窓と対面しているため、道路側や妻壁に窓をつけた場合で
も、窓を開けられない。プライバシーの面で窓ｶﾞﾗｽも型板や摺りｶﾞﾗｽになるため、日射量は少な
い。➡目隠しのｽﾀﾞﾚやｶｰﾃﾝをつけることになる。
①冬の寒さ（特に１階）、夏の暑さ(特に 2 階)。
イ）ツシ 2 階建ての道路側のツシ 2 階の部屋は、背の低い化粧小屋裏天井のため、屋根の輻射熱
で夏暑く、冬寒い。化粧小屋裏天井の吹抜けトオリニワも同様。
ロ）小屋裏換気口ヶないため、2 階の部屋の夏は屋根の輻射熱で暑い。
ハ）外部建具が一般的な木製建具のみで冬寒い。
ニ）土間の玄関が大和天井＊1 の場合は、直上の部屋は冬寒い。

4．温熱環
3．境

②夏期のエアコンによる冷房の不快感、扇風機による体の疲れ
―エアコン・扇風機を極力使わずに、風などの自然エネルギーを活用した快適かつ、電気代も節
約できる生活をしたい。
イ）プライバシー・防犯に配慮した通風確保
・1 階道路側及び庭側の窓は、夏期夜間の外気の冷気を室内に取り込めるようにプライバシー・
防犯に配慮した「開閉欄間付き窓」にしたい。
③道路、隣建物外壁、1 階屋根の照り返し熱の入射防止対策
④自然エネルギーの活用による冷暖房
イ）既設井戸の井戸水・井戸水熱を活用したい。
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項目

不便に感じている内容、改善したい内容
①家中が障子・襖で仕切られた開放性の高い空間のため、家中(1・2 階)に音が響きやすい。

5．音

②2 階床歩行時の振動音の 1 階への伝搬
・1 階天井板が 2 階床板を兼ねた大和天井＊2 の場合、1 階天井裏懐寸法が殆どない場合
③道路に面した部屋(1・2 階)は、窓を閉めていても屋外の人の話し声が聞こえやすい。
➡個室（寝室）としては使い難い。

6．高齢者
対策（バリ
アフリー）

7．トオリニ
7．ワ

①玄関等の出入口廻りの車いす用スロープの整備、屋内の段差の解消
②寝室の位置―1 階の庭が見え日当たりが良い場所で水廻りに近い位置に設置したいが、家族が
水廻りを利用する際に同室を通るため落ち着いた部屋にならない。
③水廻りの整備―車いす利用者又は介助者付きでも利用し易い広さ、寒さ対策
①床板張りへの改造
・隣接した居室との段差をなくし、土間を床板張りにして冬の寒さを和らげたい。
②暗さ―隣家建物のプライバシーに配慮して窓をつけて明るくしたい。
③吹き抜けの高所の掃除・維持管理

8．浴室・
8．トイレ・
8．洗面所
9．大和天
井＊2
（1 階）

10．駐車・
．駐輪ス
．ペース
11．二世帯
．同居

①老朽化、劣化
②狭さ―介助者付きで高齢者の介護をできる又は車いすが利用できる広さにしたい。
③冬の寒さ
④網戸がついていないため、窓を開けられない
①直上階の 2 階の部屋の歩行時の伝搬音が大和天井の 1 階の部屋に伝わり易い。
②直上階のツシ 2 階の部屋の床歩行感に不安を感じる―長時間在室するのが怖い。
①敷地内に駐車場や駐輪スペースを造れないため、路上が駐車・駐輪スペースになっている。もう少
しすっきりした風情の歴史的まちなみ景観にしたい。
イ）周辺の歴史的まちなみ景観と調和し、耐震的にも安全な建物内組み込み型駐車スペース新設
の検討
①子世帯のニーズを満たせる住まいに改造したい。
イ）駐車スペース・駐輪スペースの確保(前項 10 参照)
ロ）親世帯、子世帯、共用スペースの 3 ゾーンの明確な分離
ハ）高齢者対策（前項 6 参照）

12．その他

①網戸無しの部屋の存在
イ）庭に面した廊下、洗面所、浴室等の腰高窓（外部竹格子付）は、縁側からの眺めを重視して意
匠的に網戸をつけていない。
②小動物＊3 の侵入・被害
イ）電話・電気配線の被害、 ロ）天井裏を走り回る小動物の深夜の騒音

注釈
＊1 PP 分離：プライベートゾーン(客間等)とパブリックゾーン(個室等)の分離
＊2 大和（やまと）天井：2 階の床板を「ササラ」と呼ばれる小梁で支え、同床板を 1 階の天井板に兼用したもの。
＊2 天井裏がない。ササラ天井，根太天井と呼ばれる場合も多い。1 階の玄関・ミセノマの天井に多い。
＊3 ネズミ、イタチ、猫 等
引用文献
1）松本利治、「京都市町名変遷史 2 西陣周辺(上京区)」、京都市町名変遷史研究所、1989.
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Ⅳ. 京町家の保全・活用に影響する法規制と緩和策
建築基準法は時々行われる改正も影響して表現が難解で、趣旨も含めて容易に理解しにくい状況
にある。そのため本章では建築基準法上、既存不適格建築物として扱われている京町家を今後、
「住
まい」として保全・活用していく上で影響を及ぼす同法の規制と緩和条項等の概要を示す。
1．対象とする建築物と建築行為等
一般に多くみられる以下の標準的な京町家を対象とする。
①建築基準法施行日（昭和 25.11.23）以前に建築された伝統構法の木造住宅（法第 6 条第 1 項第 4
号＊1）
イ）建築基準法上の位置づけ：既存不適格建築物(法第 3 条の第 2 項)
ロ）同建築物に対する制限の緩和規定：法 86 条の 7、令 137 条～137 条の 15
②規模：2 階建て以下、延べ面積 200 ㎡以下＊2
③用途：専用住宅＊3、兼用住宅＊4 (特殊建築物ではない)、戸建て、長屋
④準防火地域
⑤建築行為＊5：大規模修繕、大規模模様替、増築、用途変更
⑥法に基づく道路に 2ｍ以上接する敷地の建物
2．大規模修繕、大規模模様替 1）
（1）大規模修繕、大規模模様替とは（法第 2 条 14）1）
1）大規模の修繕
建築物の主要構造部＊6 の一種以上について行う過半＊7 の修繕。修繕とは、性能や品質が劣化し
た部分を既存のものと概ね同じ位置・材料及び仕様で造り替え、性能や品質を回復する工事をいう。
2）大規模の模様替え
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替え。模様替とは、性能や品質が劣化し
た部分を既存のものと異なる材料や仕様を用いて造り替える工事をいう。
（2）建築基準法の規制と緩和条項（法第 86 条の 7 の第 3 項、令第 137 条の 12、15、表Ⅳ.2.1～Ⅳ.2.2)
1）建築確認申請は不要だが、その場合でも現行法に適合させる必要がある。
2）原則は遡及適用を受けるが、一定の大規模修繕、大規模模様替に関しては緩和がある（表Ⅳ.
2.1）
。
①遡及適用を受けない内容の例
・容積率、建ぺい率、高さ規定（道路斜線、隣地斜線、北側斜線、高度地区）等
②遡及適用を受ける内容の例
・
（法第 44 条 道路内の建築制限）道路へ突出した建築部分の除去
③緩和
・（法第 20 条 構造耐力）
：構造耐力上の危険性が増大しないこと
（3）地方公共団体の緩和条項
1）京都市においては、法の趣旨を鑑み、現行規定に適合しない急勾配の既設階段を現行規定に適
合する階段に架け替える場合は遡及適用が生じない扱いとしている（増築に該当する場合を除
く。
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表Ⅳ.2.1 大規模修繕、大規模模様替をする際の建築基準法の主な緩和条項（令第 137 条の 12）1）、5）
1）建物全体に対して遡及適用されない条項
緩和条件 1）
構造耐力上の危険性
が増大しないこと
（例）屋根の軽量化、
外壁の劣化改修
条件は特にないが，
性能を向上させる改
修が望まれる。

建物全体に対して遡及適用されない条項
第 20 条（構造耐力）

第 26 条（防火壁）：延べ面積 1000 ㎡を超える建築物
第 27 条（耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物）
第 30 条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)：遮音性能、(例）小屋裏又は天井裏に達する
もの。土壁真壁造の場合は厚 70mm 以上で真壁の四周に空隙のないもの
第 34 条第 2 項（昇降機） /第 47 条（壁面線による建築制限） /第 52 条第 1 項・第 2 項
もしくは第 7 項（容積率） /第 53 条第 1 項もしくは第 2 項（建ぺい率） /第 54 条第 1 項
（低層住居専用地域内における外壁の後退距離） /第 55 条第 1 項（低層住居専用地域
内における建築物の高さの限度） /第 56 条第 1 項（建築物の各部分の高さ） /第 56 条
の 2 第 1 項（日影による中高層の建築物の高さの制限） /第 57 条の 4 第 1 項（特例容積
率適用地区内における建築物の高さの限度） /第 57 条の 5 第 1 項（高層住居誘導地区）
/第 58 条（高度地区） /第 59 条第 1 項もしくは第 2 項（高度利用地区・） /第 60 条第 1
項もしくは第 2 項（特定街区） /第 60 条の 2 第 1 項もしくは第 2 項（都市再生特別地区）
/第 60 条の 3 第 1 項もしくは第 2 項（特定用途誘導地区） /第 61 条（防火地域及び準防
火地域の建築物） /第 67 条の 3 第 1 項もしくは第 5～7 項（特定防災街区整備地区） /
第 68 条第 1 項もしくは第 2 項（景観地区）

条件は特にない

第 48 条第 1 項～第 14 項（用途地域等）

用途変更を伴わない
場合

2）大規模修繕・大規模様替を行う部分以外の部分には遡及適用されない条項(法 86 条の 7 の第 3 項、令第 137 条
の 15)
大規模修繕・大規模様替を行う部分以外の部分には遡及適用されない条項
第 28 条（居室の採光、換気） /第 28 条の 2 第 3 号(令第 20 条の 7～第 20 条の 9 までのホルムアルデヒドの規定
に係る部分に限る、対象:居室) /第 29 条(地階の住宅等の居室) /第 30 条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁) /
第 31 条(便所) /32 条(電気設備) /第 34 条第 1 項(昇降機) /第 35 条の 3（無窓の居室等の主要構造部） /第
36 条（防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く）
3）その他の緩和条項(令 137 条の 12 の第 3 項)
建築基準法の条項 大規模修繕・大規模様替を行う部分
第 28 条の 2（石綿
その他の物質の飛
散又は発散に対す
る衛生上の措置）

第 28 条の 2 第 1 号及び第 2 号の規
定に適合すること（①建築材料に石
綿等を添加しないこと、②石綿等を
あらかじめ添加した建築材料を使用
しないこと）。
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同左以外の部分
令第 137 条の 4 の 3 第 3 号の規定に適合すること
(建築材料から石綿を飛散させる恐れがないものとし
て石綿が添加された建築材料を被覆し、又は添加さ
れた石綿を建築材料に固着する措置について国土
交通大臣が定める基準に適合すること)。

