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1-1 調査の背景 

近年、我が国においては、最大震度6弱以上の地震が頻発しており、まさに地震大国の様を呈

している。平成19年3月25日に、能登半島沖を震源とするマグニチュード6.9の能登半島地震

が発生し、奥能登地方に甚大な被害をもたらした。石川県で震度6を記録したのは観測史上

初のことであり、もはや日本のどこで地震が起きてもおかしくない状況であることがはっき

りしたと言えよう。 

能登半島地震の被災地の中でも、石川県輪島市門前町（旧鳳至郡門前町）は最大の被害を受け、

道下地区では住宅の約半数が全半壊となった。 

思ってもみなかった災害に遭いパニック状態の中、我が家が｢全壊｣と判定されることで被災者

は解体せざるを得ないと思い込み、冷静な判断がないまま解体されたケースも多いと想定される。 

旧門前町は高齢化及び過疎化が進行する典型的な中山間地域であり、高齢者率は平成17年時点

で47.1％に達している。高齢者世帯では、解体したものの住宅建設のためのローンが組めないな

ど経済的に困難な状況が予想され、その結果、地域外への人口流出やそれに伴うコミュニティの

弱体化の進行が危惧された。さらに黒瓦に下見板といった伝統的な家屋が解体され、ハウスメー

カーなどにより新建材で再建されることにより、奥能登の美しい景観が一変する可能性があった。 

一方で、平均で30年という短いサイクルで解体し新築することが住宅更新の主流となっている

今日の我が国において、伝統的な木造住宅の持つ修復に対する柔軟性や、｢建て起こし※｣などの

伝統的な修復方法に対する知識は一般的なものではない。補修するにしてもあまりの情報の少な

さに、経済的に不利な条件で修復工事を契約したり、耐震性を向上しないまま修復してしまうこ

とも予想された。 

このようなことから、平成19年度でまちづくり活動が7年目を迎えた總持寺周辺地区まちづく

り協議会では、「危険」と大きくプリントされた赤紙だらけの我が町を前にして、昔ながらの町

並みや暮らしを守るべく、修復による住宅再建の普及に努めてきた。 

※建て起こし：経年変化や災害で歪んだ建物を、ワイヤーやジャッキを使って、元の垂直の状態に戻すこと。

新築の建前時における「建て入れ直し」に相当する作業。金沢では「家起こし（やおこし）」、

京都では「イガミ（歪み）突き」と呼ぶなど、地方により呼び方は異なる。 

 

1-2 調査の目的 

本調査の目的は以下のとおりである。 

・ 建て起こしや上げ家など伝統的な修復工法による実際の被災住宅の修復工事について、デー

タを収集、検証し、このような修復工事の有効性を明らかにする。 

・ ｢全壊＝修復不可能、ではない｣という正しい知識の元に、被災者が冷静に住宅の再建方法に

ついて検討が出来るよう、能登半島地震の被災地で住宅相談の場および修復現場公開の場を

設け、木造住宅が持つ修復に対する柔軟性について啓発する。 

・ さらにこれらの内容について取りまとめ、いつどこで起きるかわからない地震に対する新た

な心構えとして、全国に向け被災住宅の修復可能性についてＰＲ普及を行い、経済的で環境

への配慮もあり将来の景観形成にもつながる被災地の住宅復興のあり方について啓発する。 
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1-3 旧門前町の概要 

(1) 旧門前町の概要 

① 位置 

・ 輪島市門前町（旧門前町）は能登半島の北西端に位置し、県庁所在地である金沢市か

らは約 100ｋｍの距離にある。 

 

 

 

② 地勢 

・ 旧町域は 157.54ｋ㎡で、その大部分が海抜 300ｍ以下の丘陵山地である。また総面積

の 75％は林野となっている。 

 

③ 人口 

・ 深刻な過疎と高齢化が進んでおり、昭和 50 年には人口 13,582 人だったのが、平成１

７年国勢調査では 7,522 人にまで減少している。 

・ 世帯人員数も昭和 50 年には 3.8 人だったのが、平成 17 年国勢調査では 2.41 人となっ

ている。 

・ 65 歳以上の高齢者率は平成 17 年国勢調査時点で 47.1％である。 

図 2 旧門前町の位置 図 1 輪島市の位置 
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 (2) 門前の歴史と總持寺 

・ 旧門前町の歴史は、元亨元年(1321年)、螢山禅師により曹洞宗大本山の諸嶽山總持寺が

開創され、慶長年間(1600年前後)、長好連の｢禁制｣に｢總持寺並門前｣と、初めて門前の

名が出てきたことにさかのぼる。一般に言う参詣者のための｢門前町｣とは異なり、總持

寺の寺院の境内を貸して町屋を建てさせ、總持寺御用の工人や商人等を住まわせた寺内

町的な性格を持つものであった。 

・ また日本海を一望する豊かな地形を生かし、黒島地区は江戸時代から明治時代にかけて、

總持寺の外港として、また｢北前船｣の行き交う港町として隆盛を極めた。 

 

・ こうして、總持寺と共に栄えた門前であったが、不幸にして明治期に總持寺が焼失した

ことに伴い、總持寺は横浜市鶴見区に移転した。門前には總持寺祖院として再建され、

今なお精神文化が息づき土地の人々と深いつながりを持っている。 

 

・ 昭和29年(1954年)、門前町、黒島村、諸岡村、本郷村、浦上村、七浦村の合併により新

門前町が出来た。その後、昭和31年(1956年)、門前町に剱地村を編入した。 

・ 平成18年2月1日に隣接する輪島市と合併し、輪島市門前町となった。 

 

總持寺祖院 

 

 

 

 

 

 

 

雲水による托鉢 
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1-4 總持寺周辺地区と門前町總持寺周辺地区まちづくり協議会 

(1) 地区の概要 

・ 總持寺周辺地区は、曹洞宗の大本山總持寺祖院を中心にした、周辺の門前・走出・清水・

舘・鬼屋の 5区よりなり、世帯数は震災前で 330 世帯である。 

・ 地区内には、總持寺祖院の他、輪島市門前総合支所(旧門前町役場)や輪島市立門前図書

館、輪島市もんぜん児童館、輪島市立門前東小学校、石川県立門前高等学校、能登中央

バスのバスターミナルなど公共公益施設も多く、旧門前町の中心となっている。 

・ また、總持寺及び門前総合支所からバスターミナルを抜けて、總持寺通り商店街が位置

しており、住民の利便に役立っている。 

 

(2) 街なみ環境整備事業 

・ 旧門前町では、平成15年度より總持寺周辺地区の大部分を街なみ環境整備促進区域とし

て定め、街なみ環境整備事業を施行してきた。 

・ 門前町總持寺周辺地区まちづくり協定を定め、總持寺の門前にふさわしい町並みの保全

や修景に取り組んでいる。 

・ 地区施設としては道路の美装化や小公園整備を行い、生活環境施設として平成19年11月

に、輪島市櫛比の庄禅の里交流館が開館している。 

 

(3) 門前町總持寺周辺地区まちづくり協議会 

・ 平成14年度に、前年度発足した｢總持寺周辺地区まちづくり検討準備委員会｣を引き継ぐ

形で｢門前町總持寺周辺地区まちづくり協議会｣が発足した。 
・ 花いっぱい運動や、街なみ環境整備事業への住民要望の取りまとめ、修景助成事業の審

査への参加など、さまざまなまちづくり活動に取り組んでいる。 
・ 協議会は總持寺周辺地区内の5区、商店街及び總持寺の各代表者や建築士など総勢約30

名により構成されている。 

 
修景事例：修景前 修景事例：修景後 
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總持寺通り商店街（震災前） 

 

 

 

 

 

 

 

門前高校土塀 

總持寺表参道となっている 

 

 

櫛比の庄禅の里交流館 

平成 19 年 11 月開館 

總持寺や門前にまつわる資料を展示 

 

 

澤田酒造（震災前） 

弘化 2年(1845 年)創業の造り酒屋 
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1-5 旧門前町の伝統的な民家の特徴 

・ 旧門前町には伝統的な形態を持つ民家が多く存在しており、大きく分けて三つの特徴がある。 

・ 町屋型住宅は總持寺周辺地区の主要な通り沿いなどで見られる。 

・ 奥能登らしい形態の農家型住宅は、旧門前町の農村部で見られ、茅葺のある集落もある。 

・ ｢ミツボ囲い｣と呼ばれる、中庭の三方を部屋で囲んだ間取りをとる住宅は、北前船で栄えた

黒島地区の廻船問屋の住宅などに見られる。黒島地区はこのような伝統的な民家が数多く現

存しており、現在、重要伝統的建造物群保存地区指定を目指している。 
 

 

町屋型住宅 

 

 

 

 

 

 

農家型住宅 

 

 

 

 

 

ミツボ囲いの住宅 
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2-1 被害概要と旧門前町の住家被害状況 

(1) 能登半島地震の被害概要 

① 地震の規模等 

発生日時：平成19年3月25日(日)午前9時41分頃 

震  源：北緯37度13.2分 東経136度41.1分 

規  模：マグニチュード6.9、震源の深さ約11ｋｍ 

震  度：6強（七尾市、輪島市、穴水町） 

     6弱（志賀町、中能登町、能登町） 

     5強（珠洲市） 

 

② 石川県内の被害状況等（平成 20 年 2 月 19 日現在） 

人的被害：死者1人、重傷者88人、軽傷者250人 

住家被害等：全壊685棟、半壊1,735棟、一部損壊26,932棟 

避難者数(ピーク時)：47カ所 2,624人 （平成19年3月26日時点） 

 
③ 県、市町等の対応 

災害対策本部の設置: 

平成19年3月25日 石川県災害対策本部が設置される。 

同日 3市4町にて災害対策本部が設置される。 

 

復旧･復興本部等の設置: 

平成19年4月25日 石川県能登半島地震復旧・復興本部が設置される。 

同日以降、3市3町にて復旧･復興本部等が設置される。 

 

災害救助法適用：  

平成19年3月25日 3市4町に災害救助法を適用。 

(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、穴水町、能登町) 

 

被災者生活再建支援法適用： 

平成19年4月2日 被災者生活再建支援法の対象となる自然災害とする旨公示。 

 

局地激甚災害の指定：  

平成19年4月20日 閣議決定、4月25日 公布施行。 

(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町) 

 

応急危険度判定： 

平成19年3月30日 応急危険度判定調査完了。(対象7,600棟) 

 
震源と震度分布（気象庁ＨＰより） 
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(2) 旧門前町の住家被害状況 

① 輪島市の住家被害状況 

・ 今回の地震で最も被害の大きかったのは道下区を含む諸岡地区で、住宅の50％超が全半壊

となった。 

・ 總持寺周辺地区を含む門前地区は、住宅の37％が全半壊となった。 

・ 黒島地区は、住宅の34.2％が全半壊となった。 

・ 旧門前町域では、主にこの3地区において甚大な住宅被害が発生し、多くの人が避難所や仮

設住宅などでの不自由な暮らしを余儀なくされた。 

 

輪島市住家被害状況(平成19年9月10日現在)                           (単位:棟) 

罹災判定 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 無被害 計 

103 30 204 558 14 
門前地区 

(11.3%) (3.3%) (22.4%) (61.4%) (1.5%) 

909

(100%)

35 5 58 187 1 
黒島地区 

(12.2%) (1.7%) (20.3%) (65.4%) (0.3%) 

286

(100%)

152 21 125 262 11 
諸岡地区 

(26.6%) (3.7%) (21.9%) (45.9%) (1.9%) 

571

(100%)

48 14 190 1,709 40 
その他旧門前町

(2.4%) (0.7%) (9.5%) (85.4%) (2.0%) 

2,001

(100%)

338 70 577 2,716 66 
旧門前町 計 

(9.0%) (1.9%) (15.3%) (72.1%) (1.8%) 

3,767

(100%)

175 45 387 5,014 366 
旧輪島市 計 

(2.9%) (0.8%) (6.5%) (83.7%) (6.1%) 

5,987

(100%)

513 115 964 7,730 432 
輪島市 総計 

(5.3%) (1.2%) (9.9%) (79.2%) (4.4%) 

9,754

(100%)

輪島市資料    

輪島市における被災家屋の全半壊率 

5.3%
1.2%

9.9% 79.2%

3%
1%

6% 84%

9%
2%

15% 72%

2.4%
0.7%

9.5% 85.4%

27%
4%

22% 46%

12%
2%

20% 65%

11%

3%

22% 61%

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

門前地区

黒島地区

諸岡地区

その他旧門前

旧門前町　計

旧輪島市　計

輪島市　総計

全壊

大規模半壊

半壊

一部損壊

無被害
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② 總持寺周辺地区の住家被害状況 

・ 通りに面して開口部を広く取った建物が、大きな被害を受けた。 

・ 地下水位が高く軟弱地盤に立地した建物が、大きな被害を受けた。 

・ 経年劣化が激しくメンテナンスがされていない建物が、大きな被害を受けた。 

 

