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８章 整備 

 

（１）方向性 

史跡旧島松駅逓所を訪れる人が、その価値を体感し、深く知ることのできる空間を創出していく 

とともに、史跡とその周辺の利便性や魅力を向上させるため、以下のように整備の方向性を整理 

する。 

 

【史跡指定地】 

①主として保存のための整備 

ア 本質的価値を損ねない整備 

本質的価値を構成する諸要素の現状を把握するとともに、耐震対策を含む整備計画を作成し、優

先順位を決めて計画的に修理等を実施するとともに、遺構等の保存対策を講じていくこととす

る。保存修理や耐震補強修理を行う際は、前述の保存の方向性に記された通り、本質的価値の保

存を前提として価値を損ねない整備の方法を検討する。 

 

②主として活用のための整備 

ア 駅逓所の公開のための整備 

史跡の本質的価値を構成する最も重要な要素である駅逓所は、今後も継続して公開を予定する

こととし、本質的価値を維持しながら、観覧者が安心して見学できるよう、老朽箇所等の修理の

ほか、耐震補強修理などの安全対策を検討する。 

耐震補強を行う際は、現状の内観・外観を保存することを原則とする。また、駅逓所の建築的特

徴や歴史的特徴を損なうことの無い補強方法を検討し、採用することとする。なお、冬期間は閉

館を前提とし、積雪荷重に耐えうる冬期間のみの仮設的な補強を行うことを検討する。 

さらに、史跡の一部が土砂災害警戒区域であることから、土砂災害に備えた案内等の整備を行

う。 

イ 適切な情報提供のための整備 

史跡の本質的価値や魅力を、観覧者に深く理解してもらえるような分かりやすい資料展示や、何

度も訪れたくなるような工夫のある展示を検討する。また、統一的なサイン等の案内機能の充実

等により史跡までのアクセス向上を図る。 

 

 

【周辺地域】 

史跡が市の重要な地域遺産であることから、まちづくり及び観光の観点から、史跡の周辺を一体

的に整備する。 

史跡の利便性や魅力を向上させるため、史跡指定地の周辺に、地域の歴史・文化について展示等

を行うガイダンス機能を有する施設等の設置などを検討するとともに、公園やトイレ、その他の便

益施設などについても、周辺の自然環境や景観と調和した憩いの空間の整備を検討する。 

周辺整備の検討にあたっては、有料公開エリア（駅逓所）が閉鎖となる冬期間も含めた通年での

運用を視野に入れる。 

  



85 

 

（２）方法 

【史跡指定地】 

①主として保存のための整備 

ア 本質的価値を構成する建造物等の保存修理 

・ 日常的な維持管理のほか、定期的な調査により整備が必要となる箇所をあらかじめ把握し、計

画的な整備を行う。 

・ 駅逓所の整備については、「駅逓所の公開のための整備」において、具体的な整備方法につい

て記載する。 

イ 防災・防犯対策の強化 

・ 防火・防災・防犯設備の整備・更新を計画的に進める。 

・ 史跡の一部が土砂災害警戒区域に含まれていることを踏まえ、史跡内の観覧者の安全と史跡を

守るため、看板等を設置し注意喚起を行う。また、周辺住民に対しても、ハザードマップに土

砂災害警戒区域に位置することを図示するなど、周知を図る。 

・ 駅逓所内の展示は、展示棚などの高さを制限するほか、展示棚や展示台は転倒防止対策をする

など、震災時の安全性の確保に配慮する。 

ウ 石碑等の改修 

・ 著しく劣化が見られる石碑については、石材の色彩に似せたモルタル材で補修する他、降雪に

よる影響で劣化が進みやすいため、冬季はビニールシートで石碑を覆うなど、劣化を防ぐ対策

も検討する。  

 

②主として活用のための整備 

ア 史跡の価値と魅力を伝える説明板や展示の整備・充実 

・ 観覧者に史跡の価値や魅力を分かりやすく効果的に伝えるため、説明板や展示の整備を図る。

その際、展示や遺構の説明板は史跡のもつ雰囲気や景観を損なわないよう形状や表記方法を統

一するなど、デザインにも十分配慮する。 

・ 照明設備については、史跡の価値や魅力、歴史的な雰囲気を損なわないよう配慮しながら、公

開施設として適当な明るさを確保する。 

イ 蓮池の改修 

・ 蓮池は、史跡の景観上の重要な要素であり、毎年良好な状態で花が咲くように適切な栽培管理

に努めるほか、栽培に適した環境を維持できるよう改修を行う。 

・ 蓮池は、ハスの栽培管理上の理由から、冬に水位を上げ夏に水位を下げるなどの機能や、水深

の関係で現在一部（全体の 1/3 程度だけが深い）に限ってハスを植えている状況を改善する。

また、底面に貼られているマットを自然の土の状態に変えるなど、ハスが良好に育つように育

成環境の改善を行う。 
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・ ハスを植える深い部分を拡大し、底面はマットを取り除く。 

・ 水口の位置を変えるなど、水深を調節することができる機能を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：現状の蓮を植えられる範囲 

：ハスを植えられる範囲を広げ、底面のマットを土とするイメージ 

水深を調節することのできる機能整備イメージ 

蓮池整備例 
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ウ 暖水路と見本田の改修 

・ 現在の暖水路は形状のみを模したもので、実際には水が流れておらず、その機能が理解しにく

いものとなっている。今後は、実際に水が暖水路を通って見本田に流れ込むように改修し、水

を温める仕組みをより直感的に理解できるように改修を行う。見本田では、水漏れなどがあり

改善が必要である。 

 

 

     暖水路については、実際に水を暖水路に通し、見本田に流れ込むよう、改修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 井戸の改修 