表Ⅳ.2.2 大規模修繕・模様替の範囲 1）
凡例 Ａ：大規模修繕・模様替に該当しない、Ｂ：大規模修繕・模様替に該当するが、法の遡及適用は生じない
備考
分類
項目
工事内容
①屋根葺き材・野地板の
全面的葺き替え・修繕

Ａ

屋根の
修繕
②垂木の修繕（屋根面積
の半分以下）

竹小舞
下地土
壁の修
繕

柱・はり
の修繕

階段の
取り換
え

①小舞竹を残して行う荒壁
①を含む土壁の全面塗り直
①し

Ａ

Ａ

・左欄の内容は、構造上重要な部分の全てを修繕することには当た
らないため、全てを修繕しても大規模修繕には当たらない。
・垂木まで修繕した場は屋根の修繕に該当する。

・中塗り壁から荒壁までは、主要構造部を構成する部分のうち、構造
上重要な部分（貫、間渡竹、小舞竹、荒壁、裏返し塗り壁、中塗り
壁）の一部である。
・左欄の内容は、構造上重要な部分の全てを修繕することには当た
らないため、全面的に塗り直しても大規模修繕には当たらない。

②下地の小舞竹の修繕
（壁面積の半分以下）

Ａ

①補強（例：付け柱、付け
梁他）

Ａ

①階段を法規定に適合す
る階段に取 り換 える場
合（増築に該当する場
合を除く）

・屋根葺き材及び野地板は、主要構造部を構成する部分のうち、構造
上重要な部分の一部である。

Ｂ

・小舞竹までを修繕した場合は、壁の修繕に該当する。

（京都市の扱い）
・法の趣旨を鑑み、現行規定に適合しない急勾配の階段を現行規
定に適合する階段に架け替える場合は遡及適用が生じない（増築
に該当する場合を除く）。
・階段の位置を変える場合でも増築とみなされない場合は遡及
適用を受けない。但し、トオリニワ吹抜け部分に階段を移設する場
合のように 2 階に床がない部分に階段を移設する場合は増築
扱いになる。

3．増築 1）
（1）種類
以下の 2 種類があり、各々適用される条項が異なる。
1）一棟増築
既存棟に増築する場合が該当する。
2）別棟増築
同一敷地内に別棟として増築する場合で、以下の条件を全て満たす必要がある。
①構造耐力上、別棟であること（それぞれの建物が構造耐力上独立している）
②機能上、別棟であること（離れと主屋が屋内空間で接続していない）
③外観上、別棟であること（外観が社会通念上、2 棟と認識できる）
（2）確認申請上の手続き

1）既存不適格建築物の増改築時に法の制限の緩和の適用を受ける場合は、確認申請時に下記の書
類も提出する必要がある。
①既存不適格調書：既存不適格建築物であることを証する図書
②緩和条件適合図書：増改築が政令で定める条件を満たしていることを証する図書
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2）既存棟内の減築と増築を同時に行い、全体で床面積の増減がない場合でも建築確認申請が必要
である。
（3）建築基準法の規制と緩和条項（法第 86 条の 7、令第 137 条の 2、表Ⅳ.3.1～Ⅳ.3.2）
1）防火・準防火地域以外の地域
床面積 10 ㎡以内の増築をする場合は建築確認申請は不要だが、その場合でも現行法に適合させ
る必要がある（法第 6 条第 2 項）
。
2）一棟増築の場合
①原則は建物全体（既存部分＋増築部分）を現行法に適合させる必要がある。
②既存部分に対しては集団規定＊8、構造、防火、避難規定等の単体規定＊9 も遡及適用を受ける
が一定の緩和が設けられている（表Ⅳ.3.1）
。
3）別棟増築の場合
増築部分は現行規定に適合させる必要はあるが、既存部分に対しては単体規定及び集団規定の一
部は遡及適用を受けない（表Ⅳ.3.1）
。
4）構造耐力に関する緩和規定（令第 137 条の 2）
、表Ⅳ.3.2）
下記のいずれかの場合は増築が可能である。
①増築部分の床面積の合計が基準時の既存部分の延べ面積の 1/20 以下、かつ 50 ㎡以下で、増築
によって既存部分の構造耐力上の危険が増大しない場合
②増築部分と既存部分が構造耐力上分離しており、既存部分を耐震診断基準（平成 18 年告示
184 号）に適合させた場合
イ）耐震診断基準は昭和 56 年 6 月 1 日以降の建築基準法に係る規定に適合していること
ロ）京都市の「京町家の限界耐力計算による耐震設計および耐震診断・耐震改修指針」で安全
性をチェックすることは可能だが、その場合、平屋モデルではなく、1・2 階共に各階・各
方向についてチェックする必要がある。
③増築部分と既存部分が構造耐力上一体でも、延べ面積が基準時の延べ面積の 1/2 以下で、土台
と基礎が緊結され、柱小径が所定の寸法以上で、耐久性等関係規定及び壁量計算の基準に適合
している場合
5）
「構造耐力上の危険性が増大」とは
①既存不適格建築物の既存不適格部分の規定の不適格度合いが大きくなることや、現行法適合部
分の規定が法不適合となることを指す 7）。
②危瞼性が増大しないと考えられるかどうかは、設計者の考え方を明確にした上で、特定行政庁
または指定確認検杏機関に相談することが望ましい 5）。
増改築後の既存建築物の構造耐力上主要な部材にかかる応力度が許容応力度以下の場合は､
検定比が大きくなったとしても、そのことをもって危険性が増大するとは扱わない。これらの
判断にあたっては、当該増改築により影響を及ぼす規定について適切に検証する必要がある 7）。
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表Ⅳ.3.1 増築時に既設主屋へ遡及適用される主な建築基準法規定内容と緩和内容（法第 3 条、86 条の 7）1）
既存棟の増築（2 階建て、延べ面積 100 ㎡程
別棟の増築
増築の種類
度、戸建て住宅）

遡及適用
を受けな
い

遡及適用
を受ける

部分適用
(法 86 条の
7 第 3 項)
その他の
緩和

・単体規定（法第 2 章、法 19 条～41 条）
・高さ規定（道路斜線、隣地斜線、北側斜線、高度地
区） /第 61 条（外壁開口部の防火設備設置）

法 28 条（居室の採光・換気）

法 22 条・23 条（法 22 条区域の屋根不燃、
外壁の防火措置） ／法 61 条（準防火地域
の外壁・軒裏の防火構造化、外壁開口部の
防火設備設置） ／法 62 条（準防火地域内
の屋根）

法 43 条 1 項（接道義務 2ｍ以上）／法 44 条（道路内
の建築制限）：法 42 条第 2 項の道路の後退部分建築
制限等含む／法 52 条（容積率）／法 53 条（建ぺい
率）／法 56 条の 2（日影による中高層の建築物の高さ
制限）／法 61 条（準防火地域の建物の、増築によっ
て生じた延焼の恐れのある部分の①外壁・軒裏の防
火構造化及び②外壁開口部の防火設備設置）

・適用対象：増築部分及び増築部分と一体
の居室
・法 28 条の 2（シックハウス）／ 法 35 条の
3（無窓居室等の主要構造部）＊10
法 20 条（構造耐力）：構造耐力上の危険性
が増大しないこと

表Ⅳ.3.2 既存不適格建築物に適用される既存部部分への基準―増築部分は基本的に現行法に適合させる
（令第 137 条の 2））1）
Ａ：既存建物(以下、[既存]と略す)の基準時における延べ面積、 B：増築部分の床面積の合計
分類
既存部分に対する緩和規定
備考
B≦1/20×A ＆ B≦50 ㎡

B＞1/2×A

増
築
部
分

構造耐力上
分離した場
合（EX・ｊ）

令 137 条の
2 の第 3 項
令 137 条の
2 の第 2 項１－ロ

（1/20×A）かつ 50 ㎡
＜B≦1/2×A

四号建物
・既存部分の基礎を補強し、基礎以外の仕様規定
を現行基準に適合させる
四号建物以外
・耐久性規定を満たす
・構造計算または耐震診断により安全性を確認す
るか、あるいは耐力壁を釣り合いよく設置する等
の規定に既存部分を適合させる

B＞1/2×A

・耐久性規定を満たす
・構造計算により安全性を確認する

令 137 条の
2 の第 2 項１－イ

（1/20×A）かつ 50 ㎡
＜B≦1/2×A

・耐久性規定を満たす
・構造計算・構造計算により安全性を確認するか、
または耐力壁を釣り合いよく設置する等の規定
に既存部分を適合させる

令 137 条の
2 の第 2 項2－イ

既
存
部
分
構造耐力上
一体とした
場合

・既存部分の構造耐力上の危険性が増大しないこ
と
・耐久性規定を満たす
・構造計算または耐震診断により安全性を確認す
る
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告 556 号の
4
令 137 条の
2 の第 2 項2－イ

4．用途変更 1）
（1）手続きについて
1）法第 6 条第 1 項第 1 号の特殊建築物に用途変更する場合で、その用途に供する部分の床面積の
合計が 200 ㎡を超える場合は建築確認申請が必要となる。
（2）建築基準法の規制と緩和条項（法第 87 条、表Ⅳ.4.1）
1）変更する用途、形態に即して法適合する必要があり、さらに建築行為に関する規定や既存不適格
建築物への遡及適用など、さまざま条項に適合させる必要がある。詳細は法第 87 条に照らし合
わせて確認する。
2）段階的・計画的に現行基準に適合させていくことを可能とする仕組みがある。
（3）その他の規制への適合
用途によっては建築基準法以外の法令（例：消防法他）の規制に適合する必要があるため留意す
る。

5．法適用除外条例 1）
京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例（2012.4 施行）の包括同意基準（2017.1 施
行）の特徴について概説する。
（1）条例の主な特徴
1）概要
京都市においては、歴史都市・京都の景観を形成し、文化を伝えている京町家等の伝統的な木造
建築物等を良好な状態で次世代に継承することができるようにするために同条例を定め、建築基準
法適用除外の道をつくった。さらに標準的な京町家の保存活用を幅広く促進するために、同町家を
対象にした技術基準の「包括同意基準」
（2017.1）を定めて、保存活用計画作成の容易化と建築審査
会同意の手続きの簡素化・迅速化を図っている。
(例)建築審査会の同意を得るための手続き期間は通常 3 か月程度（審議 3 回）だが、同基準に基づ
いて保存活用計画を作成した場合は 1 か月半程度（審議 2 回）となる。
2）対象建物
建築基準法施行日（昭和 25 年 11 月 23 日）以前に建築された、歴史的価値を有する建築物で同
条例第 2 条第 2 項第 2 号に規定する「保存建築物」であること
3）手続きの流れ
包括同意基準を利用する場合は、所有者は同基準に基づいて作成した保存活用計画を添えて、市
長に対し、対象建築物を「保存建築物」として登録するよう提案する。市長は所有者からの提案が
適当であると認める場合は「保存建築物」に登録し、建築審査会の同意を得た上で建築基準法の適
用を除外する。
（2）包括同意基準の主な特徴（表Ⅴ.5.1～Ⅴ.5.2）
1）保存建築物の標準的京町家の構造規模・用途・建築行為の限定
限定により設計・手続きの合理化を図っている。以下に主な限定容の例を示す。
①階数 2 以下で地階を有しない。②建築物の高さ 10ｍ以下、軒高 9ｍ以下。③延べ面積 200 ㎡
以内。④長屋建てでないもの。⑤建築行為：小規模増築(10 ㎡以内)、大規模修繕・模様替
2）基準の種類
保存建築物は「1.構造規模の基準」(前項 1)）
、保存活用計画の「2.安全基準」及び「3.維持管
理の方法の基準」の全てに適合する必要がある。
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表Ⅳ.4.1 用途変更の際に適用される主な条項の例 1）
条項
法第 24 条
法第 27 条
法第 28 条第 1 項、第 3 項
法第 29 条
法第 30 条