 

表参道･住宅 表参道 

表参道･住宅 諸岡通り 

總持寺通り･店舗併用住宅 總持寺通り 
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2-2 被害判定と基準 

(1) 応急危険度判定 

  ① 応急危険度判定制度の概要 

・ 全国被災建築物応急危険度判定協議会による、応急危険度判定の説明は以下の通り。 

応急危険度判定とは、余震による建物の倒壊や落下物などから人的被害を防止するため

に、建物の安全性を応急的に判定し、建物への立ち入りの可否を住民に情報提供するもの

です。判定は、被災市町村の要請により資格を持った判定士が行いますが、緊急を要する

ため震災直後から速やかに実施されます。 

 

判定ステッカー 

（判定結果に基づく対処方法に関する簡単な説明を明記し、建物の目立つところに貼付する）

   

 

② 能登半島地震での応急危険度判定結果とその実態 

判定実施主体：石川県     判定地区：七尾市、輪島市、羽咋市、穴水町、中能登町、志賀町 

判定対象建築物：住宅 判定期間：平成19年3月25日～3月30日 5日間半 

判定棟数：3,148棟    判定結果：危険1,229棟、要注意1,541棟、調査済み4,800棟 

判定人数：延べ391人（延べ71人／日） 

（全国被災建築物応急危険度判定協議会ＨＰより） 

 

・ まちづくり協議会では3月28日、29日にかけて、總持寺周辺地区の主な通りに面した156件

の建物の写真を撮り、応急危険度判定の色とコメントを転記した。 

・ その時点で、總持寺周辺地区においては赤紙が45枚、うちコメントがないものは20枚、黄

紙が39枚でコメントがあるものは26枚であった。 

・ 第6章の被災者ヒアリングにおいても、全員が貼られた色は覚えていてもコメントは覚えて

いなかった。 

 

・ 一方で、大規模修復事例のヒアリング対象者には「見て回っていた人（応急危険度判定の

判定員）に直ると言われた」ことを、修復した理由に挙げた人もいた。 

・ また次のように、「危険」と判断された理由が丁寧に書き込まれ、その後の対処方法が記

入されたものもあった。 
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   【丁寧に記入された「赤・危険」判定の実例】 

 

 

   【上記事例の判定員へのヒアリング】（石川県在住の自治体職員） 

・ 25日夕方に被災地に向けて出発し、3月26日から28日まで3日間で、黒島の2/3程度の住戸

を担当した。被害が大きかったところは県内からすぐに判定員が派遣されたため、道下や

黒島などは県内判定員が判定している。3日目には福井から応援が来た。 

・ 阪神・淡路大震災で応急危険度判定の経験があり、今回の判定時はその時の反省を踏まえ

た。「キソのヒビワレ」、「かわらが落ちそう」だけでは、どこが危ないのかさっぱりわか

らない。どこが被害を受けていてどこが危ないのか、住民がわかるような記入を心がけた。 

・ 住民が家にいたら、どこが危ないのか直接説明した。いない場合は詳細に書いた。 

・ 一番困ったのは、罹災証明と混同されること。3日目には「査定官がきた」といって住民

が並んで待つような状態だった。その誤解を解くのに苦労した。 

③ 応急危険度判定の性格と課題 

・ 応急危険度判定は、被災建物には立ち入らずに調査されることからもすでに明確であるが、

建物被害の重篤度の判定とは全く異なるものである。 

・ 余震による二次災害の防止が主な目的であるため、隣接建物の破壊による「赤・危険」や、

落下危険物・転倒危険物による「赤・危険」もあり、このような場合はステッカーを貼ら

れた建物そのものの被災の重篤度とは、根本的に関係がない。 

「赤・危険」の例： 窓枠・窓ガラスの落下の危険、 

看板の落下の危険、機器の落下の危険 

屋外階段の明確な傾斜     など 

 

・ 上記の例のような理由による「赤・危険」の場合、危険の原因だった隣接建物が解体や修

理されたり、窓枠や看板・屋外階段を応急的に修理することで十分危険は回避できる。 

・ また、繰り返しとなるが、「余震にそなえて建物に近づくことの危険度」を周知することが

目的であり、著しい基礎被害や1/20以上の傾斜により「赤・危険」となったとしても、仮

サポートなどを施すことで、その危険はとりあえず回避できる。 

・ 被災直後の混乱の只中の被災地で行う判定であるからこそ、応急危険度判定の性格につい

ては確実に住民に周知する必要がある。また、迅速性の求められる調査ではあるが、黒島

の判定員の例のように、わかりやすく的確で丁寧な判定が真に求められる。 

・ 更に黒島地区のように重要伝統的建造物群保存地区指定を目指すほどの貴重な町並みを持

つ地域については、その価値を知る県内在住の判定員や町並み保全に素養のある判定員が

派遣されることが望ましい。 

注記：（原文をそのまま転記） 
建物に著しい傾斜が見られます 
修理の可能性もありますので専門家に相談してください 
（非常に立派な家なので、できるだけ残してください） 

※この住宅は罹災判定でも全壊となったが、 
現在、建て起こしを含む大規模修復工事を行っている。 
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(2) 罹災証明 

  ① 罹災証明の概要 

・ 罹災証明は、地方自治法第２条に定める自治事務として、市町村が被災状況の現地調査等を

行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受ける

にあたって必要とされる家屋の被害程度について証明するものである。 

 

災害の認定基準 

種類 被災内容 被害認定基準（①または②） 

全壊 

居住のための基本的機能を喪失した

もの、すなわち、住家全部が倒壊、

流失、埋没、焼失したもの、又は住

家の損壊が甚だしく、補修により元

通りに再使用することが困難なもの

①住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家

の延床面積の 70％以上に達した程度のもの 

②住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度の

もの 

大規模 

半壊 

①「半壊」の基準のうち、損壊部分がその住家の延床面積の50％

以上70％未満のもの 

②住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が 40％以上 50％未満のもの

半壊 

住家がその居住のための基本的機能

の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれ

ば元通りに再使用できる程度のもの ①損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの

②住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のもの

  

② 罹災証明の性格と課題 

・ ｢全壊｣は、｢被災内容｣の定義において「補修により元通りに再使用することが困難なもの」と

されており、このため法に基づく公的支援制度は「全壊＝修復不可能」として構築されている。 

・ 判定の際は、被害認定基準に従い、一見して住宅全部もしくは一部の階が全部倒壊していれば

｢全壊｣、そうでない場合は傾斜が1/20以上なら｢全壊｣、さらにそうでない場合は部位別の損傷

程度に応じ損害割合の合計が50％以上なら｢全壊｣となる。 

・ 一方で「全壊＝修復不可能」ではないことは、第4章に示す10の実例より明らかである。 

・ また、傾斜が1/20以上でも住家の損害割合が50％以上

でも、木造住宅は修復可能である。 

・ ただ、思わぬ災害で疲労困憊している被災者は、応急

危険度判定の後、｢全壊｣と判定されると、ついに住ま

いの死亡宣告を受けたような心持ちになるのではない

だろうか。漢字の意味からしても「完全に壊れている」

という判定と捉えても不思議ではない。 

・ 第6章のヒアリング調査で大規模修復に取り組んだ被

災者も、｢全壊｣と判定され「もうだめだ、取り壊すし

かない」と思ったと答えている。 

・ このような誤解が発生したことから、輪島市では6月に

入り右のチラシを配布している。今後も被災地におい

ては、このような積極的な広報が早期に望まれる。 
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2-3 住宅被害に対する公的支援 

(1) 住宅応急修理制度 

根 拠 法：災害救助法 

支援の内容：被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を 

応急的に修理する。市町村が業者に委託して実施。 

修理限度額：１世帯あたり50万円 

支援の対象：災害救助法が適用された市町村において、以下の3要件を満たす世帯 

① 災害により住宅が大規模半壊・半壊であること 

② 応急仮設住宅等に入居していない世帯であること 

③ 自ら修理する資力のない世帯であること 

（能登半島地震では旧被災者生活再建支援法の支援対象世帯） 

① 工事完了期限の延長 

・ 住宅応急修理制度は厚生労働省の告示により、工事完了期限が災害発生の日から1ヶ月以内

と定められているが、厚労省と石川県の協議により6ヵ月後の9月24日まで延長された。 

・ その結果、最終的に輪島市全域における活用件数は620戸となった。 

・ 地震後1ヶ月では、修理するか解体するかの選択を被災者に求めるのは非常に困難である。 

・ 完了期限が延長されたことにより、多くの被災者に修復へのインセンティブを与えたこと

を踏まえ、今後の災害時もこのような柔軟な取り扱いが望まれる。 

 

② 全壊家屋への適用 

・ 完了期限と同じく厚労省と石川県の協議により、全壊でも修理して住む場合は対象となっ

た。この結果、輪島市で全壊戸数513戸のうち82戸(16％)が、また黒島地区では町並み保存

への意識の高さからか全壊戸数35戸のうち12戸(34％)が、全壊で修復して住んでいる。 

・ 応急修理制度を活用できたのは、支援対象世帯及び仮設住宅に入居しなかった世帯に限ら

れた。このため、全壊で活用した82世帯に、一旦仮設住宅に入居して修復した世帯や、所

得の多い世帯を加えると、全壊住家のうち修復した件数は2割を超えると思われる。 

・ 全壊住戸への適用についても完了期限と同様に、今後も柔軟な取り扱いが望まれる。 

輪島市住家被害状況と住宅応急修理制度活用件数(平成19年9月末日現在)     (単位:戸) 

全壊 大規模半壊 半壊 計 
罹災判定 罹災 

戸数 a 

応急修理 b

(b/a)

罹災 

戸数 a

応急修理 b

(b/a)

罹災 

戸数 a

応急修理 b 

(b/a) 

罹災 

戸数 a 

応急修理 b

(b/a)

門前地区 103 11 (11%) 30 12 (40%) 204 105 (51%) 337 128 (38%)

黒島地区 35 12 (34%) 5 1 (20%) 58 42 (72%) 98 55 (56%)

諸岡地区 152 20 (13%) 21 7 (33%) 125 70 (56%) 298 97 (33%)

その他旧門前町 48 4 (8%) 14 7 (50%) 190 91 (48%) 252 102 (40%)

旧門前町 計 338 47 (14%) 70 27 (39%) 577 308 (53%) 985 382 (39%)

旧輪島市 計 175 35 (20%) 45 10 (22%) 387 193 (50%) 607 238 (39%)

輪島市 総計 513 82 (16%) 115 37 (32%) 964 501 (52%) 1,592 620 (39%)

輪島市資料 
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(2) 被災市町による被災家屋の撤去 

・ 被災市町では、半壊以上の被災家屋のガレキについて、災害ゴミとして撤去した。 

・ 石川県全体の災害廃棄物は推計で約43万トンに及び、輪島市だけで災害廃棄物の発生量は推

計で約27万5千トン、処理費用は約60億円と報道された。 

・ 輪島市資料によると、平成20年2月末時点で、輪島市内の被災建物2,265棟分のガレキが災害

ゴミとなった。うち住宅は842棟で全壊は417棟、大規模半壊は54棟、半壊は371棟であった。

ガレキ撤去は平成20年3月末までの予定とされている。 

・ 災害ゴミとなった半壊家屋の戸数の多さが目を引くが、第6章のヒアリングでも、「半壊とは

もうだめですよ、という意味かと思っていた」という被災者の声もあったことから、被災者

に罹災判定に対する正しい認識が不足したことも理由の一つと考えられる。 

・ 半壊家屋は地盤の被害などやむを得ない場合を除いて、建て起こしなどの修復技術により修

復可能である。環境負荷低減の面からも被災家屋の解体に歯止めをかけることが必要である。 

 

 

（2007 年 6月 19日朝日新聞朝刊より） 
黒島地区の被災住戸解体（2007 年 4月 14日）
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(3) 応急仮設住宅の建設 

根 拠 法：災害救助法 

支援の内容：原則として、住家が滅失した被災者のうち、「自らの資力では住宅確保が出来

ない被災者に対し簡単な住宅を建設し一時的な居住の安定を図る」ことを目

的として建設される。 

 

・ 仮設住宅は、輪島市･穴水町･志賀町･七尾市に計10ヶ所334戸が建設され、平成20年2月19日現

在で、261世帯609人が入居している。輪島市には4ヶ所250戸が建設され、うち旧門前町には

舘住宅30戸及び道下住宅150戸が建設された。(石川県ＨＰより) 

