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実施報告書 

 

建築基準法第３条適用除外モデル条例出前講座 

財団法人建築技術教育普及センター平成 23 年度普及事業 



日時：平成 24 年 1 月 28 日（土）午後 1 時 30 分～5 時  
会場：北国街道ほんまち町屋館

（財）建築技術教育普及センター平成 23 年度普及事業第 1 回出前講座ＩＮ小諸 

記 神奈川県建築士会 スクランブル調査隊  
 
１ 問題提起 
２ ケーススタディ 神奈川県の事例＆歴史的建築物保全活用推進員養成の状況 
３ 建築基準法の特例制度活用のためのモデル条例の提案 
４ ケーススタディ 建築基準法の柔軟な運用に向けて（静岡県の事例） 
５ 意見交換 
 
■意見交換  

ほんまち町屋館は、大正１２年築の味噌屋を地域のコミュニティースペースとして利活用し

ている建物であり、その２階座敷にて参加者一同が講座終了後、車座にて行った。 
参加者は、長野建築士会の甘利享一氏、地元出身まちづくりプランナーの荻原礼子氏、建築

士＆市会議員の林稔氏、居酒屋経営＆市会議員の竹内氏、信濃毎日新聞記者、静岡建築士会 塩

見寛氏、鈴木貴博氏、神奈川建築士会 森山恒夫、村島正章、内田美知留、島田眞弓、他数名

で、少人数ではあったが、密度の濃い意見交換ができた。 
 
○いままでの小諸のまちづくりについて：地元の甘利氏、荻原氏より。 

・小諸市は平成 11 年から国の補助事業「街なみ環境整備事業（以下「街環」）」を導入し、

平成 21 年までの 10 年間で 76 件の修理・修景を行った 
・適用範囲は建築協定を結んだ旧中心商業地区で、予算の都合と屋根が も傷んでいたこと

もあり、大半が屋根葺き替え工事という内容だった。 
・上記事業では、 大で修理に 500 万円、修景 300 万円の補助が付くが、工事費の 1/3 は自

己負担、というものであった。そのため、何が何でも創建当時に、という厳格なものでは

なく、むしろ町並みとしてマッチするのであれば、観光受けするようなデザインも一部柔

軟に取り入れられている。 
 
○現在の小諸の問題点：甘利氏、荻原氏、林氏より。 

・小諸はかつて養蚕で非常に栄えたため、町の年配者たちはどうしてもその頃のことが、忘

れられないようだ。商人の町でありながら、妙にプライドの高いところがある。そのため、

空き家になっている歴史的建造物もかなりあるのだが、なかなか貸してもらえず、利活用

がうまく進まない。：甘利氏、荻原氏より。 
・「街環」が終わってしまったので、やや熱が冷めた感じ。：林氏。 
・新幹線が佐久平に停まるため、人・店舗が移動してしまい、小諸で店を出そうとする人が