法
第
35
条

適用される主な内容の例
木造建築物等の特殊建築物の外壁等
耐火建築物または準耐火建築物としなけ
ればならない特殊建築物
居室の採光、換気

特殊建築物等の避難及び消火に関する
技術的基準

法第 36 条
法第 40 条
法第 43 条第 2 項
法第 43 条の 2
法第 48 条
法第 49 条
法第 68 条の 2 第 1 項
法第 68 条の 9 第 1 項

・2 以上の直通階段（避難階以外

・2 以上の直通階段（避

・2 以上の直通階段（避難階以外の階の

の階の宿泊室Ｓ合計＞100 ㎡）

難階以外の階の老人福
祉施設のＳ合計＞50 ㎡）

特殊建築物等の内装制限

第 1 項第 2 号）、他

・出口から道等に通じる通路幅員≧1.5ｍ
・旅館又は老人福祉施設のＳ合計≧200 ㎡、又は火気使用
室がある場合（令 129 条）

無窓居室等の主要構造部
居室の採光面積
建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁
（令 114 条）
地方公共団体の条例による制限の付加
敷地等と道路の関係（道路に 2ｍ以上接道）
敷地が 4ｍ未満の道路にのみ接する建築
物の制限の付加（地方公共団体）
用途地域等
特別用途地区
市町村の条例に基づく制限
都市計画区域及び準都市計画区域以外
の区域内の建築物に係る制限

居室等Ｓ合計＞200 ㎡）

・廊下幅≧1.2ｍ（居室Ｓ＞200 ㎡の階、両側居室の廊下幅≧1.6ｍ）（令 119 条）
・居室及び居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路、他
・延べ面積＞500 ㎡、無窓居室 無窓居室（令 116 条の 2 ・延べ面積＞500 ㎡、無窓居室（令 116
（令 116 条の 2 第 1 項第 2 号）他

敷地内通路

法第 35 条の 3
法第 36 条中、28 条第 1 項、
35 条に関する部分

・換気設備設置（火気使用がある場合）

地階における住宅等の居室
長屋又は共同住宅の各戸の界壁

排煙設備

法第 35 条の 2

・同左
・居室の採光

・換気設備設置 （火気使用がある
場合）

廊下、階段、出入
口、避難施設
非常用照明装置

用途変更に際して適用される主な条件の例 （S：床面積）
旅館（2 階建て、2 階部分Ｓ＜300 ㎡） 老人福祉施設（同左）
飲食店（2 階建て、2 階部分Ｓ＜500 ㎡）

・防火上主要な間仕切り壁は小屋裏又は天井裏に達する
準耐火構造（自動スプリンクラー設備等設置部分を除く）他
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条の 2 第 1 項第 2 号）、他

・飲食店のＳ合計≧200 ㎡、又は火気
使用室がある場合（令 129 条）

3）構造・防火等に関する基準
①内容により、法への適合、条例への適合、法または代替基準への適合を求めるものがあり、
これら全てに適合することが必要である。
②都市火災防止のための共通基準は法または代替基準への適合を求めている。かつ、代替基準
については、法で認められていない仕様でも法と同等の性能が実験で検証されたものについ
ては採用している。
③市内に多い細街路に面した敷地内の建築物も対象にしている。
（3）法適用除外の登録事例
当初の目標は条例施行 8 年後の 2020 年度までに 55 軒の予定だったが、約７年半後の 2019 年 12
月時点で 14 件 18 棟(木造＋非木造)の状況である。
①木造住宅の用途変更 5 件 7 棟（用途変更後：宿泊施設 2 件、飲食店 2 件、大学 1 件 3 棟）
②木造住宅の住宅としての保全 0 件、
（4）法適用除外事例の少い要因
①申請手続き書類の作成負担の大きさ(特に構造関係書類)
②住宅としての保全活用事例がない理由
イ）住まい手のコスト負担の大きさ(改修工事コスト等)
ロ）メリットが感じられない
・包括同意基準を使用した場合のメリットは 10 ㎡以内の小規模増築ができることのみ？
（5）10 ㎡以内の小規模増築について 4）
(京都市)同数字は京町家に元々付帯していない水廻りの規模を想定している。なお、法第 86 条
の７に既存建築物に対する制限の緩和が定められており、構造規定に関しては、延べ面積の 1/20
かつ 50 ㎡以下で、既存部分の構造耐力上の危険性が増大しない場合については、遡及適用され
ないが、延べ面積 100 ㎡の京町家の場合、延べ面積の 1/20 が 5 ㎡(約 3 帖)となり、水廻りに必
要な面積が確保できない。
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表Ⅳ.5.1 京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の包括同意基準の条件（2017.3 時点）2）、4）
項目

条件

住宅等＊12

用途
①建築物
１
構
造
規
模
の
基
準

②竣工年

歴史的価値を有する建築物で「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」第 2 条第 2 項第
2 号に規定する「保存建築物」であること
・京都市の区内に存する伝統的な構造及び出格子・虫籠窓・通り庇その他の特徴的な意匠を有する木造の
建築物
・昭和 25 年（1950 年）11 月 23 日以前に建築された建築物

③階数

・2 以下、かつ、地階を有しない

④建築物の高さ

・10ｍ以下、かつ、軒高 9ｍ以下

⑤延べ面積

・200 ㎡以下＊14

⑥建築型式

・長屋建てでないもの＊15

①用途
②工事内容

２
安
全
基
準

特定用途＊13

③法適合要(既存不適
格の継続を認めない
もの)

・特定用途のいずれ
か一種の用途

―
・増築・修繕・模様替えを行う場合は「小規模増築等」＊16 であること。
・改築・移転＊17 は行わない。
・法第 22 条(法 22 条区域の屋根の防火制限)／23 条(同区域の外壁の防火制限)／
35 条の 2(特建・無採光居室・火気使用室等の内装制限)／37 条(建築材料の品質)
／48 条(用途地域の建築制限)／53 条の 2(敷地面積の最低限度)／59 条(高度利用
地区)／60 条(特定街区)／61 条(防火地域内の建築物に係る規定に限る)／62 条（防
火地域または準防火地域の屋根）／64 条（看板等の防火措置）

・同左、法 35 条（特
殊建築物等の避
難・消火）／35 条
の 3（無窓居室等
の主要構造部）／
43 条第 1 項（接道）

・法第 32 条（電気設備）

・同左、但し、法 35
条の 3 除く

・法 35 条の 3（無窓居室等の主要構造部）
④法適合要 (既存不適格
の継続を一部認める)

建築基準法 （既存不適格建
築物に対する制限緩和）

・法 36 条（階段、煙突、昇降機：令 23～27 条（階段）、令 115 条（煙突）及び令 129 条
の 3～129 条の 13（昇降機）に係る部分に限る）
①新たに階段を設ける場合及び既設階段の位置を変える場合は法適合要。
②既設階段の従前のままの存置及び既設階段の位置を変えずに緩勾配化する場
合は法適合の階段とまではしなくてもよい。但し、別規定で緩勾配が求められる場
合がある。
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・電気設備単位で適用
・居室単位で適用
・階段単位で適用

項目

条件

住宅等＊12

用途

２
安
全
基
準

３
維
持
管
理
の
方
法
の
基
準

⑤地方公共団体条例の
適合要

建築基準法 （既存不適格建

特定用途＊13

築物に対する制限緩和）

・法第 40 条（2 章の建築物の敷地・構造・建築設備に関して安全・防火・衛生上必要な制限の付加）：京都市建築基準
条例、京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例等
・43 条第 3 項（敷地等と道路との関係）：京都市建築基準条例、京都市細街路のみに接する建築物の制限等に関
する条例等
・43 条の 2（4ｍ未満の道路のみに接する場合）：京都市細街路のみに接する建築物の制限等に関する条例等
・49 条（特別用途地区）／50 条（用途地域等の制限）：京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例等
・68 条の 2（地区計画等の区域の制限）：京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例等

⑥法又は代替基準（京
都市包括同意基準の
別表第 1）の適合要
➡右の条件欄は建法
のみを記載

・法第 20 条（構造耐力）

①定期報告

・5 年毎に京都市長に対して条例第 11 条に規定する報告を行う

②建築物・敷地・建築設
備の定期点検

・点検の対象となる部分の仕様に応じた点検の項目を定め（沈下、ひび割れ、腐朽、蟻害、剥がれ、漏水等）、
当該項目に関し、5 年に 1 回以上点検を行う

③避難経路・消防設備
等の定期点検

・点検の対象となる部分に応じた点検の項目を定め（避難経路の確保、非常用照明の点灯確認、消火設備の
使用期限の確認等）、当該項目に関し、6 か月に 1 回以上点検を行う

④調査・修繕・改良

・②・③の結果を踏まえて、必要に応じて調査・修繕・改良を行う

⑤地震・台風時

・臨時点検の実施

⑥建築物の劣化

・建築物の劣化状況に応じて、維持管理方法の見直しを行う

⑦保存活用計画の変更

・保存活用計画を変更した場合は必要に応じて維持管理の方法の変更を行う

・法 43 条第 1 項（細街路に接した敷地内の建築物）／44 条（道路内の建築制限）／52
条（容積率）／53 条（建ぺい率）／56 条第 1 項第 1 号（道路斜線制限）／同 3 号（北
側斜線制限）／56 条の 2（日影規制）／58 条（高度地区の建築物の高さ）／
61 条（準防火地域内にある建築物に係る規定に限る）
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・同左、但し、43 条第
1 項除く

・法第 20 条：増改築等に係
る部分とエキスパンションジ
ョイント等 でのみ接してい
る建築物の部分は適用し
ない。

表Ⅳ.5.2 建築基準法適用除外事例の設計時に法適合が困難だった主な規定―伝統木造住宅から用途変更する場合 3）、4）
凡例

＊

京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の登録事例（保存建築物登録年 2012～2017）
事例 1：住宅から大学へ用途変更、建築年 1861 年、工事内容：増築（既存便所建替え、10 ㎡）、大規模修繕（屋根葺替え、土壁修繕他）、3 棟、延べ面積計約 352 ㎡
事例 2：住宅から旅館へ用途変更、建築年 1868 年、延べ面積約 125 ㎡
事例 3：飲食店から旅館へ用途変更、建築年大正後期から昭和初期頃、延べ面積約 847 ㎡