・ 仮設住宅は戸当り約500万円の整備費を要するが、応急的な措置との観点から入居期間は2年

間に限られ、その後撤去される。石川県は応急仮設住宅の建設に16億円を費やしている。 

・ また、入居に際しては事実上所得制限はなく、住宅応急修理の適用を受けられない高所得の

世帯が修復の可能な住宅を解体し、仮設住宅へ入居することも想定される。 

・ 同じ災害救助法による避難所に避難所に行ったあとの住宅確保の措置として、応急修理は戸

当り50万円であることを考えると、応急修理制度を戸当り100万円にして、修復へのインセン

ティブを与える方が、復興のための公費の効率的な使い方につながるのではないだろうか。 

 

(4) 公営住宅への入居 

根 拠 法：公営住宅法 

支援の内容：次の公営住宅の入居要件を満たす被災者が入居できる 

住宅困窮要件：災害によって住宅を失い、現に住宅に困窮していることが明らかな方 

同居親族要件：現に同居し、又は同居しようとする親族がある方 

入居収入基準：26万8千円以下（災害発生日から3年を経過した後は20万円） 

災害公営住宅：災害による被害程度が一定の条件を満たす場合は、公営住宅建設にかかる  

国庫補助率が1/2から2/3にかさあげされる。 

 

・ 公営住宅の目的外使用という形で、入居を希望する被災者が十数世帯、県営住宅や市町営住

宅へ入居した。 

・ 目的外使用は基本的に半年間の期間限定であり、その後、入居要件を満たした上で被災者が

希望する場合、本来入居者として入居も可能となっている。 

・ 平成20年度に、輪島市では災害公営住宅を46戸整備予定だが、うち数戸については、被災者

に自敷地を寄付してもらい、そこに戸建て公営住宅を建設する。これは震災被災地では初の

試みであり、自力再建する資力のない被災者にとって、住み慣れた土地で暮らし続けること

が出来るという大きなメリットがあり、注目されている。 
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(5) 被災者生活再建支援制度 

 

根 拠 法：被災者生活再建支援法 

支援の内容：災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して

支援金を支給。ただし住宅再建に使うことはできなかった。 

支援金支給額：生活関連経費として全壊世帯の場合100万円 

           居住関連経費として全壊世帯の場合200万円、大規模半壊100万円 

※ 所得に応じて金額は異なる。単身世帯は各金額の3/4となる。 

このページにおいて以下同じ 

 

① 県及び市の上乗せ経費 

・ 県及び市から、全壊・大規模半壊・半壊世帯に被災者生活再建支援金の上乗せ経費が支給

され、全壊世帯の場合100万円が支給された。この上乗せ経費は住宅の再建･修理に充当す

ることができる。 

 

② 平成19年の法改正(11月16日公布、12月14日施行) 

・ 平成19年度に能登半島地震、中越沖地震と大規模な地震被害が相次ぐ中、それまで住宅再

建に充当することが出来ず不満の多かった被災者生活再建支援法が、参院・衆院本会議で

相次いで全会一致で可決、改正され、住宅建設及び補修に充当できることとなった。 

・ 能登半島地震及び中越沖地震他２災害の被災者は特例措置が設けられ、当該災害の被災者

で改正法公布後に申請した人は、新制度で申し込めることとなった。 

・ 新制度での支援金は下表のＡにＢを加算した合計額となり、全壊住戸を補修する世帯も、

基礎支援金100万円に加え加算支援金を100万円受けることができる。 

Ａ 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) 

住宅の被害程度 全壊･法2条2号ロ世帯 大規模半壊 

支給額 100万円 50万円 

法2条2号ロ世帯とは、地盤被害などによりやむなく半壊住宅を解体した世帯を指す 

 

Ｂ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金) 

住宅の再建方法 建設･購入 補修 公営住宅以外の賃借 

支給額 200万円 100万円 50万円 
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(6) 能登ふるさと住まい･まちづくり支援事業  

・ 平成19年10月3日に、能登半島地震の被災者への支援策108項目を盛り込んだ県の「復興プ

ラン」第１次計画がまとまった。復興プランでは住宅再建を重点におき、「持続可能な能

登の再生と創造」を目指している。 

・ 住宅再建支援策として設立されたのが「能登ふるさと・住まいまちづくり支援事業」で

下表にあげる条件に適応した住宅であれば、それぞれ見合った助成額を受けられ、全壊

で最大200万円の助成が受けられることとなった。 

・ また、特筆すべき項目として、補修に際しても同額の限度額の助成が受けられる点にあ

る。この場合、4「県産材活用」に代わり、5「建て起こし」が補助対象項目となり、75

万円が建て起こしを行った住宅に助成される。 

・ さらにこの支援事業は、地元まちづくり協議会がこの支援事業の窓口となり、さらに3「景

観配慮」については、審査基準の作成及び適合状況の審査を行うこととなっている。 

・ このため被災地の各地で区長会という既存コミュニティ組織を活用し、住まい・まちづ

くり協議会が発足した。被災地の住宅とまちの復興の一翼を、地元まちづくり組織が担

うという極めて特徴的なスキームとなっている。 

・ ただ、この支援事業の要綱が制定されたのは平成19年12月26日であり、被災地ではすで

に各要件に適合しない住宅を建設した被災者も多く、被災者からは不満も出た。 

 

補助対象者 

 能登半島地震により災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた市町内で、住宅の

建設、購入又は補修を行う世帯で、以下の要件を満たすもの 

建設・購入： 全壊世帯、大規模半壊世帯又は被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66

号）第２条第２号ロに該当する世帯（以下、「法２条２号ロ世帯」という。） 

補修    ： 全壊世帯又は大規模半壊世帯 

※ただし、自ら居住する住宅を建設、購入又は補修する世帯に限る。 

補助限度額 

各基準別の補助額の合計額と以下の補助限度額のいずれか小さい額 

全壊世帯及び法２条２号ロ世帯：１世帯辺り 200 万円 

大規模半壊世帯         ：１世帯辺り 120 万円 

※ただし、同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合においても、上記の１世帯当

たりの額を限度とする。 

各基準別の補助額 (各補助基準は交付要綱別表 2 を参照) 

建設･購入 補修 

 全壊世帯、 

法2条2号 ロ世帯 

大規模半壊 

世帯 
全壊世帯 

大規模半壊 

世帯 

世帯あたり 

補助限度額 
(200 万円) (120 万円) (200 万円) (120 万円) 

1 耐震･耐雪 50 万円 50 万円 補助率 1/2 かつ 50 万円以下 補助率 1/2 かつ 50 万円以下

2 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 60 万円 60 万円 補助率 1/2 かつ 60 万円以下  

3 景観配慮 40 万円 40 万円 補助率 1/2 かつ 40 万円以下  

4 県産材活用 60 万円 60 万円   

 

5 建ておこし   補助率 1/2 かつ 75 万円以下 補助率 1/2 かつ 75 万円以下

事 業 年 度 平成 19 年度～平成 21 年度 

注:補修については、各補助基準毎の工事に要する経費を補助対象事業費とし、その 1/2 と各補助基準の限度

額のいずれか小さい額を補助するものとする。 
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2-4 震災後のまちづくり協議会の活動と成果 

(1) 住宅修復の支援･啓発活動 

①  門前地域住宅復興支援ネットワークの立ち上げ 

・ 地震発生直後、總持寺周辺地区まちづくり協議会を中心として、能登の美しい景観や民家、

コミュニティを守るための復興支援活動を行う「門前地域住宅復興支援ネットワーク」を立

ち上げた。 

・ ネットワークを構成するのは、總持寺周辺地区まちづくり協議会、（社）金沢職人大学校有志、

石川県建築士会青年・女性・まちづくり委員会有志、石川工業高等専門学校（建築学科）、金

沢工業大学（谷研究室）、金沢大学（川上研究室）などの大学・高専等の教育機関である。 

・ 特に明確な組織を持たず、必要に応じて随時、参加できる各組織や個人が、それぞれまちづ

くり協議会の活動の支援等に参加している。 

・ ネットワークの活動に対しては、ＮＰＯ法人日本民家再生リサイクル協会からも多大な支援

協力をいただき、遠くは東京・大阪・新潟などから住宅現地相談等に駆けつけていただいた。

ここに深く謝意を表する。 
 
②  住宅相談会の実施(4月上旬) 

・ 地震直後、總持寺周辺地区の余りの被害の大きさに、總持寺周辺地区まちづくり協議会の主

催で、被災した住宅の修復のための住宅相談会を開催することとした。 

・ 相談会の趣旨及び目的は、次の2点とした。 

1 経済的負担の大きい住宅の問題に対し、安価にできる修復・修理の可能性を住

民に考えてもらう。その情報を提供する。 

2 これまで進めてきた「街なみ環境整備事業」を実りあるものにするため、住宅

の修復手法を知ってもらう。特に伝統的な町並みが乱れることを避ける。 

 

・ 会場は總持寺通りのインターネットカフェ「もんぜんや」を借り、4月3日と5日に開催した。

・ 説明会では、(社)金沢職人大学校やＮＰＯ法人日本民家再生リサイクル協会の協力を受けて、

中越地震での大規模修復事例を紹介しながら、住宅を修復する際のポイント、住宅修復の利

点や手順等を紹介する説明を行った。 

・ 黒島地区の区長に相談し、4月11日には黒島地区でも開催した。 

 

・ 開催日時と場所は次のとおり 

4 月 3 日 総持寺周辺地区で実施 

場所：もんぜんや 

4 月 5 日 総持寺周辺地区で実施 

場所：もんぜんや 

4 月 11 日 黒島地区で実施 

場所：黒島公民館 

 

住宅相談会の告知ポスター 
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総持寺周辺地区住宅相談会の様子 4 月 3 日  場所:もんぜんや 

  

黒島地区住宅相談会の様子 4 月 11 日  場所:黒島公民館 

 

 

     
 2007 年 4 月 1 日北國新聞朝刊より           2007 年 4 月 4 日北國新聞朝刊より 
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③  住宅現地相談(4月～5月) 

・ 説明会の後、現地調査を希望する方については、被災住宅に赴いて住宅相談を行った。 

・ 簡単な平面図を作成し、傾きや沈下など被災状況の実地調査を行った上で、修復が必要な部分

の判定や、修復のための具体的なアドバイス等を行った。 

・ 希望する方には、概算見積の作成も行った。 

 

【現地相談での課題】 

・ 被災住宅を修復すると、同じ規模のものを新築するのと比較してコストが1/2～1/3に収まる点

や、工期が短く、早く元の生活に戻れる点などのメリットは理解してもらいやすい。 

・ ただ、本当に傾いた住宅が修復できるのかということに関しては、目の前に実例がないだけに、

写真や言葉で説明しても理解してもらうのが困難であった。 

・ また、震災の恐怖を体験し、変わり果てた我が家を目の当たりにした衝撃からも、赤紙や黄紙

を貼られた傾斜し破損した住まいを再度修復して住むことには、大きな抵抗がある人もいた。

 

【相談件数】 

・ 4月の第1週及び第2週は、毎日住宅相談を行っ

た。 

・ 5月の第3週で一旦相談希望が落ち着いたため、

その後は随時、相談を受ける形とした。 

 

 

 

 

相談実績 

 總持寺 黒島 道下 計 

4 月第 1週 36   36 

4 月第 2週 1 63 1 65 

4 月第 3週 3  1 4 

4 月第 4週 3   3 

5 月 9   9 

計 52 63 2 117 

↓ 

その後の罹災判定と住まいの再建方法 

半壊以上で修復 17 23 2 42 

半壊以上で解体新築 12 7 0 19 

一部損壊判定 23 33 0 56 

總持寺周辺地区まちづくり協議会資料

 

 

 

住宅現地相談の様子 
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④  マルタ屋呉服店の建て起こし現場公開(5月1日) 

【モデル現場公開の必要性】 

・ 住宅相談の中で課題であった「全壊判定の住宅でも本当に修復できるのか」という被災者の

疑問を解消するためには、「百聞は一見に如かず」という言葉が示す通り、早急に修復現場を

公開する必要性があった。 

・ 一方、門前の目抜き通りである總持寺通りに面して店を構えるマルタ屋呉服店は、震災で大

きく傾き、応急危険度判定は「赤・危険」、罹災証明書は「全壊」だった。マルタ屋呉服店の

所有者は、当初、解体するしかないと考えていたが、住宅相談の中で修復できることを繰り

返しアドバイスした結果、修復することとなった。 

・ 所有者が協議会の会員だったことから、現場公開への協力を依頼し、地震から約1ヶ月後の5

月1日に建て起こしを行ない、現場を公開することとなった。 

 

【現場公開当日】 

・ あちこちに倒壊した被災家屋がまだそのまま残る総持寺通りで建て起こしが行われ、向かい

で多くの地元の人が見守った。また、石川県、輪島市、金沢職人大学校、石川県建築士会、

金沢工業大学谷研究室などからも見学参加があった。 

・ 建て起こしは、金沢職人大学校の修復専攻科修了生で、金沢市の認定する「歴史的建造物修

復士」である熟練大工6名により行われた。 

・ 多くの人が見守る中、建て起こしは慎重に進められ、スタート時は最大1/6傾斜し右隣の住宅

に寄りかかっていたのが、当日の昼過ぎには隣家から離れた。 

・ この模様は、石川テレビで報道された。 

 