減ってしまった。また、駅前商店街は活気がなくなっている。 
・ 北国街道拡幅により商店街の特徴であった深い庇が短く切られ、外観の陰影が浅くなり、

薄っぺらな印象になってしまった。これだけは、なんとしても元に戻したい。：荻原氏。

→この問題こそ、法第３条の適用除外に基づく条例を作っていれば、避けられたことで

ある。これ以上このようなことのないよう、具体的に手を打ってもらいたい。できるこ

とは協力させていただく。：塩見氏、村島。 



・ 利害関係者たちが自分たちの利便性を重要視するため、車はまだ相互通行なので、人が

安心して歩けない。観光客に商店街をゆったりと回遊してもらうには、せめて、一方通

行にして、かなりの速度制限を実施する必要がある。この問題に関しては、粘り強く町

内の人々を説得していくしかない。：荻原氏、林氏。 
・ もう少し、行政側も関心を持って積極的に動いてほしい。：全員。・・前もって、本講座

開催を知らせたにもかかわらず、小諸市の関係者は出席せず。→今後、市民も含め、行

政も、もっと巻き込んでいく必要有。 
 

○小諸の今後と活かすべき資産 

・ 小諸には、文学的遺産や城跡、動物園、美術館、温泉、千曲川、浅間連峰など数々の魅

力がある。しかし、魅力が大きいとそれらに頼ってしまいがちになり、訪れる人の立場

に立った「仕掛け」作りを怠りがちになる。共通課題として、そこをどう分かってもら

うか、努力していくか、今後の課題。：内田 
・ 一度、「街環」を経験しているので、その他条例作りは、それほど困難ではないかもしれ

ない。議会としてはいいが、市民に理解してもらう必要があるだろう。：林氏。 
・ 「このように使いたい！」という要望に対して、「こんな条例があるから、大丈夫！」と

受けて、外部からも、内部からもまちに活気を送り込みたい！：全員。 
 

■ 期 待 

小諸市庁舎は平成２６年４月に移転し新庁舎となる。その隣には、大病院も新築され平成

28 年開業予定である。その一帯は大きく変わることになるが、結果としてバランスよくメリ

ハリのきいた小諸らしい街づくりができれば、と期待している。 
 

３人からの発表のあと、車座になっ

て小諸での課題、今後の展望等につ

いて自由な意見交換 

地元の人たちを前に本日の説明者の紹介 

（左から鈴木、森山、村島、塩見） 



地域の歴史的建造物の保全・活用のため、建築基準法の特例制度を活用しよう！ 
平成 23 年度第１回出前講座 IN 小諸 

                                                

■小 諸（長野県） 

小諸は浅間山と千曲川の間に位置する標高約 670ｍの坂の町で、城下町として戦国時代初期

（1487 年）に築かれた。江戸時代には北国街道の宿場として、明治・大正時代には生糸生産に

より大いに栄えたが、大恐慌と第 2 次世界大戦を機に町の勢いを失っていった。人口約 45000

人という規模のためか、1742 年大洪水に見舞われたが、町の区割りも含めその後の建物はよく

残されている。また、教育者の木村熊二、文人の島崎藤村、高浜虚子、若山牧水、洋画家の小

山敬三などともたいへんゆかりが深い場所である。 
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No. 建物名称 建築時期 所在地 No. 建物名称 建築時期 所在地 

①  本陣問屋場 江戸後期 市町 ⑨ 桑原邸(洋館） 大正初期 荒町 

②  粂屋(旧脇本陣) 江戸後期 市町 ⑩ 小諸病院 昭和６年 赤坂 

③  ほんまち町屋館 大正 本町 ⑪ 酢久商店 江戸時代 荒町 

④  つたやｷﾞｬﾗﾘｰ 大正 本町 ⑫ そば七 文化３年 本町 

⑤  柳茂商店 明治初期 荒町 ⑬ 大手門 江戸時代 大手 

⑥  中吉 江戸末期 与良 ⑭ 竹内木材 明治 43 年 大手 

⑦  山崎長兵衛商店 大正 荒町 ⑮ 那須野整骨院 江戸後期 市町 

⑧  土蔵  与良     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その保全活動を支えているのが NPO 法人小諸町並み研究会や建築士会であるが、まだまだ個