№
1

法適合が困難だった主な規定内容
法第 20 条（構造耐力）

・安全上必要な構造方法に関
して政令で定める技術的基
準に適合することの確認

2

法 27 条（耐火建築物等としな
ければならない特殊建築物）

・準耐火建築物化

3

法 35 条（令 119 条、廊下幅）

・廊下幅 1.6ｍ又は 1.2ｍ以上

4
5
6
7

法 35 条（令 121 条、2 以上
の直通階段）

法 35 条（令 126 条の 2、3、
排煙設備の設置・構造）

法 35 条の 2（令 128 条の 5、
特殊建築物等の内装）

法第 36 条(令 21 条、居室の
天井高さ）

8

法第 36 条(令 23 条、階段・
踊り場の幅・蹴上・踏面の寸法)

9

法４４条（道路内の建築制限）

10

法第 62 条第 2 項（準防火地
域内の外壁・軒裏）

法第 64 条（準防火地域内の
11

外壁の開口部）

安全性確保のための主な代替措置（事例 2 は包括同意基準利用）
①構造耐力上主要な部分の劣化部分の健全化、
②極めてまれに発生する地震に対する安全性の確保（耐震改修工事）
・（事例 3）：飲食店から旅館へ用途変更
・ハード面での措置
自動火災報知設備・非常用照明、誘導灯の設置
/客室へのパッケージ型自動消火設備の設置/
消火器設置による初期消火の徹底/避難器具の
強化設置/隣地を利用した避難経路の確保

・2 以上の直通階段
・排煙口の不燃材料化
・壁・天井の仕上げの準不燃
材料または難燃材料化
・居室の天井高 2.1ｍ以上

・（事例 2）自動火災報知設備の設置、天窓
の設置による排煙確保等

・ソフト面での措置
避難経路の多言語表示/従業員による建物内
巡回の徹底/周辺関連施設（同運営者）従業員
を含めた夜間対応の実施/消火・通報・避難訓
練の実施等

・階段の幅・蹴上・踏面の寸法
・道路内の建築制限（軒先）

・既存不適格の継続（現状維持）。道路の通行上、支障のない軒・庇が突き出している場合は、現状変
更により新たに不適合部分を生じさせない。

・延焼の恐れのある部分の外
壁及び軒裏の防火構造化

・（事例 1）漏電等による火災の防止、火災の早期覚知、初期消火、避難経路の安全性の確保、避難
経路の明確化、2 方向避難の確保等の措置（漏電遮断器、電気配線の改修/自動火災報知設
備、非常用照明、誘導灯の設置/直通階段の増設、階段の緩勾配化/各階 1 以上の消火器・消
火バケツの設置/ハンドマイクの設置（非常時の避難呼びかけ用）/管理マニュアルの整備他）

・延焼の恐れのある部分の外
壁の開口部の防火設備の
設置

・（事例 2）木製防火雨戸及び耐熱強化ガラスを入れた木製建具の設置/階段の緩勾配化 等
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注釈
＊1

法第 6 条第 1 項第 4 号：
・木造の建築物で階数 2 以下、又は延べ面積が 500 ㎡以下、高さが 13ｍ以下、軒高 9ｍ以下のもの。
・都市計画区域若しくは準都市計画区域、若しくは景観法準景観地区内又は都道府県知事が関係市町
村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

＊2

延べ面積 200 ㎡以下：京町家の標準的規模として、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条
例」の「京都市包括同意基準」と同条件とする。

＊3

専用住宅：共同住宅、寄宿舎は含まれない。

＊4

兼用住宅：前述の京都市包括同意基準との比較を容易にするために、同基準の「住宅等」の定義にあわ
せている。住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途＊を兼ねるもので、建築基準法施行令 130 条
の 3 で定めるもの（延べ面積の 1/2 以上を居住の用に供する。住宅と兼用する用途の部分の床面積の
合：計が 50 ㎡を超えるものを除く）。
＊事務所、日用品の販売を主目的とする店舗、食堂、喫茶店、理髪店、美容院、洋服店、畳屋、建具屋、
自転車店、家庭電気器具店、自家販売のための食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学
習塾、華道教室、美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房等。

＊5

建築行為：建築基準法上は、建築行為として、本文に記載した行為以外に下記の行為がある。
①新築：更地に新たに建築物をつくること。
②改築：従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建てるこ
と。使用材料の新旧は問わない。また、従前のものと著しく異なるときは新築または増築となる（昭
和 28.11.17 建設省住宅局建築指導課長通達第 1400 号）。
③移転：同一敷地内において建築物の位置を移動すること。原則として建築確認申請書の提出が必要
になる。既存建築物を移転する場合、同一敷地内であれば、既存不適格建築物のまま移転でき
るようになった（平成 27.6.1 法改正）。

＊6

主要構造部（建法第 2 条 5）：壁、柱、床、はり、屋根又は階段。建築物の構造上重要でない間仕切り壁、
間柱、付け柱、揚げ床、最下階床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他こ
れらに類する建築物の部分を除く。「構造上」とは、防火構造上の意味を指している。「構造耐力上主要
＊ 6 な部分」（令第 1 条 3）とは必ずしも一致しない点に留意する。

＊7

過半の判断：屋根は水平投影面積、壁は見付面積、柱・はりは本数によって判断する。通し柱は 1 階 1、
2 階 1 本として、それぞれ各階ごとに本数を数える。

＊8

集団規定：建築物の集団である街や都市において要求される安全かつ合理的な土地利用のための建築
物の秩序を確保するための基準である。建築基準法では第 3 章（第 41 条の 2～第 68 条の 9）、同法施
行令では主として第 6 章～第 7 章の４(第 130 条～第 136 条の 2 の 10)に定められている。