【反響】 

・ 能登半島地震の最大の被災地門前町で、建て起こしによる修復事例をつくることができ、そ

の後建て起こしが總持寺周辺地区で続くこととなった。 

・ また、技術を公開することで地元工務店も建て起こし技術を身に付けることが出来、その後

半壊家屋を自ら建て起こしている。 

・ マルタ屋呉服店は建て起こしの後、内装工事などを行い、震災からわずか3ヶ月後の6月20日

に、總持寺通り商店街で被災し全壊となった店舗の中で最も早く営業を再開した。 

マルタ屋呉服店建て起こし現場公開の様子 
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⑤  まちづくり新聞の発行 

・ 總持寺周辺地区まちづくり協議会では、活動を始めてから7年来、事あるごとに「まちづく

り新聞」を発行して協議会での協議内容や修景について、地区の全世帯に配布してきた。 

・ 震災後においても、まちづくり新聞の号外を2度発行し、住宅の建設や修復の際は｢街なみ

修景助成金｣を活用し、｢まちづくり協定｣にのっとった總持寺周辺地区らしい外観とするよ

う被災者に呼びかけた。 

・ また、マルタ屋呉服店の修復事例の紹介し、解体する前に修復を検討することを呼びかけ、

旧酒井家の建て起こしについても周知した。 

・ まちづくり新聞は、總持寺周辺地区に住む330世帯に全戸配布された。 

 

まちづくり新聞号外 平成19年6月15日発行  

 
總持寺周辺地区まちづくり協議会資料  

 



第 2章 能登半島地震の被害と住宅復興支援 

23 

(2) まちづくり協議会の活動の成果 

①  修復可能性と修復技術の普及、啓発 

・ 震災直後よりスタートしたまちづくり協議会の活動により、多くの被災者に住宅に関する

不安について専門的見地からアドバイスをすることができ、修復技術についても啓発する

ことができた。 

・ マルタ屋呉服店の建て起こし現場公開により、被災者に対し全壊住宅の修復のインパクト

を与え、マルタ屋呉服店に続く建て起こし事例をつくることができた。 

・ マルタ屋呉服店は建て起こしに精通した市外の大工が施工したものの、地元で出来ること

は地元でというスタンスから、元請けの地元工務店の下請けという形式をとった。その結

果、地元工務店も建て起こしの技術を習得することが出来、その後、半壊家屋の建て起こ

しを自ら施工した。 

 

②  町並み保全型の住宅復興 

・ ｢まちづくり新聞｣での呼びかけや会員が直接被災者を説得した結果、住宅再建や修復に併

せてほとんどの被災者が修景工事を行い、多くの住宅が震災前よりも美しくよみがえった。 

・ 平成 19 年度の｢街なみ修景助成金｣の活用実績は、37 件に上った。過去の活用実績として

は、平成 16～18 年度の 3年間で 18 件であり、10 年間の事業期間で 87 件という事業施行

当初の目標に対し、平成 19 年度で 63％達成することが出来た。 

・ 結果として｢街なみ修景助成金｣が震災復興に対する大きなインセンティブとなり、早期の

復興につながることとなった。 

        被災後の状況（応急危険度判定｢黄｣ )       街なみ修景助成金を活用し、修復 

  

 

③  全国的なネットワークの構築 

・ この震災直後の活動を通して、ＮＰＯ法人日本民家リサイクル協会などとのネットワーク

が構築され、能登半島地震の被災地での経験や課題などについて、被災地へのフィードバ

ックだけでなく、全国へ発信することが出来た。 
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(3) 被災現場における修復支援活動の状況 

①  専門家の支援状況 

・ 能登半島地震の被災地において、石川県建築士会輪島支部や建築組合などの建築職能団体

が住宅相談活動を行った。 

・ 職能団体以外では、総持寺周辺地区まちづくり協議会の活動のほか、旧輪島市内で輪島塗

に使用する土蔵の修復ネットワークなどが形成され支援を行った。 

・ 總持寺周辺地区では、既存のまちづくり協議会があったことに加え、協議会メンバーに一

級建築士がいたことや、建築士会有志を始め、金沢職人大学校や日本民家再生リサイクル

協会などの専門家の協力を得ることが出来たことで、修復に関する支援活動が可能だった。

ただし、これは稀なケースであり、被災地全体ではマンパワーが圧倒的に不足していた。 

・ 一方で、発生直後、全国から建築士などの専門家、特に修復判定技術を有した専門家のボ

ランティア活動の申し入れが、いくつか協議会にも寄せられたが、被災地が遠隔地で、か

つ、主要道路網も寸断されていたため、交通費や宿泊費等の実費の負担もままならず、断

念された、あるいは、きわめて短期の滞在で帰られた方がほとんどであった。 

・ 被災後、建築士会など建築職能団体を通じた県内のボランティア専門家に対する助成は立

ち上がったが、上記の遠隔地の専門家や、特に修復等の知識を有する専門家に対する助成

がなく、幅広い修復判定活動の障害になったことが残念であった。 

 

②  被災者の活動への理解 

・ 震災発生直後の完全な非常事態の中、住宅の復旧・復興に関する「専門家」の活動に対し

疑心暗鬼になる被災者もいた。また、明らかに被災者の足元を見た営業活動も多数見受け

られた。總持寺周辺地区まちづくり協議会は、7年来の活動実績があり、地元で十分認知

されている団体であり、そして住宅相談活動は純粋にボランティア活動であったが、それ

でも営利目的と誤解される場面もあった。 

・ このような状況下で、まちづくり協議会を始め既存のコミュニティ組織である区長会など

がボランティア専門家と被災者を繋いでくれたことが修復支援活動の大きな支援となった。 
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2-5 修復による住宅復興をとりまく課題 

(1)「修復」に対する認識の課題 

①「修復」という概念の普及 

・ まず必要なことは「修復」という概念の普及である。現状では、行政、建築専門家を含めて修復

という概念は十分普及していない。ましてや、被災者をはじめとして一般市民にはほとんど知ら

れていないのが現状である。 
 

②「建て起こし」などの技術の普及 

・ 次に｢建て起こし｣などの技術の普及である。地元工務店に経験がなかったこともあり、マルタ屋

呉服店の場合は、まちづくり協議会の一級建築士の紹介で金沢の熟練大工が施工した。その後は

地元工務店も独自で施工しており、震災復旧の有効な技術として、技術の普及拡大が望まれる。 
 

(2) 被災住宅の判定諸制度の課題 

① 応急危険度判定及び罹災証明への正確な認識の不足 

・ 応急危険度判定や罹災証明の結果が「もう壊すしかない」との判定と受け止められ、修復の可能

性を検討しないまま解体へと進んだ恐れがある。一方で、罹災証明の結果が義援金や被災者生活

再建支援金の多少につながるため、半壊よりは全壊を望む被災者の声もあった。 
・ 「全壊なのでもう壊すしかない」「全壊なので壊してもよいはずだ」という考えにつながらない

ためにも、被災者がこれら判定の結果を正しく理解できるよう、判定時のきめ細やかな対応と、

正確な認識のための積極的な広報が必要である。 

 

② 修復可能性を判定する制度の確立 

・ 当座の建築物の危険度判定や財産上の罹災程度の判定制度の他に、建築物が修復再生出来るかど

うかの専門家による技術的な判定制度の確立が必要である。 
 

(3) 専門家など人的支援体制の課題 

① 被災住宅の安全確保を助言する専門家の不足 

・ 応急危険度判定の次の段階で必要なことは、まず危険を応急的に取り除く処置である。仮サポー

トや仮筋かいなどの設置、落下する可能性があるものの撤去など、被害を拡大させないための現

場での緊急処置はいくらでもあるが、それを助言する専門家が不足していた。 
 

② 修復可能性を助言する専門家の不足 

・ 安全確保後の段階として、第三者の専門家による修復の可能性の判断が必要である。 
・ 被災地の建築専門家も多くは被災しており、彼らに初動期の活動を期待するのは困難である。 
・ 總持寺周辺地区では既存まちづくり組織及び外部の専門家とのネットワークがあったが、これは

中山間地においては稀なケースであり、外部からの専門家の組織的な緊急派遣が必要である。 
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・ 既に（財）日本建築防災協会などが実施している「震災建築物被災度区分判定・復旧技術者」の

養成制度があるが、このような制度の普及・拡大により、平時から専門家の育成、登録、速やか

な被災地への派遣体制の充実が求められる。 
・ なお、修復判定技術は、被災地の地盤状況や民家の建築工法の地域性など、被災地の個別事情も

大きく関係することから、修復判定技術に優れた専門家による被災現場での判定技術の研修など

によって、修復可能性を的確に助言できる即戦力のマンパワーを確保することも重要である。 
 

③ 専門家の活動を支援する体制の確立 

・ 震災発生直後の完全な非常事態の中、被災者は疑心暗鬼であり、住宅の復旧・復興に関する「専

門家」の活動に対し警戒心が強いのは仕方がないことである。 
・ このような状況下で、まちづくり協議会を始め既存のコミュニティ組織である区長会などがボラ

ンティア専門家と被災者を繋いでくれたことが修復支援活動の大きな支援となった。 
・ 被災直後には、ボランティア専門家の認定や被災住民への紹介等によって、これら専門家を支援

する体制を速やかに立ち上げることが重要であり、また平時から準備する必要がある。 
 

(4) 公的支援制度の課題 

① 新築と補修における助成格差 

・ 住宅再建への公的助成は、被災者生活再建支援法が改正され、罹災程度に応じた基礎支援金に加

え、建設する際は加算支援金が200万円、補修は100万円助成される。結果、半壊家屋をやむな

く解体した世帯（法2条2号ロ世帯）が建設すると300万円の支援となるのに対し、大規模半壊で

補修する世帯は150万円の支援となる。 
・ 法2条2号ロ世帯の認定については、地盤の液状化など真にやむなき場合に限られることを厳密

に取り扱う必要がある。そうでなければ、半壊の場合は生活再建支援制度がないため、結果的に

この新しい支援制度が、解体し新築することに対しインセンティブを与えることとなる。 
 
② 被災市町による半壊住宅の撤去 

・ 被災地では多くの半壊住宅がガレキとして撤去された。このような状況では全壊住宅を補修する

という発想を期待するのは難しい。半壊住宅については、宅盤の状態等により周辺家屋に危険を

与える可能性があるなど、緊急性の高いもののみを撤去し、それ以外の住宅の撤去については修

復可能性の有無について建築士の診断を前提とすることを要件とすべきであろう。 
 

③ ボランティア建築専門家に対する活動助成制度の充実 

・ 県外からのボランティアの建築専門家や、特に修復等の知識を有する専門家に対する助成がない

ために、専門家による幅広い修復支援活動への参加が困難だった。9月になり、復興基金の「住

宅再建総合相談・派遣事業」が創設されたが、このような支援活動の必要性への理解と助成制度

の充実は、早い段階での充実が望まれる。 
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第 3章 被災地における住宅修復への啓発活動 

3-1 住宅相談会の開催 

 

・ 本調査の目的を踏まえ、8月から住宅相談を再開し、まちづくり協議会や、石川県建築士

会青年委員会などから参加した一級建築士が相談を受けた。 

・ 午前は黒島地区、午後は總持寺周辺地区において、毎週末開催した。 

・ 夏休み時期ということもあり件数は少なかったものの、震災直後とは異なり、修復を行っ

たものの途中行き詰っているという内容の相談などがあった。 

・ また復興基金による住宅再建支援メニュー（後に発表された「能登ふるさと住まい・まち

づくり支援事業」）についての相談もあり、仮設住宅の入居者が再建に向けて考え始める

時期と重なった。 

 

・ 9 月に入り、石川県により(財)石川県建築住宅総合センター及び(社)石川県建設技術セン

ターを事業主体とした「住宅再建総合相談・派遣事業」が創設された。 

・ まちづくり協議会主催の住宅相談会は、これに引き継がれることとなり、9月 8日に第 1

回目の両センター主催の住宅相談会が開催された。 

・ また、両センター主催の住宅相談会にも、一級建築士のまちづくり協議会メンバーが、引

き続きアドバイザーとして参加した。 

 

・ 協議会主催の住宅相談会の概要は以下のとおり。 

 

 相談場所 相談件数 相談員 

8 月 11 日 午前黒島・午後総持寺周辺 ０ ２ 

8 月 18 日 午前黒島・午後総持寺周辺 ３ ２ 

8 月 25 日 午前黒島・午後総持寺周辺 １ １ 

9 月 1 日 午前黒島・午後総持寺周辺 ３ ２ 
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第 3章 被災地における住宅修復への啓発活動 