人的な活動も多く、今後は官、民、専門家のネットワークのもと、ますます広がっていくこ

とを望む。小諸町並み研究会の「信州小諸・町並みデザインブック」などが小諸の魅力を伝

えてくれる。 

小諸市も「街並み環境整備事業」で国の補助制度を導入し、平成 12 年～21 年までに 76 件の

修理・修景が進んでいる。対象のほとんどが屋根瓦取替え工事とのこと。 

小諸は坂の町。苔むした薄緑色の屋根瓦が連なる街並みは浅間山に溶け込み、江戸・明治・

大正・昭和・平成までもが時代の特徴を残しつつ一体化している。この地域の瓦は火山灰が

混ざり水分を含むのでもろく雨漏りしやすい。今ではこの瓦を焼く窯もほとんどなく、代わ

りに街並みの雰囲気に合ったいぶし瓦を推奨している。 

■小諸のまちづくり 

伝統的な建物を増改築したり用途変更をする際、建築基準法に適合させようと屋根や外壁

などの素材を変更すると従来の佇まいが損なわれる恐れがある。また、住宅を店舗などに用

途変更して活用しようとすると同法の基準を満たせないとの理由で断念するケースもある。

その際、自治体がその地域や景観に即した条例を作成していれば、法第三条の適用除外を受

けることが可能になる。いわゆる「その他条例」の有効性を広め、活用してもらうための「出

前講座」を開催。 

 

■建築基準法第三条 その他条例を制定する意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■なつかしい銅壺（銅製文化

かまど）お湯がすぐ沸き、今

も現役！小諸製と思われる。 

■道路拡幅による軒切断が、景観に

与えた影響は計り知れない。木製建

具も痛みやすくなってしまった。 

■人気の旅館、中棚荘・はりこし亭！

結婚式準備中。登録有形文化財。 

千曲川いざよふ波の岸近き・・・ 
 



（財）建築技術教育普及センター平成 23 年度普及事業第２回出前講座ＩＮ大垣 

日時：平成 24 年２月 25 日（土）午後 1 時 30 分～5 時  
会場：岐阜ガス ほのりんプラザ３階会議室 

記 神奈川県建築士会 スクランブル調査隊  
 
１ 問題提起・特例制度活用のためのモデル条例の提案 
２ 静岡県でのケーススタディ 建築基準法の柔軟な運用に向けて 
３ 神奈川県でのケーススタディと歴史的建築物保全活用推進員養成の状況 
４ 広島県福山市鞆の浦の事例紹介 
５ 意見交換 
 