＊9 単体規定：個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火(及び避難)、建築
衛生などに関する安全性確保のための技術基準である。建築基準法では第 2 章（第 19 条～第 41
条）、同法施行令では第 2 章～第 5 章の４(第 19 条～第 129 条の 15)、第 7 章の 8（第 136 条の 2 の 20
～同条の 8)、第 9 章（第 138 条～第 144 条の 2 の 4、一部を除く）などに定められている。
＊10 政令で定める窓その他の開口部＊11 を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部＊6 を耐火構
造とし、または不燃材料で造らなければならない。
＊11 令 111 条：①採光に有効な部分の面積(令 20 条)の合計が当該居室の床面積の 1/20 以上のもの、②直
接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径 1ｍ以上の円が内接できるもの又
はその幅及び高さが、それぞれ、75ｃｍ以上及び 1.2ｍ以上のもの。
＊12 住宅等：共同住宅、寄宿舎は含まれない。住宅又は住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼
ねるもので、建築基準法施行令 130 条の 3 で定めるもの（延べ面積の 1/2 以上を居住の用に供する、住
宅と兼用する用途の部分の床面積の合計が 50 ㎡を超えるものを除く）
＊13 特定用途：物品販売業を営む店舗、飲食店、旅館（簡易宿所）
＊14 延べ面積 200 ㎡以下：対象地域の京町家の 8 割が対象となる規模
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＊15 長屋建てを除いた理由
①長屋は複数の住戸等が連続して１棟の建築物を構成するという特徴があるが、建築物の安全性は１棟
ごとに確保される必要があり、建築物の一部である１住戸に対して包括的な基準を定めることが困難で
あること。
②住戸ごとに所有者が異なることが多いため、意思決定に時間を要することから包括同意基準により手続
きを簡略化するメリットが小さいため。
＊16 小規模増築等：「保存建築物」の延べ面積の増加が 10 ㎡以内の増築、大規模の修繕、大規模の模様替。
なお、法施行日（1950.11.23）以降に増築された部分で増築の適法性が確認できない部分は撤去等の
対応が必要になる。
＊17 改築：従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建てること。
引用文献
1）京都市、「京町家できること集改訂版」、2017.10、
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000161/161706/291025dekirukotoshuukaiteiban.pdf
2）京都市、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例 手続 BOOK【技術的基準(包括同意基準)解
説編】～設計者の方向け～改訂版」、2019.8、https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000157989.html
3）京都市、リーフレット 活用事例集「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」、2019.1、
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000157/157989/reaflet2.pdf
4）国土交通省住宅局建築指導課、「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」、本編、別冊事例集、
2018.3、http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000084.html
5）（一社）住宅生産団体連合会、「2018 年度版 小規模建築物の増改築における建築確認申請の手引き」、
2019.2
6）（一社）木を活かす建築推進協議会、「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引きー既存不適格
である木造の四号建築物を対象にー」、改訂版 2009.9
7）（一財）建築行政情報センター、2015 年版「2015 年版建築物の構造関係技術基準解説書」の質疑（Ｑ＆Ａ）
について、ｈttｐｓ／ｗｗｗ2.1cba.ｏｒ.jｐ/ｐｒodｕｃtｓ/deta11.ｐｈｐ?ｐｒodｕｃt id-421）
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Ⅴ．京町家の木造伝統文化を活かして安心かつ快適に住み続けるための法基準に整合した
方策の提示
1．京町家の法適合上の課題
一般規模の京町家を住宅（兼用住宅含む）として保全・活用していく上で多くみられる法適合上
の主な留意点を表Ⅴ.1 に示す。なお、対象とした規模は、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に
関する条例」の包括同意基準で対象としている標準的町家の条件にあわせて延べ面積 200 ㎡以内
（京町家の 8 割以上が該当）としている。
京町家等に今後も安心して住み続けていくためには、高齢化や暮らしのニーズに合わせた改善、
さらに一部増築を望む声が多い。ただ、僅かな増築であっても基本的には現行の建築基準法に適合
させる必要かあるため、暮らし質の向上を望む住い手にとって負担が大きくなっている。
京町家を住宅として継続使用していく上での法令上の主な課題を以下に示す。
①火気使用室の内装制限（法 35 条の 2）
②無窓の居室等の主要構造部（法 35 条の 3）
③既存不適格階段（法 36 条（令 23 条から 27 条まで 階段）
④準防火地域の軒裏・外壁・外壁の開口部（法 6↓条）
⑤防火または準防火地域内の屋根（法 62 条）
⑥電気配線（法 32 条）
⑦構造耐力（法 20 条）
一方、京都市では一定の条件を満たす建築物について、景観的、文化的に価値のある意匠や形態
を保存しながら使い続けるために、建築基準法の適用を外し、良好な状態で次世代へ継承すること
を目的に、建築物に適した安全性を確保する規定等を定めた「京都市歴史的建築物の保存及び活用
に関する条例、包括同意基準含む（以降、保存活用条例、と略す）
」を定めている。
同条例では、建築基準法で求められる安全性を担保する代替措置は、条例の例示仕様または関係
部局との協議によることになるが、前述の課題の内①～⑥についてはハード・ソフト面の代替処置
を含め、京町家の実態をある程度考慮した代替措置が示されている。
法令適合させることが難しいために増築等を断念していた④の準防火地域の建物外周部位の防
火構造化については、建物が隣接している妻壁の段階的改修（隣接建物が除去された時点で防火構
造に改修）や、延焼の恐れのある開口部に対する木製防火雨戸設置、出火防止・初期消火・早期避
難対策等のハード・ソフト面の京都市独自の対応がみられる。なお、これまで前例はないが、用途
変更を伴わない住宅用途への条例適用の場合は、上記課題（①～⑥）に対する負担はあまり大きく
はないと考えられる。
保存活用条例の適用事例が増えない（住宅用途事例はゼロ）要因としては、手続き作業の負担の
大きさ、条例を活用する上でのメリットの少なさ、そして、⑦の構造耐力の検討が挙げられる。
2．住宅用途における構造検討内容の考え方
適用建物の用途が住宅であれば、市の木造住宅耐震診断士派遣事業、まちの匠の知恵を活かした
京都型耐震・防火リフォーム支援事業を積極的に利用することで住まい手の負担軽減に繋がり、同
条例の住宅用途への適用が広がると考えられる。
さらに同事業と保存活用条例で求める構造検討内容を整合させることができれば、市登録の耐震
診断士でも対応可能になり、構造設計担当者の裾野も広がる。
なお、適用用途が住宅以外の場合も含めて、同条例・基準は地震に対する安全性確認を要件にし
ている（長期、風圧力、積雪等に対しては既存不適格の継続を容認している）ため、耐震安全性へ
の影響が少ない部分の検討は大幅に簡素化することが可能である。
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（1）構造検討内容に対する提案
1）条件：構造耐力上重要な部分の劣化について健全化を行うこと
＜提案＞
①構造上重要な部分の健全性については設計段階での確認が難しいため、改修工事着工後に再調査
を行い設計内容を見直すものとする。
・設計段階では既存建物の構造部材を的確に把握することができないため、各部材の断面寸法、
劣化状況については構造躯体の状況が分かる改修工事の初期段階で再調査を行い設計内容を
見直すものとする。
2）条件：屋根葺き材等及び外装材の構造耐力上の安全を確認する
＜提案＞
①設計者又は施工者が既存瓦の飛散や滑落に対する危険性が少ないと判断した場合は、屋根を葺き
替えなくてもよい。
・保存活用条例の適用事例全ては既存屋根全体の葺き替えが行われ、安全性を確保する処置が講
じているが、住宅においてはコスト負担があまりにも大きくなりすぎるために条例の適用が敬
遠されていることも考えられる。
②屋根を葺き替える場合の屋根葺き工法（令 39 条１項）
屋根葺き材の緊結:屋根葺き材が脱落しないための措置につては、現在一般に行われている「瓦
屋根標準設計・施エガイドライン（財団法人全日本瓦工事連盟他）」、鋼板屋根については「鋼板
屋根構法標準（社団法人日本金属屋根協会他）」に準じて施工することを原則とし、図面・計算書
の添付は省略できる。
・施工内容の基準を明確にすることで設計作業の負担を軽減する。
3）条件：使用上の支障となる変形又は振動がないことを確認する
＜提案＞
①2 階耐力壁に発生する地震時の付加軸力に対する検討を行う。
・丘建ち柱等の撓み量等、
ただし 2 階柱の直下付近に軸力を支持できる 1 階柱がある場合は除く。
・例を示して検討内容を明確にすることが重要である。
4）条件：建築物が「京町家の限界耐力計算による耐震設計および耐震診断・耐震改修指針」等に
よって確められる地震に対する安全性を有すること（同設計法は京都市の木造住宅耐
震診断上派遣事業、まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業
に採用されている。
）
＜提案＞
①長期・積雪・風圧力に対する検討は省略できる。
②建物に残る傾斜を考慮した安全限界変形角の確認
ごく稀に発生する大地震に対する１階の応答変形角について、建物に傾斜が残っている場合
は、便宜的に応答変形角と建物に残る傾斜を加算した変形角が安全限界変形角以下であること
を確認する。
・既存建物の傾斜修正には床・壁・天井等の撤去を伴う場合が多く、コスト負担も大きいい。
元傾斜が残っている場合の耐震安全性の考え方を示すことが重要である。
③各部材の安全性の検討
耐震安全性に大きく影響する構造部材の検討・補強例を示すことが重要である。
・小壁付き独立柱の曲げ耐力の検討
・通し柱の曲げ耐力の検討
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・丘立ち柱が載る梁の検討
・ねじれと床剛性の検討
・柱の浮上がりに対する検討
・基礎の検討 等
④設計地耐力の設定
新設基礎の設計地耐力は地盤調査によらない場合は 30kN/㎡（軟弱地盤除く＊1）として扱うこ
とができる。また、現状に大きな不同沈下がなければ既存基礎の検討は省略できる。
・地盤調査を省略して設計地耐力を 30kN/㎡（スエーデン式サウンディングによる地盤の長期許
容応力度の下限値、軟弱地盤のＩランク上位）に設定しても安全側の検討になると考えられ、
設計作業の負担軽減につながる。なお、新設基礎（増築部分、補強耐力壁部分、既存建物の荷
重増加部分 等）の長期柱軸力は 10～20ｋＮ㎡程度であるため、過大な基礎になることはな
い。
＊１ 軟弱地盤は、京都府市町村共同総合型地図情報システムの液状化危険度の分布、埋め立て・
盛土地盤等を参考に判断することができる。
⑤実質の部材強度を考慮した検討
部材検定に用いる材料強度は、各地域の木材強度試験の平均値程度（建築基準法施行令の無等
級材強度の 1.5 倍程度、ただし部材が健全であること）の強度を有するものとして検討すること
ができる。
・京町家等の柱材（大半はヒノキ・スギ）は吟味された良材が多く、築後 100 年程度経過し、含
水率は平衡状態にあること等を考慮した場合、建築確認申請を要しない耐震診断・耐震改修に
おいては、各地域の木材強度試験の平均値程度の強度を有するものとして検討しても安全側の
評価になると思われる。
（参考）各地域産木材の強度試験結果
各地域産木材の強度試験結果によると、構造材の木材強度は、建築基準法の強度規定よりも大きな
値であることが報告されている。
京都府産スギ柱材の曲げ強度特性（京都府立大 田淵他）
・スギ平均曲げ強度Ｆｂ36.8（施行令の強度の 1.65 倍、）95％下限値 26
愛媛県産スギ・ヒノキ柱材の曲げ強度試験（愛媛県林業技術センター研究報告書）
・ヒノキ平均曲げ強度Ｆｂ51.8（同 1.94 倍）、95％下限値 35
・スギ平均曲げ強度Ｆｂ40.2（同 1.81 倍）、95％下限値 32
愛知県産木材の基準強度（愛知県森林・林業技術センターＨＰ）
・ヒノキ曲げ基準強度Ｆｂ（Ｅ90）40.8（同 1.52 倍）
・スギ曲げ基準強度Ｆｂ（Ｅ70）32.3（同 1.45 倍）
紀州材（和歌山県ＨＰ）
・ヒノキＦｂ38.4（同 1.43 倍）
・スギＦｂ34.8（同 1.56 倍）、

⑥検査・試験結果提出の簡略化
鋼材の製品検査、コンクリート圧縮強度試験は、使用量が少量（例えば基礎コンクリートの
打設量が 10 ㎡/1 回 以下）であれば省略できる。
・使用する部位は基礎が考えられるが、断面設計に余裕を持たせることで使用材料の強度のバ
ラツキを吸収できる。また、現場練りコンクリート（極小規模基礎）の場合にも対応可能で
ある。
5）構造検討作業内容を具体的に示した「構造安全性チェックリスト」の整備
「まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業」のチェックリスト・仕様
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書にも利用することを前提に整備し、設計作業の効率化を図る。
①構造特記仕様書の整備
建物概要、材料の基準強度、設計地耐力、防蟻・防腐処理 等
標準詳細図（屋根葺材、耐力壁（土壁・乾式土壁等）
、基礎（標準断面・配筋）
、接合部等）
②耐震診断計算に関するチェックリストの整備及び設計・補強方法
・計算の前提条件
・荷重・外力、Ｇｓ
・耐震要素（復元力特性）
・安全限界変形角
・応答計算
・各部の耐震安全性確認 等
3．法の緩和を受ける場合の「構造耐力上の危険性が増大しないこと」についての検討方法
（増築部分の床面積が既存建物の床面積の 1/20 以下かつ 50 ㎡以下の場合）
条件は、構造耐力上主要な部分＊1 について下記の２点
①増改築部分について現行の仕様規定＊2 に適合させる。
②既存部分について構造耐力上の危険が増大しないこと＊3
＊1 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、
火打材その他これらに類するものをいう。
）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他こ
れらに類するものをいう。
）で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若し
くは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
＊2 施行令 41 条～49 条の規定
＊3 荷重が増大しない範囲で、かつ構造耐力上主要な部分を変更しない場合。変更する場合は
その部分についてのみ危険性が無いことを構造計算で証明する（例えば、増築することによ
って耐力壁の充足率が低下する場合など）
。
＜提案＞
耐震特性が異なる部分を個々に検討し、建物全体の安全性を判断することになり、過去の改修
で耐震特性が異なる伝統構法に現代構法が混在する建物の場合は好ましくない。既存建物の耐震
特性に適した耐震診断方式で建物全体の安全性を確認する必要がある。
4.伝統的木造軸組構法の構造特性に適した耐震補強材の開発
伝統構法建物の耐震補強材には大きな変形性能が求められるが、現在、多く用いられている補
強材は、竹小舞下地土壁、乾式土壁パネル、仕ロダンパー、耐震リング等に限られており、工期・
コスト面で使い易い耐震補強材の開発が求められている。
①変形性能を持たせた構造用合板耐力壁
小分割した構造用合板を張った耐力壁は、釘の引抜け量が少なくなるため、耐力は落ちるが変
形性能は向上するため、伝統構法に適した耐震要素となる可能性かあると思われる。
（参考実験データ：神谷文夫、面材張り耐耐力壁の構成と剪断耐力、林業試験場研究報告、
第 340 号、1986、p 169-186）
②建物の変形性能を阻害しない簡易な接合金物（柱と横架材之接合部等）
③簡便な既存土壁の強度測定方法

等
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表 Ⅴ.1 京町家に一般に多くみられる法適合上の主な留意点
凡例 法：建築基準法、令：建築基準法施行令、K：京都市建築基準条例、K1：京都市建築基準条例施行細則、K2：京都市建築法令実務ハンドブック（京
都市都市計画局建築指導部建築審査課、2018.5.1）、K3：「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」の包括同意基準（2019.8 改訂）、
建築：遡及適用を受ける建築行為、A：大規模修繕・大規模模様替え、B：増築

1．構造以外の課題
№

項目

建築

法適合上の主な留意点

今後の検討事項

1．法規定の上限を超えた建ぺい率
（1）（京都市の運用）法施行日（昭和 25 年 11 月 23 日）以降の増築部分で適法性が確認できない部分は撤
去等の対応をしている。
（参考）K3 代替基準
下記の 1）及び 2）に適合すること。なお、指定建ぺい率以内の場合は 10 ㎡以内の増築は可能である。
1

建ぺい率
(法第 53 条)