3-2 修復現場公開 

(1) 企画の趣旨 

・ 本調査の目的である、建て起こしなどの修復技術を広く伝えるため、住宅所有者や設計者、

現場施工者の協力を得て、平成 19 年 10 月に大規模修復現場の一般公開を行った｡ 

・ この公開は、能登半島地震の被災者に、伝統的な木造住宅はかなりの被害を受けても建て

起こしや上げ家などの修復技術を活用して修復が可能であるということの、実体験の場と

して設定した｡ 

・ 現場見学に先立ち、建て起こしについて専門的な見地から解説を行った｡ 

・ 企画の概要は次のとおり 

 

日  程 平成 19 年 10 月 9 日(火) 

場  所 輪島市役所門前支所(講演) 

被災住宅建て起こし現場(現場見学) 

見学住戸 門前地区の明治期の伝統的な家屋 

罹災証明は全壊 

内  容 13:10～ 受付(門前支所 3階第 1研修室) 

13:30～ 講演｢建て起こしと門前地区での事例について｣ 

14:30～ 被災住宅の修復現場見学 

 

 

(2) 案内､広報 

・ 總持寺周辺の門前･走出･清水･舘･鬼屋区 330 戸に加え、被害の大きかった日野尾区 40 戸

及び広瀬区 54 戸に対し、案内文書を配布した｡ 

・ 旧門前町内の舘仮設住宅 30 戸および道下仮設住宅 150 戸にも、案内文書を配布した｡ 

・ また、黒島地区まちづくり協議会にも、案内文書を配布した｡ 

・ その他、公開に先立ち案内を行ったのは以下のとおり 

石川県建築住宅課 

輪島市都市整備課 

石川県建築士会 

鳳輪建設業協会 

マスコミ各社 他 
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(3) 公開当日の記録 

① 参加者 

・ 当日は 32 名の参加があった｡ 

・ 能登半島地震の被災地からは、輪島市在住の方が 15 名、羽咋市在住の方が 1名、参加が

あった｡ 

・ 石川県建築住宅課、輪島市都市整備課からも参加があった｡ 

 

② 講演 

・ 現場見学に先立ち、輪島市門前支所の 

会議室を借りて講演会を行った。 
・ 門前地区でこれまで行われた、建て起 

こし事例について、設計者(總持寺周辺

地区まちづくり協議会会員)と棟梁(歴

史的建造物修復士)が、写真を元に被災

状況や修工事について解説を行った。 

・ 建て起こし事例は、マルタ屋呉服店及 

び旧酒井家である。(工事詳細は第5章参

照)  

 

③ 現場見学 

・ 修復現場に移動し、大規模修復現場の 

作業を見学した。 
・ 現場施工者の棟梁より、被災状況の説 

明と修復工事の進捗について、説明が 

あった。 
・ 柱のジャッキアップ、柱の水平位置修

正、仕口の修正の各工程を見学した。 
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④ 来場者アンケート結果 

・ 来場者に講演及び現場見学の感想を聞くアンケートを行い、10 名の方の協力を得た。 

・ アンケート集計結果によると、10 名中 6名が旧門前町在住、1名が旧輪島市在住、3名

が金沢市在住の方であった。 

・ アンケート内容は、次ページのとおり。 

・  

・ 現輪島市在住の 7名のうち、自宅の被災状況については、全壊が 1名、半壊が 3名、一

部損壊が 2名、無被害 1名であった。また、無被害を除く 6名のうち、5名は修理済み

で、1名は「そのままになっている」と回答した。 

・  

・ 建て起こしの知識については、10 名中 4名が「地震の前から知っていた」と回答し、6

名が「地震後に知った」と回答し、「今回の見学会で知った」方は 0名であった。 

・ 「地震後に知った」6名のうち、「建て起こしの現場を見たため」と回答した方は 4 名、

「人から聞いた」と回答した方は 2名であった。 

 

・ 自由意見は以下のとおり｡ 

講演｢建て起こしと門前町の事例について｣ 

3 例以外にも、門前町内にどの程度建て起こし事例があるのか（あったのか）、興

味がある。（旧輪島市在住） 

手法はわかったが一般的な費用が一番気になる。（門前地区在住） 

新築と建て起こしの費用を思うと若い人は新築を望んでいるので、そのどちらか

を取るか難しい問題である。（黒島地区在住） 

現場を見て大変よくわかりました。（黒島地区在住） 

古い物を残していくことに賛成します。子供の頃過ごした家が形を残すことはと

ても嬉しいです。（金沢市在住） 

 

現場見学会について 

建て起こしがわかりやすかった。よかった。（旧輪島市在住） 

古い家は材料も立派なので、建て起こしてまっすぐになり良かったなと思います。

（門前地区在住） 

職人さんの確かな力と施主の方の決断で、いくらでも家は直るということを改め

て痛感しました。協議会会長のお話にも感動しました。（金沢市在住） 

大掛かりな工事で元通りにするためには費用と期間を要するため、古い物を残そ

うと言う施主の意気込みがないとできないと思った。（黒島地区在住） 

震災直後からみたらとても頼もしく思います。（金沢市在住） 
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～～アアンンケケーートトごご協協力力ののおお願願いい～～  
本日は、被災住宅建て起こし現場公開へご参加いただきありがとうございました。 
今後の調査の参考とさせていただきたく、以下のアンケートにご協力ください。 

 
１ 今日はどちらから来られましたか？ 

１．旧門前町内（    地区） ２．旧輪島市内  ３．穴水町   
４．その他の県内市町（      ）  ５．県外 

 
２ 能登半島地震でのご自宅の被害状況を教えてください。 

①ご自宅の被害状況を教えてください。 
    １．全壊  ２．大規模半壊  ３．半壊  ４．一部損壊  ５．無被害 

②現時点の状況を教えてください。 
    １．解体した     

２．修理した（→①屋根 ②柱や梁 ③外壁 ④内装 ⑤その他 ） 
３．そのままになっている 

 
３ 建て起こしなどの技術を使って、木造住宅は地震で傾いても修復できる可能性

があることをご存知でしたか？ 
１．地震の前から知っていた。    
２．地震後に知った。 

      →どうやって知りましたか？ 
１．住宅相談  ２．人から聞いた ３．建て起こしの現場を見た  

３．今回の見学会で知った。   
 

４ 今日の見学会の感想を教えてください。 
１． 講演「建て起こしと門前町の事例について」 

                                          

                                        

                                        

２． 現場見学会 

                                        

                                        

                                        

ご協力、どうもありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 
門前町總持寺周辺地区まちづくり協議会 
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(4) 報道､反響等 

① 報道 

・ 現場公開の模様は､多くのマスコミで取り上げられた｡ 

テレビ局(10 月 9 日) 

 

ＮＨＫ(全国ニュース、ローカルニュース、手話ニュース) 

石川テレビ、テレビ金沢、北陸朝日放送 

新聞社(10 月 10 日) 朝日新聞関西版 朝刊、北國新聞 朝刊、建設工業新聞 朝刊 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳澤秀夫・伊東敏恵両キャスターコメント  
柳：いいアイディアですよね。 
伊：そうですよね。 
柳：コストも安くしかもこれまで住み慣れた家にほぼ

同じ状態で入れて、街並みも変わらないということ
ですからね。 

伊：できるだけ元に戻すという考え方がいいですよね。

柳：これがうまくいけば、本当に、災害の復旧の仕方
も「やさしい復旧」になっていくと思います。 

(2007 年 10 月 9 日ＮＨＫニュースウォッチ 9 より)

(2007年 10月 10日

朝日新聞関西版 

社会面より) 
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② 反響 

・ ニュースや新聞を見た被災者から輪島市に、「建て起こし」についての問い合わせが

5、6 件あった。中には、全壊で解体した被災者から、「このような方法があるなら、

壊さないで済んだ、もっと早くそんな情報が欲しかった」といった内容もあった。 

・ また、朝日新聞の報道やＮＨＫの全国ニュースを見て、県外からも輪島市に建て起

こしについて数件問い合わせがあった。 

 

③ 専門誌への掲載 

・ ＮＨＫの全国ニュースが契機となり、日経ホームビルダー誌(2007 年 12 月号)でマル

タ屋呉服店の建て起こし事例が紹介された｡ 

 
(2007 年 12 月号 日経ホームビルダーより) 
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3-3 活動の成果 

・ 協議会の住宅相談会と現場公開により、住宅修復の啓発活動としては大きな成果を得た。 

・ 特に現場公開では、アンケート結果より、講演会で大規模修復工事の手法を追うことが出

来た点、また現場公開で実際に音を立てて住宅のゆがみや傾きが解消されるのを見ること

が出来た点について評価されたことがわかり、開催企画の趣旨を達成した。 

・ また、このように現場公開を行うことで、マスコミ各社に報道され、広くＰＲ効果を得る

ことが出来た。 
・ 平成20年1月16日には、朝日新聞の社説において、本調査が取り上げられた｡ 

 

 
 (2008 年 1 月 16 日朝日新聞朝刊より) 
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4-1 旧門前町内の大規模修復事例 

 

・ 本章においては、旧門前町内で建て起こしを行った大規模修復工事の概要を述べる。 

・ 旧門前町内では4-2で述べる10例以外に、まちづくり協議会で見聞きしただけでもさらに10例

近く建て起こし実績がある。 

・ 復興基金の「能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業」の中で、建て起こしが補助対象と

なったことも追い風となり、能登半島地震の被災地において｢建て起こし｣、｢家を起こした｣

といったフレーズは一般的なものになりつつある。 
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4-2 事例集 

 

・ 事例の選定に当っては、主に住宅相談会に参加された被災住宅から10例を選定した。 

・ 10例のうち、門前地区は5例、黒島地区が5例となっている。 

・ 内容は、物件概要、破損概要、修復工事概要、考察及び工事写真となっている。 

・ 事例1「マルタ屋呉服店」、事例2「旧酒井邸 主屋」、事例3「旧酒井邸 土蔵」については、

第5章で詳細について述べることとし、本章では概要についてのみふれることとした。 

 
事例 1 マルタ屋呉服店（全壊） P.37 

事例 2-1 旧酒井邸 主屋（全壊）  P.38 

事例 2-2 旧酒井邸 土蔵（全壊） P.39 

事例 3 個人宅（全壊） P.40 

事例 4 個人宅（全壊） P.44 

事例 5 個人宅（全壊） P.48 

事例 6 個人宅（全壊） P.52 

事例 7 個人宅（全壊） P.56 

事例 8 個人宅（大規模半壊） P.60 

事例 9 店舗兼個人宅（半壊） P.62 

事例 10 個人宅（半壊） P.64 

   

 

【施工者及び坪単価について】 

・ 施工者については、輪島市内の建設業者の場合「地元業者」とし、県内や県外の建設業者の

場合はその所在地を記載した。 

・ 建て起こしについては、元請業者が「建て起こしの経験がない」、「人手が足りない」などの

理由により、他の大工や曳屋などの専門業者に依頼したケースが多かった。 

・ 建具、畳、設備工事等は別発注のケースが多かったが、すべて含めたおよその総工事額を工

事面積(坪)で割った坪単価を、「元請」の欄に記載している。 

・ また総工事費のうち、建て起こしに相当した額を「建て起こし」の欄に記載している。この

とき、曳屋などの専門業者は建て起こしのみを行うが、大工の場合は必要な内装撤去や造作

材の復旧、調整も含めて行っていることがある。 
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事例 1  マルタ屋呉服店(全壊)                      詳細は第 5 章に記載 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町地内（門前地区） 

構造･階数 木造(店舗部分に鉄骨梁)、2階建て 

延べ面積 280 ㎡(一階床面積 154 ㎡、二階床面積 126 ㎡) 

建築年次 1972 年 

屋根 瓦葺き（黒）、カラー鉄板瓦棒葺き 

外壁 押縁下見板張り、一部漆喰塗風仕上 外部 
基礎 コンクリート布基礎 

床 土間コンクリート 

壁 クロス貼り 

仕上概要 

内部 
天井 クロス貼り 

破損概要 

応急危険度判定 赤(危険) 

罹災の程度 全壊 

概要 隣家により二階部分が押され、一階が傾いた。 

柱の傾き(最大) 1/6rad 

床の沈下(最大) 殆どなし 

修復工事概要 

修復方針 
・ 北側隣家が撤去された後、一階店舗部分を建て起こす。 

・ 破損の少ない奥の住居部分及び二階はそのままとする。 

工期 
平成 19 年 5 月初旬～6月中旬 

建て起こし工事は、同 5月 1日～2日 

工事面積 79 ㎡ 

元請 地元業者 40 万円台前半 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 県内業者(金沢市、大工) 約 3万円(一階工事面積当り) 

構造補強 鉄骨フレーム 

考察  

結果として隣家の傾きにより建物が南方向に倒れたが、店舗部分間口方向の構造耐力が不足

していた。通し柱がなかったため柱に損傷がなく、このことは修復には有利であった。 
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事例 2-1  旧酒井邸 主屋(全壊)                      詳細は第 5 章に記載 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町地内（門前地区） 