■意見交換 

＜岐阜士会／坂氏＞まちづくり活動の具体的なヒントを教えてほしい。 

垂井宿のお寺の境内の中にある三百数十年前の建物を、もしかしたら調査

するかもしれない。集会所として利用するという事例の話があったが、ど

うしていったら良いか。 

＜神奈川 ／森山＞スクランブル調査隊なら、まずすぐに見に行って調査をし、図面を作り、

所見をまとめる。簡単でよいと思う。それからどうするか考えて、行政等

に働きかけて行く。できるだけ保存の方向で。 

＜神奈川 ／村島＞藤野町(現相模原市)の例であるが、町に文化財指定させるという方法もあ

る。行政をうまくその気にさせる、納得させることが必要。 

＜静岡士会／鈴木＞調査は必要だと思う。現状把握は大切。地域の声は、影響が強い。 

         質問の建物は 100 ㎡以下とのことなので、そんなに大ごとにならずに済む

のではないか。 

(質問者不詳)＞  歴史的建造物というのは、どう考えればよいのか。ただ古ければよいのか。

どこでその価値を判断するのか。 

＜神奈川 ／村島＞古い建物が良いと思わない人もいる。ただ古いだけではなく、誰が住んで

いたのか、どれだけ地域に愛されて来たか、我々が良いと思うかもひとつ

の判断基準。だが、全ての人がよいと言うことはないだろう。 

＜神奈川 ／森山＞人の価値判断はいろいろだが、まちなみを作ってきた建物、みんなが良い

と思う建物のことだと思う。その建物が、どんな歴史を持ってきたかでも

価値がわかる。どんな建物でも、壊したらなくなってしまう。 

＜静岡士会／塩見＞静岡の講座では、ひとり 3 件くらいずつ各自が建物を選んできて、グルー

プでその中の１つを調査する。歴史的変遷・地域での役割を調べ、所見を

書いてまとめる。建物の価値＋地域での役割がひとつの判断基準だろう。 

＜静岡士会／鈴木＞「歴史的建造物」ということばを使っているが、「文化的建造物」等、他の 

         とらえ方もある。「歴史的」だけにこだわる必要はない。 

＜静岡士会／塩見＞歴史的・文化的に価値があっても、市民に認められていない、つまり市民

的価値がないと壊されてしまう等、なかなかうまくいかない。 

＜岐阜士会／水谷氏＞戦前の大垣の風景を覚えている。道は今ほど広くなく、城は木造だった。 

         父親は木造大工で、父が建てた建物も B29 が焼いてしまった。学校の木造

校舎も、みそたまり屋さんの建物も朽ち果ててしまって･･。そういう建物



を何とか残したい。 

＜神奈川 ／村島＞今日、大垣のまちを見て歩いたが、（古い建物の残り方が）かなり歯抜けな

印象だった。現状を教えてほしい。 

＜岐阜士会／坂氏＞やり方が悪いのか、古い価値観を評価されるのがいやなのか。 

         みそ屋(?)の建物は、登録文化財になった。このように価値を見出した人も      

いるが、見出していない人のほうが多いかもしれない。大垣は、廃藩置県

で県でなくなって衰退し、そのため逆に新しいものを追い求めて 来た。

近ようやく景観に行政が力を入れ始めた。景観計画が出来上がったのが

2 年前。みそたまり屋は既に商売をしていない。使わないから朽ち果てて

しまい、結局壊されてしまった。 

＜神奈川 ／村島＞とてももったいないと思う。建物が揃っていれば景観としてよかったのに。 

＜岐阜士会／坂氏＞景観のために使うまちづくり公金事業では、１件につき 200 万が使えるが、 

         その使い方が何でもありになってきている。本物を残してほしいのに、安

っぽい看板建築にしてしまったり、意識が低い。     

＜静岡士会／塩見＞今日、赤坂宿へ行ってきた。すばらしいまちなみで、民家もきれいに拭い

てあり、建物への愛着を感じた。宿場町っぽくしようとしている訳ではな

い。建築時期もバラバラで和洋も混在だけれど、生活感が感じられ、よい

感じだった。 

＜岐阜市役所 OB／宮川氏＞行政は必要に迫られないとなかなか動かない。かといって関心が

所低い訳ではない。所有者に関われる専門家からの依頼で動く感じだろう

か。神奈川・静岡ではどんな動きですか。 
＜神奈川 ／村島＞神奈川県は人口も多すぎて、全くそこまで達していない。 
         しかし、横浜市は力を入れている。グループを組んで若者が勉強会をして

いる。士会が、藤沢市等行政からの依頼で調査することもある。 
         条例化するにはターゲットが必要だと思う。例えば神戸のように。 
＜神奈川 ／森山＞資料 35 ページに記載しているのが、行政からの依頼で行なった調査。ヘ

リマネ修了生による藤沢辻堂の建物で、教育委員会からの依頼で調査した。 
         他にも、横浜市の補助金対象建物 800 棟の追いかけ調査や、山手の 100 棟

悉皆調査など行政からの依頼により行なっている。 
＜静岡士会／鈴木＞静岡県では、H23 年に検討を開始した。まずは対象建物がある浜松・掛川・

袋井をピンポイントで。まだ結果は出ていないが。 
＜静岡士会／塩見＞士会では現在、検討会から協議会を行なっているが、ヘリテイジセンター

を設置予定であり、これが機能していけば可能になってくるのではないか

と思う。 
岐阜市役所 OB／宮川氏＞所有者を含め、もっと意識を高めていくべきなのでしょう。 
         もっと勉強していくべきだと思う。 
＜岐阜士会／坂氏＞岐阜では、4 月の景観整備機構の設立に向けて、専門家育成講座を始めた。