B

1）現状変更により建築面積が増加しないものであること（既存不適格を増大させないこと）
・減築及び増築を行う場合は、減築及び増築部分の差し引きによる建築面積が増加しないこと。
2）下記の全ての条件に適合すること
①別表第 2 の 1 の項（出火防止）：①劣化した電気配線の改修、②漏電ブレーカー及び感震ブレーカーの
設置、③住宅用防災警報機器又は自動火災報知設備の設置、④ガス漏れ警報器等の設置、⑤消火
器の設置（各階 1 以上）
②同上 2 の項（避難安全）：①階段の手すり設置（住宅等の場合）、②携行用電灯の寝室への設置
③準防火地域内の建築物の規定又は同表の 3 の項（都市火災の防止）：軒裏、外壁、外壁の開口部
1．道路に突出した建築部分の撤去（例：軒・庇等）
（参考）K3 代替基準
道路に通行上支障がない軒や庇が突出している場合は、現象変更により、その既存不適格を度増大させな
い（新たに不適合部分を生じさせない）こと。

2

道路内の建築制
A
限（法第 44 条、
B
法第 42 条第 2
項）

2．
（K2）法第 42 条第 2 項による道路＊1 に沿って存在する建築物等の撤去

1．法第 42 条第 3 項道
建築等に当たって、2 項に規定する道に沿って存在する門、塀、及び擁壁は、道路後退線（道路中心線か 路 ＊ 3 の場合も 左欄と
ら 2ｍ後退した線）から道路側にある部分について撤去あるいは後退させなければならない。
同様の措置となるの
但し、基準時（法施行日）以前から存在している場合で、次の条件に当てはまる場合はこの限りではない。 か？
なお、但し書きの適用に際しては、基準時以前から存在しているか否かについて、客観的に判断できるも
のに限る。また、基準時以前から存在している場合においても、法の趣旨にかんがみ、当該門、塀及び擁
壁を極力撤去又は後退させることが望ましい（次頁続く）。
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№

2

項目

建築

道路内の建築制
A
限（法第 44 条、
B
法第 42 条第 2
項）

法適合上の主な留意点

今後の検討事項

（1）門及び塀
2 項に規定する道以外の建築基準法上の道路により接道条件を満たす敷地に
おける増築等＊2 で、2 項に規定する道に沿って存在する門及び塀が基準時以前
から存在している場合（増築等に当たって、当該門及び塀に工事が及ばない場
合に限る）。

＊3 法第 42 条第 3 項道路：土地の状況によりや
むを得ない場合は、建築基準法第 42 条第 3 項に
より、道路中心線から道路境界線までの後退距離
を 1.35ｍ以上 2ｍ未満の範囲で特定行政庁が指
定し、後退距離を緩和している道路。

（2）擁壁：築造行為を行わない場合
＊1 法第 42 条第 2 項道路：都市計画区域の指定等により建築基準法の規定が適用され
た際に現に建築物が立ち並んでいる幅員 4ｍ未満の道で、特定行政庁が指定したも
のは、同法上の道路とみなし、その中心線からの水平距離の線をその道路の境界線と
みなす。
＊2 増築等：増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
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№

項目

建築

法適合上の主な留意点

今後の検討事項

1．
（K 第.3 条) 隅切り部分の建物の除去

1．左欄 1 の K 第 3 条第 1 項の適用除外の範囲
（左欄（１）～（3）
））は拡大できないのか。

幅員 6ｍ未満の道路が交わる角(内角 120 度以
上のものを除く)等に接する敷地は、当該角及び
当該角から道路と敷地との境界線に沿って各々2
ｍ延ばした箇所を結ぶ二等辺三角形（高さ 4.5ｍ
を超える部分を除く）の部分を空地としなければ
ならない。

1）
（市へのヒヤリング）
同適用除外地区以外にもまちなみ景観の
保全及び継承に資する町家がある場合は、適
用除外事例として扱っても良いのではない
か？そのような場合、市はどのように運用し
ているのか？

但し、以下の場合は適用除外される（2014 年改正）
。
（1）法第 42 条第 2 項道路（その一端のみが他の
道路に接続したものに限る）又は 3 項道路に
接する建築物の敷地のうち、市長が安全上支
障がないと認めるもの

3

道路の角にある
敷地内の建築
制限(法 40 条、
K 第 3 条)

B

但し書きの適用除外の場合

（理由）
・隅切りの目的は、道路の通行者・車両を確認
するための道路の見通しの確保である。
・一方、京町家の敷地は間口が狭く、旧市街地
都心部を対象とした京都市の平成 10 年京
町家調査では、間口が 2～3 間が最も多い
（全体の 50.8％、約 1.2 万件）
。

（2）
「京都市細街路にのみ接する建築物の制限等
に関する条例」で指定された歴史的細街路に
接する建築物の敷地のうち、当該建築物が伝
統的な建築様式によるものであると市長が認
めるもの

・従って 2ｍの隅切りをした場合、既存建物の
伝統的外観意匠が大きく崩れ、歴史的まち
なみ景観及び伝統文化の破壊に繋がり、ま
た生活上の支障も大きい例が多数出現する
と推測される。

（3）京都都市計画景観地区計画書に規
定する岸辺型美観地区（歴史的町並
み地区に限る）
、旧市街地型美観地区
及び歴史遺産型美観地区内の道路並
びに歴史的街並みの景観を保全し、
及び継承するために必要な道路に接
する建築物の敷地のうち、当該建築
物が安全上支障がなく、町並みの景
観の保全及び継承に資するものであ
ると市長が認めるもの。

・一例として、右建物（敷地
間口約 3.8 間）が隅切り
対象になった場合、写真
の赤線より左側の建物
部分の撤去、隅切りが必
要となる。
2．左欄の適用除外範囲の地域以外に、町家がど
の程度存在するかの概要調査。
・市の都市計画関連地図「総括図Ⅳ景観
保全」の地図と町家残存 MAP との比較。

ひさしその他これに類する建築物の
部分で、市長が安全上支障がないと
認めるものについては、前項本文
の空地に突き出して建築することは
できる。

3．敷地の隅切について伝統的木造住宅に対し
ては緩和を行っている他の都市の事例調査
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№

項目

建築

法適合上の主な留意点

今後の検討事項

1．急勾配の既設階段を法適合した緩やかな勾配の安全な階段に取り替える場合
で、階段の位置を変えることで増築扱いになる場合は、建築確認申請が必要
になり、既設建物の一部に現行法が遡及適用される。

1．急勾配の危険な既設階段を法適合した緩やかな勾
配の安全な階段に取り換える場合、既存建物の構
造耐力の危険性の増大を防ぎ、避難安全性と居住
性を向上させるために階段の位置を変更せざるを
得ない場合で、吹き抜けのトオリニワ等の 2 階に
床がない場所に階段をつけざるを得ない場合（床
面積が増える場合）でも、大規模修繕と位置づけ
て、かつ既存建物に遡及適用が生じないものとし
て扱えないか？

（1）法規定の住宅の階段（令第 23 条）
：階段幅・踊り場幅 75cm 以上、
蹴上げ 23cm 以下、踏面 15cm 以上

4

階段の取り換え
(令第 23～25
条)

（2）
（京都市の運用）本来は、階段の取り換えは主要構造部の大規模修繕・模様
替えに該当し、原則は遡及適用が生じる。しかし、同市では急勾配の既設
階段を法適合した階段に架け替える場合（増築に該当する場合を除く）は
法の趣旨を鑑みて遡及適用が生じないものとして扱っている。但し、2 階
に床がない部分（トオリニワ吹抜け部分等）への階段移設は増築とみなす。 2．例示：左図の事例（旧職住併用住宅）の場合
①住み難い位置―P.P 分離になっていない
（3）間取りの制約で、階段の位置を変えないと構造耐力低下につながる事例
1 階の階段昇り口は職のスペース（パブリッ
（位置を変えない場合は梁を切断する必要がある等）や、住まいとして
クゾーン(P)のミセノマ）にあるため、2 階のプ
使いにくい例が多い。
ライベートゾーン（P）を繋ぐ位置としては住み
（4）建物全体を通して階段部分の増築と他部分の減築を同時に行い、延べ面積
難い位置にあり、耐震上も好ましくない。
の増減がない場合でも法的には増築扱いとみなされる。
②危険な急勾配の階段➡避難上も危険性が高い。
A

③構造耐力の低下：緩勾配の階段にする場合、間
取りによっては梁を切断しなければならない。
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№

項目

建築

法適合上の主な留意点
1．準防火地域・防火地域の場合は、小規模の
増築・改築・移転でも建築確認申請が必要
になり、既設建物の一部に現行法が遡及適
用される。

5

小規模な増築
(法第 6 条第 2
)項)

A
B

今後の検討事項
1．左欄の参考１の法規定の「10 ㎡以下は確認申請不要」の数値の根拠の調査。
2．左欄の参考 2 の文中の「延べ面積の/1/20 を超えないこと」の数値の根拠の調査。
この数字は今回のように住宅に適用する場合も問題ない数値なのか？

3．左欄の参考 2 の文中の「既存部分の構造耐力上の危険性が増大しない」ことの確認
方法の調査
(参考 1―法第 6 条第 2 項)
4．左欄の参考
2 の令第 137 条の 2 の第 3 項の規定を使って、床面積の合計が基準時の
準防火地域及び防火地域以外で建築物を
延べ面積の 1/20 を超えずに、かつ、
「既存部分の構造耐力上の危険性が増大しない」
増築・改築・移転をする場合で増築・改築・
増築を行う方法が使い易いかどうか調査する。
移転に係る部分の床面積の合計が 10 ㎡以下
の場合は建築確認申請は不要である。
5．町家の保全・継承の促進の要点の一つに、
「高齢者（車いす利用者含む）でも安心
して暮らし続けられる住まいに容易に改善できる仕組みの整備」を盛り込みた
(参考 2―令第 137 条の 2 の第 3 項 増築又は
い。
改築の構造規定に関する緩和)
増築又は改築部分の床面積の合計が基準
社会的に高齢化が進む中で、高齢者の住まい手のニーズが多い改修内容は、段差 5．
時＊4 の延べ面積の 1/20 かつ 50 ㎡を超えな
の解消と共に、狭い水廻り（浴室、洗面所、トイレ）を高齢者が使い易いように、5．
い場合で「既存部分の構造耐力上の危険性
ある程度広げて居住性・安全性を改善する内容である。
が増大しない」場合は増築が可能である。
そのため、狭くて高齢者（車いす利用者含）の使用の安全性が懸念される水廻り
をある程度広げて安全性・居住性を向上させる目的の小規模増築＊5 で、既存建物の
(参考 3―K3 京都市条例包括同意基準)
構造耐力の危険性が増大しない場合は、建築確認申請は不要で、既存建物への遡及適
増築、大規模修繕又は大規模模様替を行
＊4
用が生じないものとして扱えないか。その場合、小規模増築の増築面積の上限を設定
う場合は、延べ面積の増加は基準時
に比
する。（例）目安 5 ㎡（約 3 帖）程度＊5。
べて 10 ㎡以内とする(減築と増築を行う場
合は床面積の差し引きによる延べ面積の増 6．建物全体を通して減築と小規模増築＊5（目安の例 5 ㎡（約 3 帖程度）を同時に行い
加が 10 ㎡以内)
床面積の差し引きによる延べ面積が増加せず、既存建物の構造耐力の危険性が増大せ
＊4：法施行時の昭和 25 年 11 月 23 日