構造･階数 木造、2階建て 

延べ面積 250 ㎡(一階床面積 128 ㎡、二階床面積 121 ㎡) 

建築年次 1895 年 

屋根 瓦葺き（黒）、ガルバリウム鋼板ＡＴ葺き 

外壁 下見板張り、押縁下見板張り、一部黒漆喰塗り 外部 
基礎 布石、礎石 

床 三和土、畳敷き、板張り 

壁 漆喰塗り、ジュラク壁、板壁 

仕上概要 

内部 
天井 杉板竿縁、根太天井、化粧垂木 

破損概要 

応急危険度判定 赤(危険) 

罹災の程度 全壊 

概要 背後の建物に押され、全体がねじれた。 

柱の傾き(最大) 1/9rad 

床の沈下(最大) 31mm 

修復工事概要 

修復方針 
・ 破損した土壁を落とし、建て起こしを行う。 

・ 修理は破損部分のみとし、最小の範囲にとどめる。 

工期 
平成 19 年 11 月 19 日～工事中 

建て起こし工事は、同 6月 14 日～30 日 

工事面積 250 ㎡ 

元請 地元業者 20 万円台後半(土蔵･蔵前含む) 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 県内業者(金沢市、大工) 約 4万円(造作材の修理を含む) 

構造補強 添柱、耐力壁、木格子 

考察  

新築された東側の建物と構造的には縁が切れていたが、揺れが想定以上で結果として押し出

されたように変形した。店の間間口方向の耐力が不足。小舞竹のあきが狭く土壁の食いつき

にやや難があった。 
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事例 2-2  旧酒井邸 土蔵(全壊)                       詳細は第 5 章に記載 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町地内（門前地区） 

構造･階数 木造、2階建て 

延べ面積 108 ㎡(一階床面積 64 ㎡、二階床面積 44 ㎡) (蔵前を含む) 

建築年次 1904 年 

屋根 瓦葺き(黒) 

外壁 押縁下見板張り、漆喰塗り 外部 
基礎 布石、礎石 

床 板張り 

壁 漆喰塗り 

仕上概要 

内部 
天井 化粧垂木 

破損概要 

応急危険度判定 赤(危険) 

罹災の程度 全壊 

概要 土壁が一部崩れ、柱が傾く。 

柱の傾き(最大) 1/65rad 

床の沈下(最大) 35mm 

修復工事概要 

修復方針 
・ 損傷の少ない北側の壁及び屋根を残して土壁を撤去し、建て起こ

しを行う。 

・ 撤去した土壁は、小舞下地から新規に施工する。 

工期 
平成 19 年 12 月 5 日～工事中 

建て起こし工事は、平成 20 年 1 月 7日～2月 15 日 

工事面積 108 ㎡ 

元請 地元業者  
施工者 工事額/坪 

建て起こし 県外業者(岐阜市、曳家) 約 5万円 

構造補強 添柱 

考察  

土蔵と蔵前との間の柱や土壁の間渡し竹に腐朽がみられ、かつて雨漏りがあったと考えられ

る。また、間渡し竹は約 700mm 間隔で柱に釘打してあったが、柱の受け材が約 1800mm
間隔(柱 1 本おき)で、壁の重量を支えきれなかった。 
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事例 3 個人宅 (全壊) 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町地内（門前地区） 

構造･階数 木造、2階建て 

延べ面積 186 ㎡(一階床面積 122 ㎡、二階床面積 64 ㎡) 

建築年次 1920 年頃 

屋根 瓦葺き（黒） 

外壁 下見板張り 外部 
基礎 布石、礎石、コンクリート布基礎 

床 畳敷き、板張り 

壁 漆喰塗り、砂壁 

仕上概要 

内部 
天井 板張り、竿縁天井、化粧垂木、簀の子天井 

破損概要 

応急危険度判定 黄色(要注意) 

罹災の程度 全壊 

概要 
礎石より柱がずれ、一部柱脚が折損。足固めが柱より外れたため、床

組が波打ち床束も倒れる。 

柱の傾き(最大) 1/20rad 

床の沈下(最大) 108mm 

修復工事概要 

修復方針 
・ 不陸調整、建て起こし及び柱通りの修正を行う。 

・ 柱脚で折れた柱を根継ぎし、床組を補強する。 

・ 既存の部材を出来るだけ再使用し、傷んだ部分のみ修理する。 

工期 
平成 19 年 5 月下旬～7月中旬 

建て起こし工事は、平成 19 年 5 月 28 日～同 6月 13 日 

工事面積 122 ㎡ 

元請 地元業者  20 万円台後半 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 県内業者(金沢市、大工) 約 3万円 

構造補強 添柱、耐力壁 

考察  

建物全体に柱１本分の水平移動がみられ、雨掛りの激しい東側下屋部分の柱脚が劣化してい

たため破損した。内部の柱は足固めの仕口に甘さがあったが、地震後も礎石上に留まり、柱

脚の折損はみられなかった。修復により、被災前の建物に比べ耐力が大きく向上した。 
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修復前 一階平面図･柱傾斜図  S=1:150 

 

 
 

 

 

 

修復後 一階平面図  S=1:150 
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事例 3 写真 
１． 工事前 外観(北東より) 

 

外壁(下見板)の損傷は少ないが、東側の柱

脚が折れている。 

 

２． 柱のずれ(南東出隅部分) 

 

建物が水平移動し、礎石より柱が外れた。

 

３． 柱通り修正 

 

水平移動により、柱通りが礎石とずれてい

るので、ワイヤーで引張りこれを修正す

る。この際、敷鴨居等の造作材の納まりも

考慮して施工する。 

 

４． 番付 

 

傷んでいない部材はすべて再使用するた

め、床板に番付を打ってから取外す。 
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５． 足固めの抜け 

 

足固めの仕口はほぞ差し楔(くさび)締め

であったため、引張りには弱く柱から抜け

出した。 

 

６． 柱脚の補強 

 

柱から抜け出した足固めを元に戻し、鎹

(かすがい)で補強した。さらに根がらめを

柱･束の両側に取付け、柱脚を固めた。 

 

７． 柱脚の折損 

 

東側の外壁に面した柱脚が折れている。外

部に面しているため部材の劣化が進んで

いたと考えられる。 

 

８． 柱の根継ぎ 

 

折れた柱を根継ぎした。 
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事例 4 個人宅  (全壊) 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町地内（門前地区） 

構造･階数 木造、平屋建て 

延べ面積 225 ㎡ 

建築年次 1868 年 

屋根 瓦葺き(黒) 

外壁 押縁下見板張り、下見板張り、漆喰塗り 外部 
基礎 布石、礎石 

床 畳敷き、板張り 

壁 漆喰塗り、砂壁 

仕上概要 

内部 
天井 板張り、竿縁天井、化粧垂木 

破損概要 

応急危険度判定 赤(危険) 

罹災の程度 全壊 

概要 一階が傾き、一部柱が鴨居仕口で折損。離れ書院は折れた柱が多い。 

柱の傾き(最大) 1/9rad(主屋) 

床の沈下(最大) 100mm(主屋) 

修復工事概要 

修復方針 

・ 土蔵及び離れ書院は解体撤去とし、主屋のみ修復する。 

・ 台所脇の増築した物置は撤去する。 

・ 壁を解体し軸部のみとした後、不陸調整及び建て起こしを行う。 

・ 折れた柱は添柱で補強する。 

工期 
平成 19 年 4 月初旬～同 10 月中旬 

建て起こし工事は、約 7日間 

工事面積 225 ㎡ 

元請 地元業者  10 万円台後半 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 県内業者(金沢市、大工) 約 2万円 

構造補強 添柱、耐力壁 

考察  

西側梁間方向の耐力が不足したため、南東の土間付近を中心に、反時計回りに捩れた。サシ

モンが井桁に入るなど上部の架構は強固。当初の姿は茅葺屋根で、土縁は後補のものである。 
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修復前 一階平面図･柱傾斜図  S=1:150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修復後 一階平面図  S=1:150 
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事例 4 写真 

1. 工事前 外観 

 

左奥に見える離れは、解体撤去することに

した。 

 

2. 工事中 和室 

 

鴨居付近で柱の折れが見られる。 

仮筋かいを取付け、変形を防ぐ。 

 

3. 工事中 居間 

 

仮筋かい取付け後、土壁を小舞下地とも撤

去し、建て起こしの準備をする。 

 

4. 離れ書院の被害状況 

 

柱が折れ大きく傾き、建具で持ちこたえて

いる。この離れは解体撤去した。 
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5. 工事後 外観 

 

 

 

6. 工事後 和室 

 

柱の折れに対して、添柱で補強した。 

 

7. 工事後 居間 

 

 

 

8. 茅葺き屋根の写真 

 

当初は茅葺き屋根であったが、2年程前に

瓦に葺き替えた。 
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事例 5 個人宅  (全壊) 

物件概要 

所在地 石川県輪島門前町地内（黒島地区） 

構造･階数 木造、平屋建て 

延べ面積 431 ㎡ 

建築年次 1900 年頃 

屋根 瓦葺き(黒) 

外壁 押縁下見板張り、漆喰塗り 外部 
基礎 布石、礎石 

床 畳敷き、板張り 

壁 漆喰塗り、砂壁 

仕上概要 

内部 
天井 竿縁天井、化粧垂木 

破損概要 

応急危険度判定 赤(危険) 

罹災の程度 全壊 

概要 一階が傾き、一部柱が差鴨居仕口で折損。 

柱の傾き(最大) 1/60rad 

床の沈下(最大) 殆どなし 

修復工事概要 

修復方針 
・ 家が大きく一度に直すのは難しいので、修理範囲を限定する。 

・ 奥の土蔵 2棟は解体撤去し、表側の座敷は建て替える。 

・ 黒島の風景として、当初の姿をなるべく変えないように修復する。 

工期 
平成 19 年 9 月～平成 20 年 1 月 

建て起こし工事は、約 7日間 

工事面積 291 ㎡ 

元請 県内業者(金沢市) 20 万円台前半 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 県内業者(金沢市、曳家) 約 2万円 

構造補強 添柱、耐力壁 

考察  

中庭をコの字に部屋で囲む間取りで、地元で｢ミツボ囲い｣と呼ばれる大規模な構えである。

山側から海側に向かってほぼ一直線となる奥の土蔵、下屋である奥の離れと表の座敷の損傷

が大きかった。大戸、格子、登り梁、袖壁など当初の意匠をそのまま残して修復されたのは、

所有者の情熱の賜物であろう。 
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修復前 一階平面図  S=1:200 

 

修復後 一階平面図  S=1:200 
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事例 5 写真 
1. 工事前 主屋外観 

 

漆喰壁が一部剥離した他は、特に目立った

損傷はない。 

 

2. 工事前 座敷外観 

 

柱が大きく傾き、外壁が脱落したため、下

見板が道路にはみ出した。 

 

3. 工事前 座敷内部 

 

道路側の柱(右側)が大きく傾き、内部造作

材の被害も大きかった。この部分は、解体

撤去し、建て替えた。 

 

4. 工事中 茶の間内部 

 

建て起こし工事を行い、構造補強(添柱、

耐力壁)をして、内装を修理した。 
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5. 工事後 主屋外観 

 

 

 

6. 工事後 座敷外観 

 

旧の意匠に倣って、座敷部分を建て替え

た。 

 

7. 工事後 座敷内部 

 

座敷は建て替えられたが、書院まわり、落

し掛、天袋、違い棚等、当初の部材で使え

るものは再使用した。 

 

 

 

8. 工事後 茶の間内部 
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事例 6 個人宅  (全壊) 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町（黒島地区） 

構造･階数 木造、平屋建て 

延べ面積 138 ㎡ 

建築年次 不明(100 年以上前) 

屋根 瓦葺き（黒） 

外壁 下見板張り、押縁下見板張り、石張り 外部 
基礎 コンクリート布基礎、布石、礎石 

床 畳敷き、板張り 

壁 漆喰塗り、砂壁、プリントベニヤ貼り 

仕上概要 

内部 
天井 化粧垂木、プリント合板貼り、クロス貼り、竿縁天井 

破損概要 

応急危険度判定 黄色(要注意) 

罹災の程度 全壊 

概要 道路側が沈下し、基礎から土台がずれ、柱が傾いた。 

柱の傾き(最大) 1/24rad 

床の沈下(最大) 60mm 

修復工事概要 

修復方針 
・ 不陸調整及び建て起こしを行う。 

・ 柱通りを修正する。 

工期 
平成 19 年 9 月～平成 20 年 3 月 

建て起こし工事は、平成 19 年 9 月～同 10 月 

工事面積  114 ㎡ 

元請 地元業者  10 万円台後半 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 県外業者(兵庫県、大工) 約 6万円 