2、3 年続けて、80 名養成したい。教育委員会が乗ってきていて、建築畑

はイマイチなのだが。 
＜静岡士会／塩見＞静岡では、養成講座を行なっている。今後、建築士の仕事が広がっていく

かもしれない。 
 



■ 会場の様子 

 参加者全景 村島からモデル条例の説明 

森山からヘリマネ養成の状況等の紹介 桑田から鞆の浦の取り組み紹介 
 

参加者に適用除外条例の認知度確認 説明者と参加者との意見交換 

 

 

 

 



 
地域の歴史的建造物の保全のため、建築基準法の特例制度を活用しよう！ 

平成 23 年度第１回出前講座 ＩＮ 大垣  

 

■ 大垣（岐阜県） 

大垣市は、岐阜県西濃地方に位置し岐阜市に次いで第 2 位の人口を擁する市であり、松尾芭

蕉が「奥の細道」の旅を終えたむすびの地として知られている。木曽三山の伏流水から生まれ

る自噴水が町中に見られ、大垣城下と伊勢を結ぶ運河の河港、船町港跡や常夜燈などが今も残

る。船町周辺の大垣宿は中山道と東海道を結ぶ脇街道美濃路の宿場町で、約 2.8km もの長大な

宿場であった。 

 大垣市では、行政による景観まちづくり計画や、建築士によるまちづくり活動が展開されて

いるものの、現状は残念ながら、地域住民の意識高揚に乏しく、歴史的建造物の保存・活用へ

の気運が高まっていない状況のようである。大垣宿は壊された建物も多く、保存はされていて

も活用には至っていない建物が目立った。今回の講座では、現役の行政の方の出席がなかった

のが残念であるとの声も聞かれた。 
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最近失われたらしき建物。大垣宿の町並を形成する上で重要

な建物であったと思われるが、残念なことである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住吉燈台前にある、行政からの補助金に

より修景工事が終わった建物群。地元建

築士によれば、直し方など間違った方向

性にいっているとのこと。 

平成 24 年 4 月オープンの、奥の細道むすびの地記念館。街道

から見える建物は、町並と合う色や質感かどうか疑問である。

中庭に茅葺の茶室が移築復元されていた。 

■ 中山道赤坂宿 

 大垣市にはもう一つ、中山道赤坂宿という宿場町も残されている。幕末には皇女和宮が京都

から江戸に嫁入りする途中、宿泊した町として知られている。近くの金生山は石灰石・大理石

の産地であり、明治時代までは川を利用した水運輸送が行われていたが、その後、貨物線に取

ってかわった。貨物線は一部廃線となっているが、矢橋大理石株式会社などが採掘した大理石

などの輸送に今でも利用されている。 
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赤坂港会館 

矢橋大理石洋館

貨物線ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰ

常夜燈 

赤坂宿碑 

矢橋家住

矢橋家住宅 

赤坂宿には、矢橋家一族の建物が目につく。建物の一部は登録有形文化財となっており、一

般公開はしていないものの、よく手入れされ、大切に扱われていることがわかる。貨物線の駅

近くに並ぶ大理石置き場は壮観であった。 

■ 大垣宿と赤坂宿 

 ２つの宿場町を比べると、共に、現在でも交通量の多い街道に面しており、その反面歩行者

は少ない。大垣宿は、建物がどれも大きいせいか生活感があまり感じられず、維持していくに

は相当の努力が必要と思われる。間口も広く奥行きも深いため屋根が大きくなり、優に３階建

ての高さとなっている建物が多い。個人の所有者が修理・活用するには限界があり、そのため、

活用されないままの状態になっているのではないか。一方赤坂宿は、交通の便はあまり良くな

いが、お寺なども多く、生活に根付いた環境が多く残っている様子が見受けられた。古い建物

も、個人が手入れをしていくにはちょうど良い大きさなのではないかと思われる。今後は、建

築基準法第３条の適用除外を効果的に活用し、文化的に価値のある建築物を保全・活用するこ

とにより、魅力あるまちづくりがより進むことを期待する。 