ず、避難安全性が向上する場合は、建築確認申請は不要で、既存建物への遡及適用は
生じないという考えはできないか？
＊5 5 ㎡：延べ面積 100 ㎡の 1/20（令第 137 条の 2 の第 3 項の応用案）

6

居室の天井高
(法第 36 条、
(令第 21 条)

A

1．ツシ 2 階建ての 2 階居室の天井高は法規
定（2.1ｍ以上）に適合していない例が多
い。

1．法規定の「天井高が 2.1ｍ以上」の数値の根拠の調査。
2．左欄の規定の代替措置（建築的措置、設備による措置）の調査、検討、提示。

Ⅴ-9

№

7

項目
外壁・軒裏・
開口部(法第
61 条)

建築

B

法適合上の主な留意点

今後の検討事項

1．準防火地域の延焼の恐れの
ある範囲の土壁・軒裏・開口
部が防火構造でない場合が
多い。1．

1．防火改修の普及状況と課題の把握
1）（市へのヒヤリング調査）防火改修助成事業の普及状況と課題

1．準防火地域の延焼の恐れの
ある範囲の土壁が防火構造
でない場合が多い。

1.京町家に多い一般的な伝統仕様の類型化

2）（防火改修の経験のある設計者・施工者へのアンケート・ヒヤリング調査）
一般に多い既設伝統仕様の外壁土壁・化粧軒裏・開口部を防火構造、防火設備へ改修する際の課
題の抽出 :京都府建築士会、建築工業組合等
2．防火改修の啓発
1）外壁に求められる性能：耐震性と防火性の両立
2）多様な既設伝統仕様に適した防火構造化への改修手法の提示（天井裏・小屋裏、妻壁、土壁
腰板張り）
3）法の防火性能を確実に実現・維持するための要点（経年劣化対策含む）

8

外壁竹小舞下
地土壁
(法第 61 条)

4）地震による防火性能低下の防止策
①既往実験で壁厚 60mm 程度の土壁の地震後の防火性能低下の状況を再現・検証した実験結果のデ
ータ収集・分析

B

②地震被災地で多く見られた土壁の損傷の特徴的な傾向のデータ収集・分析

1．準防火地域の延焼の恐れの
ある範囲の軒裏が防火構造
でない場合が多い。

9

木製の化粧軒
裏(法第 61 条)

B

3．課題
1）妻壁裏返し塗り無し仕様のうち、防火構造仕様がない「柱の屋外側ちり寸法が 15 ミリを超え、
かつ、屋外施工ができない仕様」の研究
・既存京町家の回収への活用を目的に、京町家の実態荷重を考慮し、柱の屋内側を厚さ 30 ㎜の
木材で補強して火災時の柱の座屈を遅らせる実験により、その補強効果が確認されている。
早稲田大学八セミ研究室、2016 年 9 月
1. 京町家に多い一般的な伝統仕様の類型化（垂木型式、加敷造、通り庇、妻軒のケラバ含む）
2．防火改修の啓発
1）多様な既設伝統仕様に適した防火構造化への改修手法の提示
2）法の防火性能を確実に実現・維持するための要点（経年劣化対策含む）
3．課題
1）防火構造仕様がない二重軒裏について、既存防火構造仕様を応用できるか検討する
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№

10

項目

外壁の開口部
(法第 61 条)

建築

法適合上の主な留意点

今後の検討事項

1．準防火地域の延焼の恐
れのある範囲の外壁開
口部が防火設備でない
場合が多い。

1. 一般に多くみられる既設伝統仕様の木製建具の類型化（木製出格子付窓、木製平格子付窓、出入口建具
含む）
2．防火改修の啓発―柱面内納まり仕様
1）多様な既設伝統仕様を活かした防火設備への改修手法の提示
・コスト的に使い易い一般普及型の改修仕様の提示

（参考 1）
2）既設木製建具を使用して法の防火性能を確実に実現・維持するための要点（経年劣化対策含む）
・京都市独自の運用 1
①平格子付窓
延焼の恐れのある部
②出格子付窓
分にある「外部開口部」
③出入口建具(引戸)
の緩和：該当する外部
イ）玄関出入口型式として最も多い
木製建具に対しては、
木製玄関片引戸上部の「木製板
火災から「同開口部」
欄間」の防火上の扱いの明確化
を有効に遮る「防火構
（右写真・図面）
造の外壁・袖壁・塀等」
柱
が設置されている場合
柱
④開閉欄間付き木製窓
は「防火設備」とみな
⑤雨戸・戸袋
され、既設木製建具は
イ）既設木製窓(引き違い掃き出し窓・腰高窓、欄間の有無)に取り付けられる防火雨戸(寸法の範囲
改修せずにそのまま利
明記)のカタログ収集・分析
用できる。但し防火設
(例) 大手サッシメーカーの LIXIL（リクシル)では扱っていない。
備の高さは開口部の上
3）耐震性と防火性の両立、地震火災対策
端から 10 ㎝以上とす
る（法第 2 条第 9 号の 3.課題
2、第 9 号の 3、法第 64
1）既設出格子・平格子窓等の屋内側に設置できる開閉欄間付き防火設備の研究開発
条、令第 109 条第一項）
・京都は年間を通して風が少ないため、特に夏期の夜間はプライバシー・防犯を兼ねて外部の冷気
を取り込める開閉欄間付きの防火設備を使えるようにしたい。
（参考 2）
➡既設出格子・平格子窓の屋内側に設置できる開閉欄間付き防火サッシのカタログ収集・分析
・京都市独自の運用 2
2）既設玄関木製引戸の屋内側に使える防火設備の研究開発
木製化粧格子の屋内
➡京町家の伝統意匠と調和した引き戸式和風防火サッシのカタログ収集・分析
側に防火設備を設置し
3）包括同意基準の防火設備の各種代替仕様の木製建具の例示の標準納まり図は公開されていないため、
た場合でも法適合仕様
市が公開した段階で掲載する。
とみなされる。但し、開
口部と格子は別物として
扱っており、格子が建物
構造と一体でないことを
条件とする。

Ⅴ-11

№

項目

11

塀・門の構
造(令第 136
条の 2 第 5
号、告示第
194 号第 7)

12

無窓の居室
等の主要構
造部(法第 35
条の 3、令第
111 条

建築

A
B

法適合上の主な留意点

今後の検討事項

1．高さ 2ｍを超える門又は塀で、準防火地域内にある木造建築 1．今回改正になった左欄の門・塀の構造規定を用いて既設門・塀を
改修する場合の課題を抽出する。
物等に附属するものは延焼防止上支障のない構造であるこ
と
1）一般に多くみられる門・塀の伝統仕様の
類型化（調査）
①門：道に面する部分を厚 24mm 以上の木材で造る
②塀：イ）厚 24mm 以上の木材で造る
2）上記 1）の既設伝統仕様の門・塀の改修
②塀：ロ）土壁真壁造で塗厚 30mm 以上（表面に木材張り含む）
時の課題の抽出
1．1・2 階ともに無採光居室が多い。

A
B

1．「政令で定める窓その他の部開口を有しない居室」の例が一般的
2．
（法第 35 条の 3） 政令で定める窓その他の開口部＊6 を有し
な町家の中にどの程度存在するかの調査(数例程度)
ない居室に該当する場合は、その居室を区画する主要構造部
2．政令で定める開口部を有しない居室について、政令に適合するた
（壁・柱・床・はり・屋根・階段）を耐火構造とし、または不
めの簡易な改修手法の提示
燃材料で造らなければならない。
1．各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめ
なければならない。
（参考 1）KARTH 防火マニュアル技術解説書（2010）

13

長屋の住戸の
界壁（令第
114 条、告示
第 1358 号）

＜法基準に整合した界壁の防火改修仕様＞
①竹小舞下地土壁の場合、下記のイ）及びロ）の条件を満たす
仕様に改修することで法適合すると考えられる。

1. 一般に多くみられる既設伝統仕様の土壁の界壁仕様の類型化
2．上記 1 の伝統使用を法規適合使用へ改修する際の課題の抽出
3．既存京町家における防火補強天井による延焼防止効果の課題の
抽出

イ）荒壁裏返し塗り＋両面中塗り(上塗りの有無は問わな
い)、総厚 80ｍｍ以上とし＊7、小屋裏の横架材下端まで
土壁を塗りまわす。
ロ）柱は非損傷性を確保するために 120mm 角程度以上＊8 が
望ましい。
②防火性能・遮音性能を有する強化天井による延焼防止

＊6 以下のいずれかであること。①採光に有効な部分の面積(令第 20 条)の合計が当該居室の床面積の 1/20 以上、②直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、
その大きさが直径 1ｍ以上の円が内接できるもの又はその幅及び高さがそれぞれ、75ｃｍ以上及び 1.2ｍ以上のもの。
＊7 80 ㎜以上：法令上は「間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側を土塗真壁裏返し塗り仕様で防火被覆した構造とすること」が例示されている。同例示
仕様は両面防火構造の考え方にもとづいており、防火構造（土壁裏返し塗り、塗厚 40mm 以上）の 2 倍の塗り厚を確保することで法令の防火性能を満足できると考えられる。
＊8 界壁の柱は、両側の住戸間の延焼防止性能が求められるが、その中で最も重要な柱の非損傷性能について、｢柱の非損傷性予測評価方式(案)｣で評価した結果、界壁の
柱は 120mm 角程度以上が望ましいと考えられる。
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2．構造上の課題
№

項目

1

一般の増築等
の場合

建築

法適合上の主な留意点

（1）法第 20 条（構造耐力）については「構造耐力上の危険性が増大しないこと」に適合する必要がある。
1）「構造耐力上の危険性が増大しないこと」の確認方法の調査
、2）に適合する必要がある。
（1）同条例の技術的基準の「包括同意基準」で求める法第 20 条（構造耐力）の代替基準 1）は以下の 1）
1）構造耐力上重要な部分の劣化部分について健全化を行うこと。
・健全化：柱、梁及び土壁等の構造耐力上主要な部分を新築当時の健全な状態に戻すことを基本とする。腐朽、蟻害、ひび割
れ、欠損、沈下、傾斜、たわみ、継手・仕口の緩み、割れ等の劣化部分は改修する必要がある。

2

「京都市歴史
的建築物の
保存及び活
用に関する
条例」により
建築基準法
第 3 条第 1 項
第 3 号に基づ
く法適用除
外をする場
合

2）建築物が京都市の「Ａ．京町家の限界耐力計算による耐震設計および耐震診断・耐震改修指針」
、
「Ｂ．京町家型標準設計法に
よる耐震設計および耐震診断・耐震改修指針」等に定める耐震診断によって確かめられる地震に対する安全性を有すること。
・上記Ａ又はＢ等にもとづいて耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行う。これらの指針以外に、他の工学的見地から耐
震性を評価することもできる。