構造補強 耐力壁 

考察  

道路側地盤が沈下し、それに伴い土台が道路方向にずれ、柱が道路側に傾いた。道路側の地

盤が下がったのは、道路工事により地盤が緩んだためか、一部盛土があったためと考えられ

る。 
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修復前 一階平面図  S=1:150            

 

 
 

修復後 一階平面図  S=1:150 
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事例 6 写真 

１． 工事前 外観 

 

 

 

２． 工事前 離れ西隅 

 

建物が道路側に移動し、基礎とずれた。 

 

３． 工事中 茶の間東面 

 

右側が新設した耐力壁。 

 

４． 工事中 茶の間西面 

 

左側が新設した耐力壁。 

 



第 4章 旧門前町内の大規模修復事例 

55 

 

５． 工事後 外観 

 

 

 

６． 工事後 離れ西隅 

 

建物を移動し、ずれを修正した。 

 

７． 工事中 茶の間上部 

 

井桁に組まれたサシモン。 

 

８． サシモンの仕口 

 

柱にほぞ差し鼻栓、損傷は見られない。 
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事例 7 個人宅  (全壊) 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町（黒島地区） 

構造･階数 木造、平屋建て 

延べ面積 300 ㎡ 

建築年次 1955 年頃 

屋根 瓦葺き(黒) 

外壁 押縁下見板張り、漆喰塗り 外部 
基礎 布石 

床 畳敷き、板張り 

壁 漆喰塗り、砂壁 

仕上概要 

内部 
天井 竿縁天井 

破損概要 

応急危険度判定 赤(危険) 

罹災の程度 全壊 

概要 南西部分が地盤と共に大きく傾いた。一部柱が差鴨居仕口で折損。 

柱の傾き(最大) 1/14rad 

床の沈下(最大) 300mm 

修復工事概要 

修復方針 
・ 2 ヶ所ある玄関と土間を撤去し、規模を縮小する。 

・ 不同沈下が大きいので、鉄筋コンクリートべた基礎に全てやり替える。  

・ 不陸調整及び建て起こしを行う。 

工期 
平成 19 年 7 月～平成 20 年 2 月 

建て起こし工事は、約 1ヶ月半 

工事面積 153 ㎡ 

元請 県外業者(兵庫県) 30 万円台後半 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 同上(大工) 約 9 万円(基礎のやり替え、耐震補強等を含む)

構造補強 基礎補強、添柱、耐力壁 

考察  

地盤の沈下により、南西の台所付近が大きく沈下し、柱が傾いた。原因はその延長方向にあ

る法面の擁壁に亀裂が入り、その変形の影響を受けたため、かつ盛土があったためと考えら

れる。修復により、間取りの改変もあって、内部は現代的に変わった。 
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修復前 一階平面図  S=1:200     

 

 

修復後 一階平面図  S=1:200 
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事例 7 写真 
1. 工事前 外観 

 

 

 

2. 法面の石垣 

 

石垣下部に亀裂が入った。 

 

3. 工事中 座敷 

 

 

 

4. 工事後 座敷 
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5. 工事後 外観 

 

 

 

6. 工事前 柱の折れ 

 

 

 

7. 工事中 折れた柱(写真 6)の取替 

 

 

 

8. 工事後 写真 6 の部分 

 

耐力壁を設け、大壁となった。 
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事例 8 個人宅  (大規模半壊) 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町地内（黒島地区） 

構造･階数 木造、2階建て 

延べ面積 207 ㎡(一階床面積 154 ㎡、二階床面積 53 ㎡) 

建築年次 明治期 

屋根 瓦葺き(黒) 

外壁 下見板張り、一部黒漆喰塗り、石張り 外部 
基礎 布石 

床 畳敷き、板張り 

壁 漆喰塗り、クロス貼り、プリントベニヤ貼り 

仕上概要 

内部 
天井 プリント合板貼り、クロス貼り、竿縁天井 

破損概要 

応急危険度判定 赤(危険) 

罹災の程度 大規模半壊 

概要 柱が道路側に傾き、一部梁仕口及び柱が損傷。梁の抜けがみられる。 

柱の傾き(最大) 1/28rad 

床の沈下(最大) 不明 

修復工事概要 

修復方針 
・ 土蔵は解体撤去する。 

・ 住みながらの修復とする。 

・ 建て起こし工事は必要最小限とする。 

工期 
平成 19 年 6 月上旬～同 8月下旬 

建て起こし工事は、約 1ヶ月 

工事面積 140 ㎡ 

元請 県内業者(七尾市) 10 万円台後半 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 同上(大工) 

構造補強 添柱、耐力壁 

考察  

諸事情により、必要最低限の修復に留まった。柱の傾きが残ったのと、内部に見られた当初

の意匠が隠されてしまったのは残念だが、将来復原は可能である。 
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修復前 一階平面図  S=1:200         修復後 一階平面図  S=1:200 

 

        
 
事例 8 写真 

1. 工事前 外観 

 

 

2.工事後 外観 

3.梁の抜けと仮支柱 

 

4.工事後 内部 
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事例 9 店舗兼個人宅  (半壊) 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町地内（門前地区） 

構造･階数 木造、2階建て 

延べ面積 305 ㎡(一階床面積 168 ㎡、二階床面積 137 ㎡) 

建築年次 北側:1967 年、南側:1987 年 

屋根 瓦葺き（黒） 

外壁 サイディング張り 吹付仕上 外部 
基礎 コンクリート布基礎 

床 店舗：土間コンクリート タイル張り 

壁 店舗：クロス貼り 

仕上概要 

内部 
天井 店舗：クロス貼り 

破損概要 

応急危険度判定 黄色(要注意) 

罹災の程度 半壊 

概要 北西部分の基礎が沈下し、建物全体がねじれた。 

柱の傾き(最大) 1/67rad 

床の沈下(最大) 100mm 

修復工事概要 

修復方針 
・ 内装、間取りは元のままとする。 

・ 被害が大きかった水廻りと店舗部分を中心に修復する。 

工期 
平成 19 年 6 月中旬～9月下旬 

建て起こし工事は、2日間 

工事面積 168 ㎡ 

元請 地元業者  20 万円台後半 
施工者 工事額/坪 

建て起こし 同上(大工) 約 1万円 

構造補強 基礎補強、耐力壁、鉄骨フレーム 

考察  

店舗の間口方向の耐力が不足していたため、シャッターやアルミ建具が壊滅的に破損した。

また、盛土された北側が沈下し、柱が北側に傾いた。修復により下見板張りの耐力壁が設け

られ、修景工事としてうまく外観に取り入れられている。 
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修復前 一階平面図  S=1:150          修復後 一階平面図  S=1:150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 9 写真 

1.工事前 外観 

 

 

2.工事後 外観 

 

3.基礎にコンクリート増打ち 

 

4.鉄骨フレーム(構造補強) 
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事例 10 個人宅  (半壊) 

物件概要 

所在地 石川県輪島市門前町地内（黒島地区） 

構造･階数 木造、2階建て 

延べ面積 162 ㎡(一階床面積 109 ㎡、二階床面積 53 ㎡) 

建築年次 1971 年(一部 1980 年) 

屋根 瓦葺き（黒） 

外壁 下見板張り、サイディング張り 外部 
基礎 布基礎、礎石 

床 畳敷き、板張り、塩ビシート貼り 

壁 砂壁、プリントベニヤ貼り 

仕上概要 

内部 
天井 プリント合板貼り、化粧垂木 

破損概要 

応急危険度判定 黄色(要注意) 

罹災の程度 主屋:半壊、土蔵:全壊 

概要 
主屋は道路側に傾き、一部梁の仕口が外れた。 

土蔵の下見板は脱落した。 

柱の傾き(最大) 1/34rad 

床の沈下(最大) 20mm 

修復工事概要 

修復方針 
・ 規模はそのままとし、住まいしながら工事を行う。 

・ 不陸調整及び建て起こしを行う。 

工期 
平成 19 年 4 月初旬～同 10 月下旬 

建て起こしは、3日間 

工事面積 109 ㎡ 

元請 県内業者(かほく市) 20 万円台前半  
施工者 工事額/坪 

建て起こし 同上(大工) 約 2万円 

構造補強 耐力壁 

考察  

土蔵は全壊判定であったが、外壁の下見板を取替えたことで美しく蘇った。歴史的な町並みに

おいて、このケースのように修復により外観を元のままに保てば、たとえ災害にあっても風景

も美しく保たれるはずで好感が持てる。 
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修復前 一階平面図･柱傾斜図  S=1:150     修復後 一階平面図  S=1:150 

 

 
 

 

事例 10 写真 

1.工事前 外観 

 

 

2.工事後 外観 

 

3.主屋建て起こし 

 

 

4.土蔵工事中 
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5-1 大規模修復工事の詳細 

 
・ 本章では、第4章で取り上げた、事例1「マルタ屋呉服店」及び事例2-1「旧酒井邸主屋」、事

例2-2「旧酒井邸土蔵」について、被害の状況や修復の手順、修復方針、修復結果など工事の

詳細を述べる。 

・ なお、事例2-1「旧酒井邸主屋」及び事例2-2「旧酒井邸土蔵」は建て起こし工事は終了して

いるが、平成20年3月末現在、引き続き修復工事を続けている。 
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5-2 マルタ屋呉服店       

物件概要 （第 4章事例１を参照） 

 

工事前破損状況 

倒れてきた北側隣家により、二階部分が押され建物が南側隣家に寄りかかるかたちとなってい

た(写真 1･2)。一階店舗部分は柱が大きく傾き、内装の被害が大きかった。しかし、通し柱が無

かったため柱が折れるなどの軸組に致命的な損傷は無く、二階部分の被害も少なかったので、建

て起こし可能と判断した。また、正面と側面の一部の外壁は改装したばかりで損傷も少なく、建

て起こしをすれば外壁は補修程度ですむことからも、建て起こしは有効な手段と考えた。 

 

柱傾斜 

一階店舗部分の北側の柱は南々西よりに傾き、南側の柱はほぼ南に傾いていた。北側の柱傾斜

の最大値(土台上端から胴差下端間 2,348mm の値)は、南に 319mm、西に 47mm、南側の柱では、南

に 391mm、西に 25mm であった。建物の動きとしては、南側(向かって右側)に大きく傾くと同時に、

北側の壁が西側(道路側)に少し傾いたことになる。 

 

二階床不陸 

 全体の傾向として、北側の胴差に対し南側の胴差が下がっていた。また、南北両胴差に比べて

間口方向中央部が下がっていたが、これは地震の影響というより、クリープによる梁のたわみの

可能性がある。 

 

方針 

・ 工事対象範囲は、軸組修正が必要な店舗部分とその二階床組までとし、柱の傾きが軽微であ

った住宅部分(一階、二階共)は店舗部分の修正により元に戻ると考え、建て起こし工事は行

わない。 

・ 不陸調整及び建て起こし後、軸部補強のため鉄骨フレームを設ける。 

 

修復結果 

今回の建て起こし工事により、柱の傾斜が修正され再び壁が垂直に戻った。二階床は、北側胴差

に対し下がっていた南側胴差が上がり、完全ではないが不陸は修正された。また、二階廊下にあっ

た床の隆起も緩和された。床の不陸は多少残っているが、震災前の値にむらがあった可能性もある。 

震災による影響は、隣家との関係もあるが、店舗内に間口方向(南北方向)の壁が全くなく、間口

方向の耐力が不足していたためと考えられる。そのため建て起こし工事後、店舗内部に門形の鉄骨

フレームを 2ヶ所新たに設置し、間口方向の耐力を補強した。このフレームは二階の鉛直荷重も負

担するため、既存の鉄骨梁のたわみも軽減されると思われる。 

間口方向に耐力壁を設けず鉄骨フレームを採用したのは、店舗の使い勝手からくる所有者の要望

によるものである。なお、奥行方向(東西方向)は北側南側共に壁が連続しているため耐力に問題は

ないと考え、特に補強は行っていない。 
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修復前 二階平面図  S=1:150 

 

修復前 一階平面図･柱傾斜図  S=1:150 

 

 

修復後 一階平面図  S=1:150 

 



第 5章 大規模修復工事の詳細 

70 

マルタ屋呉服店写真<工事前及び準備作業> 
1. 店舗正面(地震直後) 

 

建物全体が南に傾き、南側隣家(向かって

右)の下屋に寄りかかっている。 

 

2. 店舗北側隣家境 

 

建物二階部分が北側隣家に押され、二階の

床面はほぼ水平のまま南にずれ、それに伴

い一階部分が傾いている。 

 

3. 基礎と柱 

 

基礎には損傷がなく、土台から上が傾いて

いる。 

 

4. 店舗内部(北側壁面) 

 

壁が斜めに倒れ、正面建具(アルミサッシ)

が歪んでいる。 
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5. 天井、壁 

 

建物が傾いたことで、天井と壁との間に隙

間ができた。 

 