（2）（令 36 条 1 項）耐久性等関係規定
1）包括同意基準では新築当時の健全な状態に戻すことを要件にしている。限界耐力計算を用いる場合であっても、耐久性等関係
の仕様規定を満たす必要がある。
＜耐久性規定＞
①（令 37 条）構造部材の耐久性：構造上重要な部分の腐朽防止・摩損防止の措置
②（令 38 条１項）基礎の種別：布基礎あるいはべ夕基礎
③（令 39 条１項）屋根葺き材の緊結：屋根葺き材が脱落しないための措置
④（令 49 条１項）外壁内部の防腐：鉄網モルタル等で軸組が腐りやすい部分の下地には防水紙を張る等の処置が必要にな
⑤（令 49 条２項）外壁内部の防腐：地面から 1.0m の範囲までの防腐・防蟻処置
（3）耐震安全性の確認
1）包括同意基準では、現状の構造図面（伏図、軸組図、部材リスト等）を要件にしているが、一部解体を伴う詳細調査が必要に
なる。
（4）耐震診断士
1）市登録の耐震診断士は意匠設計者が多いが、「法 3 条その他条例」の案件は構造専門技術者が行っているのが現状である。
・同条例では構造検討内容が具体的に示されていないため、逆に細部にわたる検討作業が膨大になり、構造解析ソフトを持って
いる構造設計事務所しか対応できない場合が多い。

引用文献
1）「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例 手続 BOOK【技術的基準解説編】～設計者の方向～(包括同意基準)」、京都市、2019.8 改訂版
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Ⅵ．資料編
資料 1

第 2 次世界大戦直前期の京都府・京都市による都心木造密集地の防火改修補助事業 1）

（1）事業の目的
第 2 次世界大戦開戦直前の昭和 14 年（1939）４月に、内務省は京都市を含む全国主要都市を対
象に防空建築規則を施行し、新築建物に適用すると共に併せて既存木造家屋を防火改修する補助事
業「都市防空施設としての既存木造建物の防火改修事業」を実施した。
そのため、京都市でも国の事業方針に沿って同年 6 月に「京都市防火改修補助規程」を施行して、
木造建物の防火改修補助事業を実施した。
目的は、市の中心部に存在する膨大な木造家屋は防空上最も重要な都心部の一大脅威となるため、
応急対策として木造建物に耐火性を付与して焼夷弾による隣家への延焼を防止することであった
(写真 Ⅵ.1)。
（2）事業概要
1）事業期間、防火改修指定区域
史料で確認された範囲では、同事業は昭和 14 年 6 月 8 日か
ら昭和 20 年 3 月 31 日まで続き、その間に防火改修区域が 4 回
指定された。
2）防火改修の対象部位
木造家屋の外周部の外壁・軒裏・ケラバ・開口部

写真 Ⅵ.1.1 当時の市内の木造家屋 2）

（3）市の防火改修補助規程の主な特徴
戦争直前期の応急措置として、京町家の実態を踏まえた即効性の高い合理的な防火改修手法を導
入している。
1）まちぐるみで防火改修をしてまちの安全性を高める
・街区単位の防火改修―街区単位の防火改修に対する補助率の優遇
2）町家の道路側ファサードの伝統意匠を守りながら、隣への延焼を防ぐ
①隣地側からの延焼防止対策：外壁妻壁に「防火袖壁」を設置することで、後方の既設外壁土壁・
木を使用した化粧軒裏・木製外部建具の防火改修を省略、外観の伝統意匠の保全へ
②京都の伝統文化を護るための、モルタルではなく、京都産の土壁を使用した防火改修の実験・
研究の精力的推進
3）合理的で即効性の高い方法でまちの安全性を高める
①隣接敷地の建物 2 棟が小規模（建築面積合計 150 ㎡以下）の場合は 1 棟扱いとする。
②既存の外壁・軒裏・ケラバが土壁又は漆喰、ラスモルタル塗りの場合は防火改修の必要はない。
③外壁妻壁が隣地建物の妻壁と密接した真壁の場合は、同部分の補修は屋内側からのみでよい。
（4）現存する防火改修町家
第 1 回から第 4 回までの指定区域に現存している防火改修町家（防火袖壁付町家）は 2012 年時
点の調査では総計 392 棟、そのうちウダツ付町家は 31 棟確認できた(図 Ⅵ 1.1)。
第二次世界大戦直前期に各地の大都市中心市街地の木造家屋を対象として実施された防火改修
補助事業は戦後の建築基準法の防火規定につながる日本の防災技術・都市防災史上、重要な事業で
あり、現存する防火改修町家は他都市には見られない貴重な防災文化遺産と言える。
当時の防火改修事業は、今後の木造密集市街地での延焼防止と伝統文化の保全の両立対策を検討
する上で大きな示唆を与えるものと考える。
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妻壁の防火袖壁による隣地建物からの延焼防止

塀の中の防火袖壁

防火袖壁と外壁と塀の一体化

建物背面部 屋根ウダツと防火袖壁
・塀の一体化、軒裏の塗込め

路地沿いの防火袖壁

同左建物の道路側
奥に屋根ウダツが見える

図 Ⅵ.1.1 第 2 次世界大戦直前期に防火改修した町家の現存状況－密集市街地の延焼防止対策 1）
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資料 2

京都市消防局による住宅の防火改修指導の取組み（昭和 30 年代）

京都市においては昭和 30 年(1955 年)に市内火災件数 756 件の過去最高を記録し、その 8 割が一
般住宅火災であったため、京都市は全国で初めて｢無火災都市宣言｣を行い、各種対策に取り組んだ。
（1）一般家庭の防火診断制度、防火モデル地区の創設（昭和 31～32 年）
市内全域の一般家庭の住宅 27 万戸を対象に毎年一回消防職員が訪問し、火災原因となる箇所を
チェックする防火診断を行い、当時、担当者は消防ドクターと呼ばれた。また、各行政区毎に学区
単位で防火モデル地区が創設された。
（2）防火改修、防火貯蓄運動の推進、防火改修指導の浸透強化（昭和 33～50 年頃）
防火改修は集団で行った方が経済的で防火上も効果があるため、「まちぐるみの防火改修運動」
に取り組んだ。
1）上記（1）の防火診断で指摘された火災危険箇所の改修見積りを出して防火改修費用の目標金額
を定め、町内全員を会員として「国民貯蓄組合」を結成する防火貯蓄運動を展開した。
改修内容：かまど・煙突廻りの改修、電気配線の適正配置、小屋裏界壁・ウダツの新設等
(図 Ⅵ.2.1、写真 Ⅷ.2.1)。
2）防火改修を隣保の共同責任で推進するために、昭和 35 年に町内又は隣組を単位とした「改修促
進委員会」を結成し、消防団員・防火委員を中核として集団改修運動を展開した。

図 Ⅵ.2.1 消防局による防火改修貯蓄運動の推進 3）
Ⅵ-3

小屋裏の防火改修

防火貯蓄運動

小屋裏改修で延焼免れる

団地の消防訓練

写真 Ⅵ.2.1 防火貯蓄運動（昭和 34 年）3）
表 Ⅵ.2.1 消防局による防火改修指導の例（昭和中期頃）4）
項目

内容

項目

袖壁

・隣家への延焼を防ぐ袖壁の設置

小屋裏

・土壁の小屋裏界壁の設置

台所のカ
マド廻り

・カマドを壁から15ｃｍ以上離すまたは壁の煉
瓦積、コンクリート 造への改造

風呂

・煙突修理、建物貫通部の防火板設置

設備

・共同の火災感知器・消火器・火災報知器設
置
・正しい電気配線・漏電防止

外構

内容
・防火樹の植樹
①火のつきやすい庇･屋根を覆うように
植樹：カシ･シイなどの高木 等
②下見板を覆うように植樹：アオキ・ヤ
ツデなどの潅木 等
・堀コタツの安全工事

その他

・取り灰の後始末
・消防車の進入路の確保
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資料 3 京都の伝統的な防火対策
京都は歴史的に度重なる大火に見舞われてきており、その中で培われてきたさまざまな伝統的な
防火対策例の概要を表 Ⅵ.3.1に示す。
表 Ⅵ.3.1 伝統的な防火対策例
防火対策例
部位

部位
配置計
画

土壁

① 敷地奥の隣地境界線際に防火構造の土蔵の
配置(各戸毎）、防火帯の形成（図 Ⅷ.3.1)
土蔵
② 隣家との間の塀に避難用非常用木戸の設置

②土蔵周辺に消火用具の常備（ハシゴ、水
桶 、目塗り土 等）

① 昔から火災に強いと言われている土壁の活
用。外壁は小屋裏も土壁を塗る。

①火災から貴重品を守る石造の床下収納
庫

床下

② 2階外壁は隅の通し柱以外は大壁塗壁仕上と
し、柱を露出させない。

軒裏

② （昭和初期の工夫例1）
外部木製建具の木桟の塩水浸透＋網入りガ
ラス＋柱戸决り
③（昭和初期の工夫例2）
木製雨戸の外側に鉄板張り仕様
①面戸の土塗り（数寄屋建築に多い）

①防火構造仕様、置屋根

（町内単位の防火対策）
①（歴史）町式目に明文化等
・夜間一定時刻以降に灯をともすと罰金
・火災時に風上･風下の数軒は類焼防止
の為に壊されても文句言えず
・風の強い日は風呂を沸かさない 他

① 2階窓は開口面積の少ない大壁土壁塗り廻し
のムシコ窓（土塗り木製格子窓）、木部の窓枠
を土壁で塗り込んだ腰高窓
外部
開口部

防火対策例

②火の用心のための拍子木巡回
ソフト
面の
対策

③消火バケツ・消火器・水桶、ハシゴ、提
灯、鳶口等の常備・設置
④消火用の盛り砂の常備、菰（こも）を水に
つけて軒端につるす
⑤愛宕神社参り（防火意識の高揚）

②漆喰塗り込め
① 土葺きの屋根瓦

屋根・
天井

②(戦時中の工夫例)
落下した焼夷弾を取り除くために天井板がは
ずせるようになっている

（1）土蔵による防火帯の例
京都の町割りは表通りを挟む両側がひ
とつの町会を形成する両側町を基本とし
ており、敷地の奥側は背割りと呼ばれる隣
町との境界になる。
土蔵は鬼門を避け、乾蔵（イヌイグラ、
敷地の南東側に配置）と巽蔵（タツミグラ、
敷地の北東側に配置） が建てられること
が多いため、背割りの両側には土蔵が立ち
並び土蔵群による防火帯が形成される（図
Ⅵ.3.1）
。
図Ⅵ.3.2 は 1946 年（昭和 21 年）の御
池通（四条烏丸付近）の航空写真である。
建物疎開で町家が解体された跡には防火
帯を形成していた土蔵群のみが残されて
いる。

背割り
背割り

図 Ⅵ.3.1 江戸時代の西陣の土蔵配置例 5）
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防火帯を形成する土蔵群

図 Ⅵ.3.2 終戦後（1946 年）の御池通の航空写真 6）
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