6. 仮補強 

 

余震などでさらに倒れないように、仮補強

として、補強柱及び筋かいを設けてあっ

た。 

 

7. 内装解体 

 

天井と壁の仕上げを落とし、軸組をあらわ

した。 

 

8. 二階床一部解体 

 

二階床根太の一部が外れており、建て起こ

しに支障があるので一時撤去した。 
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マルタ屋呉服店写真<工事中> 
9. 建て起こし風景 

 

まず、南北方向の傾きを直す。 

柱を挟むようにして鉄骨梁の端部にワイ

ヤーをかける。 

 

10. レバーブロック 

 

建て起こしに使用したワイヤーを引くた

めの道具。 

 

11. アンカー 

 

店舗の土間コンクリート(厚さ約 7cm)に

フックを打込み固定し、ワイヤーをかけ

る。 

 

12. 北側胴差を起こす 

 

木製角柱の切梁にジャッキをかけ、北側胴

差を北側に押す。 
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13. 南側胴差の引寄せ 

 

北側胴差を押すと同時に、ワイヤーをレバ

ーブロックで引き南側胴差を起こす。 

 

 

14. 支柱により戻りを防ぐ 

 

店舗内から北側胴差に当木をあて、支柱で

支えることにより、起こした胴差が戻らな

いようにする。 

 

15. 東西方向の調整 

 

ワイヤーにより西に傾いていた柱を引張

り、調整する。 

 

16. 傾きの計測 

 

下振りにより傾きを計測しながら作業を

行う。 
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マルタ屋呉服店写真<建て起こし工事後> 
17. 建物南面外壁 

 

壁が垂直になった。 

 

18. 建物正面北側 

 

北側の隣家に押されていた建物が垂直に

戻った。 

 

 

19. 建物正面南側 

 

南側の隣家によりかかっていた建物が垂直に

戻った。 
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20. 鉄骨フレームによる補強 

 

既存の鉄骨梁に添わせて、鉄骨フレームを

設けて補強した。 

 

21. 鉄骨フレーム 

 

柱に取付けられた既存の鉄骨梁(手前)と、

建て起こし後に取付けた鉄骨フレーム

(奥)。 

 

22. 鉄骨フレーム柱脚 

 

鉄骨フレームの柱脚は、土間コンクリート

(厚さ 7cm)の下に基礎コンクリートを打

設して固定した。 

 

23. 開店 

 

6 月 20 日営業を再開した。 
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<建て起こし工事前後> 
 

 
 

 
 

24.建て起こし工事前 

 

 

 

 

 

25.建て起こし工事後 
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<建て起こし工事前後軸組透視図> 
 

 
 

CG1.建て起こし工事前 

 

 

 

CG2.建て起こし工事後 
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5-3 旧酒井邸 主屋    

物件概要 （第 4章事例 2-1 を参照） 

 

工事前破損状況 

主屋東側にある建物に押され、北側の通りが最大で 124mm 西側にずれた。かつ、店の間の間口

方向で南側に傾き、建物全体としては南東部分を中心にして南から西に傾斜した。それに伴って、

正面下屋部分の建具の損傷が目立った。一階の天井はほとんど損傷はなかった。二階は、壁以外

の損傷は小さく、目立った柱の傾きも見られなかった。 

 

柱傾斜 

礎石から外れた礎石建ちの柱を除くと、一階で南に 176mm（h=1.5m）、西に 78mm（h=1.5m）で

あった。 

 

二階床不陸 

 全体の傾向としては、南側に対し北側が下がっており、最大で 40mm 余りであった。 

 

方針 

・ 傷んだ壁と床板を撤去し、不陸調整及び建て起こしを行う。 

・ 柱の散りまわりの壁土を落とし、貫の楔(くさび)を締め直し、壁を補修する。 

・ 木格子を新設し、間口方向の耐力を上げる。 

・ 屋根は下屋も含め損傷は見られないので、そのままとする。 

 

修復結果 

建て起こし工事により、柱の傾きは修正された。その際、傷んだ礎石は取替えられた。 

平成 20 年 3 月現在、土蔵（事例 5-3）とともに現在も工事は続けられており、主に左官工事

（壁、三和土）、建具工事が行われている。 
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二階平面図  S=1:150 

 
一階平面図  S=1:150 
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修復前 二階柱傾斜図  S=1:150 

 
 
修復前 一階柱傾斜図  S=1:150 
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建て起こし ジャッキ・ワイヤー配置図（6 月 19 日） S=1:150 

 
 

 
一階平面図 
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建て起こし ジャッキ・ワイヤー配置図（6 月 20 日） S=1:150 

 
 

 
 

一階平面図 
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建て起こし ジャッキ・ワイヤー配置図（6 月 21 日） S=1:150 

 

 

 

一階平面図 

 

 
 
 
 
 



第 5章 大規模修復工事の詳細 

84 

旧酒井邸主屋 写真〈工事前〉 
1. 店舗正面（地震直後） 

 

正面下屋に損傷が大きい。 

 

2. 正面（南西面） 

 

余震でさらに傾かないように、仮補強し

た。 

 

3. 玄関建具 

 

建物のねじれにより、建具が破損した。 

 

4. 玄関 北東面 

 

建物北面（Ｋ通り）が東から押され、店の

間開口部が大きく変形した。 
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5. 玄関・店の間 東面 

 

全体が南（写真右）に傾き、建具が破損・

変形している。写真右下は破損した玄関建

具。 

 

6. 通り庭 東面 

 

北側（写真左）の土台が大きくたわんでい

る。 

 

7. 通り庭 北東部柱脚 

 

東（写真右側の別の建物）から押されたた

め、北東の柱が柱礎石から外れ、柱１本分

西に移動している。 

 

8. 二階 座敷 

 

土壁の破損状況。 
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旧酒井邸主屋写真〈工事中〉 
9. 壁を落とす 玄関北面 

 

建て起こし準備のため、土壁を落とす。 

 

10. 床組み解体 茶の間 

 

建て起こし準備のため、番付を打った後に

畳・荒床を取り外す。 

 

11. 壁落とし後 玄関・通り庭 

 

 

 

12. 建て起こし 

 

ワイヤー下部は基礎コンクリートにアン

カーを打つ。その奥は、ずれた建物を東に

戻すための切梁とワイヤー。 
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13. 建て起こし 

 

ワイヤー端部を柱頭に当て木をして捲き

つける。 

 

 

14. 建て起こし 

 

ワイヤーをレバーブロックで引く。下げ振

りで確認しながら、柱が垂直になるまでこ

れを繰り返す。 

 

15. ワイヤー上部 

 

ワイヤー端部を梁に取り付け、ピンポイン

トで天井板を取り外す。必要箇所以外の天

井板はそのまま。 

 

16. ワイヤー下部 

 

玄関北西部分。基礎コンクリートにアンカ

ーをとる。右は破損した柱礎石。 
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17. 建て起こし 

 

ジャッキでの建て起こし状況。切梁上部を

梁に当て土間にジャッキを固定後、柱が垂

直になるまでジャッキアップする。 

 

18. 破損した柱礎石 

 

柱礎石の破損を調査し、取替えする礎石に

は×印をつける。 

 

 

19. 柱礎石取替え 

 

玄関北西部。建て起こし後に破損した柱礎石を

取替えた。 

 

20. 蔵前上部 外壁・屋根補修 

 

主屋北面。主屋と蔵前との取り合い部分の

補修。外壁の一部と水切を取り外して補修

する。 
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旧酒井邸主屋 写真〈建て起こし工事後〉 
21. 玄関 北面 

 

東側（写真右方向）に引き戻し、ずれてい

た柱位置が元に戻る。折れていた左側の柱

は添柱で補強。 

 

22. 木格子 

 

店の間間口方向の補強のため、戸袋を利用

して入れた木格子。 

 

23. 通り庭 北東部柱脚 

 

東に修正したため、礎石から左に外れてい

た柱が元の位置に戻った。礎石は傷んでな

かったので、再使用した。 

 

24. 蔵前上部 

 
水切り、下見板の補修が終わる。 
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〈建て起こし工事前後〉 
 

 

25. 建て起こし工事前 

 

 

 

 

26. 建て起こし工事前 
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27. 建て起こし工事後 

 

 

 

28. 建て起こし工事後 
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5-4 旧酒井邸 土蔵    

物件概要 （第 4章事例 2-2 を参照） 

 

工事前破損状況 

土蔵西面は、扉を残して小舞下地を含めて壁が崩落した。南面は、壁に大きな亀裂が入り、崩

落の危険があった。東面･北面は、大きな亀裂は見られなかったが、北面の壁下部が隣家側には

み出していた。 

 

柱傾斜 

土蔵は、ほぼ北側に最大で 30mm(h=1,500)傾き、蔵前は北西方向に最大で 40mm(h=1,500)傾い

ていた。 

 

二階床不陸 

 東側を基準として、西側に最大 35mm 沈下していた。 

 

方針 

・ 北面の壁の健全な部分を残して、すべて土蔵の壁は撤去する。 

・ 不陸調整及び建て起こしを行い、その後既存にならって修理する。 

・ 屋根は塗り土も含めて現状のままとする。 

・ 基礎は現状のままとする。 

 

建て起こし工事の作業手順 

１．作業着手前の計測･記録 

・ 沈下量･傾斜量の計測･記録及び写真記録。 

２．床板を取り外す 

・ 取り外す床板は必要最小限とする。 

・ 番付を打ち、図面上に記録した後、床板を外し、二階床に整理･養生･保管する。 

３．柱の根がらみ及び油圧機を組込む 

４．嵩上げ･沈下量を修正する 

・ 一番沈下量の大きい方から順次油圧ジャッキで修正(一回の修正量は、12mm)する。 

・ 修正量は土台と基礎間に仮板を差し入れて仮受けする。 

・ 全体的に水平+3mm 程度の上げ越しを行う。 

５．定着 

・ 仮受材(合板)を抜き取り、現場にて厚さを調整した栗板材に順次置き換える。 

・ 栗板は、柱直下とする。 

６．傾斜修正 

・ 沈下修正が完了後、ワイヤー･ターンバックル･ベルト及び斜角材で傾斜修正する。 

・ 所定の修正量が得られたとき、ワイヤー･仮斜材で仮止めをする。 
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二階平面図  S=1:150 

   
 

一階平面図  S=1:150 
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修復前 一階柱傾斜図  S=1:150 

 
 

修復前 二階柱傾斜図  S=1:150 
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旧酒井邸土蔵 写真<工事前> 
１．西側入口付近 

 

壁が崩れ、小舞が外れている。 

 

2. 蔵前 

 

柱の傾きはあるが、蔀戸(しとみ戸)は開閉

することができる。 

壁は一部しか落ちていない。 

 

3. 土蔵西面 

 

扉を残して、壁が崩れた。 

 

4. 土蔵 南面 

 

通り庭に面した壁は、大きな亀裂が入り、

崩落の危険。 
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5. 一階 

 

柱の散りまわりが破損し、一部の壁が脱落

している。 

 

6. 二階 

 

吊り下げの照明器具が破損。 

壁の傷みは一階ほどではない。 

 

7. 東側外壁 二階の窓付近 

 

 

8. 東側外壁 一階の出入口付近 
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旧酒井邸土蔵写真<工事中> 
9. 壁の解体 

 

間渡し竹の間隔は、通し貫のピッチと同様

(2.3 尺≒700mm)、柱に和釘でとめてあっ

た。柱一本おき(6 尺ピッチ)に楔(くさび)

が差してあり、その上にのっていた。 

 

10. 壁の解体 

 

横の小舞竹は、壁の解体で脱落した。 

 

11. 壁の倒れ止めワイヤー 

 

北側の土壁は比較的健全であったため、ほ

とんど残した。そのため重量のバランスが

悪くなり、倒れ防止のワイヤーを張った。

 

12. 壁の解体 

 

一階南側は、壁を解体して軸部のみとし

た。 
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13. 壁の解体 

 

二階南側の壁は、妻部分を残して解体し

た。 

 

 

14. 壁の解体 

 

西側の壁は、扉を残して解体した。2本の

柱に腐朽がみられる。 

 

15. 壁の解体 

 

北側の壁の下部が傷んでいたので、これを

撤去した。 

 

16. 不陸調整 

 

北西の隅柱が沈下していたので、基礎と土

台の間に飼物(栗板)をして調整した。 
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17. 根がらみ 

 

［ 型鋼とボルトで柱を根がらむ作業。 

 

18. 根がらみ 

 

上記の作業が完了した状態。 

 

 

19. 油圧ジャッキ 

 

不陸調整に使用した20tジャッキ。 

 

20. 柱の根継ぎ 

 

腐朽した柱 2本を根継ぎした。 

小舞を含め壁の損傷も大きく、土蔵と蔵前

との間に、かつて雨漏りがあったと考えら

れる。 
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