・ 腐朽が見られる井戸屋形を改修する。また、現在駅逓所には飲料水がなく、明治天皇が飲用さ

れた御前水を実際に飲用できるように改修することが望ましいと考えることから、水質や水量

などを検討して、観覧者への提供について検討を進める。 

  オ バリアフリーエリアの整備 

・ 駅逓所の構造上、建物をバリアフリー化することは困難であるが、駅逓所内外の一定のエリア

については、車イスでも観覧できるように整備を行う。駅逓所内については、主なコースに段

差解消のための備品（スロープ等）を用意し、必要な際に設置を行う。 

 

  

暖水路の改修イメージ 
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カ ライトアップ施設の設備 

・ 現在ライトアップを実施する際は、適宜コードを敷地内に取り回し、地面等に LEDライトを設

置しているが、今後もライトアップ事業は継続していく予定であることから、ライトアップを

行うための基本的な設備（配線や照明設置設備など）を敷地内に整備する。 

 

 

＜秋＞ 

駅逓所を照らす照明の位置は以下のような配置を想定する。また、照らす対象物や照明の数、 

電源の配置は以下の表で示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

3 

 

※建物内はコンセント等の整備。建物外は配線ととりはずしできる支柱など 

照らす対象物 色 数 番号

駅逓所及び碑 白 7灯 1.3.4.5.6.7.8

背景 オレンジ 4灯 9.10.11.12

蓮池のイチイ 薄緑 1灯 2

蓮池 白 1灯 13

番号

電源1 4.5.6.7

電源2 9.10.11.12

電源3 1.2.3.8.13

2 

ライトアップ照明位置のイメージ 

 

 
 

 

1 

2 
3 3  
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キ 敷地内見学コースの整備 

・ 史跡内を歩きながら学ぶことができるように、コースの整備及び説明板等の整備を行う。なお、

史跡内の景観に配慮するため、説明板の説明は最小限のものとし、より具体的な説明はパンフ

レットやホームページで公開・発信していく。 

ク 照明設備の LED化 

・ 照明を LED化し、畳や壁材などの内装、展示資料への光の影響による劣化を抑制する。 

ケ 展示設備の耐震化 

・ 地震発生時の観覧者の安全を確保し、また、展示している文化財の老朽化を防ぐため、展示棚

等の倒壊防止を行うほか、ガラス等の飛散防止等の耐震性を持つ展示棚を整備する。 

 

 

 

 

□ 本質的価値を構成する建造物等の保存修理 ―「駅逓所の公開のための整備」 

将来にわたって観覧者が安心して見学できるよう、耐震改修と老朽箇所等の補強を行う。 

改修にあたっては、歴史的・建築的な価値や、馬が表ニワに入れるなどの駅逓所として特徴的な

構造を損なわないことや、外観に影響を与えないことを原則とすることとし、建築物の価値等の

整理をした上で、耐震性の目標を現行の一般建築物と同等の目標である「安全確保水準」に設定

し補強を行う方向で検討を進める。 

  なお、閉館時の冬期間については、「復旧可能水準」を目標とすることとし、目標を達成できる

ようにするため、屋根に一定以上の積雪があった場合は雪下ろしを行うほか、積雪時に不足する

耐力を着脱式フレームなどを用いて補う方針とし、その方法についても併せて検討していくこと

とする。 

次ページ以降、現時点での検討内容について記載する。 
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〇駅逓所の保存のための整備に伴う検討内容 

（ア）補強検討において配慮すべき歴史的・建築的価値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■「特別の由来」に係る価値

行在所の部分（明治

神社として地域に開放、その後、
聖蹟保存化が行われる）

（写真

「土縁」

■「特別の由来」に係る価値

行在所部分の結界用間仕切の

部分

■「特別の由来」に係る価値

行在所部分の結界用間仕切の

部分

■「地域の歴史」に係る価値

明治

部分（写真

■「技術や工法」に係る価値 

 「石場建」の遺構復原部分 

 （写真 1） 

平面図 

天井伏図 

■「地方の文化・生活」に係る価値

北国特有の「土縁」と開放可能な西側立面図 南側立面図 

東側立面図 北側立面図 

■「特別の由来」に係る価値 

 行在所部分の結界用間仕切の 

  部分 

■「特別の由来」に係る価値 

 行在所の部分（明治 14 年以降 

 神社として地域に開放、その後、 

 聖蹟保存化が行われる） 

 （写真 6） 

■「地域の歴史」に係る価値 

 明治 14 年以前の小屋組が遺る部分

（写真 10） 

■「技術や工法」､「地域の産業」に係る価値 

 創建時は近隣の松材で葺かれたと考えられる「柾葺」 

 屋根の復原部分（写真 2,3,4） 

■「特別の由来」に係る価値 

 行在所部分の結界用間仕切の 

 部分 

■「地方の文化・生活」に係る価値 

 北国特有の「土縁」と開放可能な 

 「板戸」の部分（写真 9） 

■「地域の歴史」に係る価値 

 明治 14 年以前の小屋組が遺る 

 部分（写真 10） 

■「地方の文化・生活」に係る価値 

 北国特有の「土縁」と開放可能な 

 「板戸」の部分（写真 9） 

■「地方の文化・生活」に係る価値 

 北国特有の「土縁」と開放可能な 

 「板戸」の部分（写真 9） 

■「技術や工法」に係る価値 

 明治以前の建具仕様である 

 「明り障子付板戸」の部分 （写真 5） 

■「技術や工法」､「地域の産業」に係る価値 

 創建時は近隣の松材で葺かれたと考えられる「柾葺」 

 屋根の復原部分（写真 2,3,4） 
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写真1：「石場建」の基礎

写真2：「柾葺」の屋根裏

写真3：西側「柾葺」屋根

写真4：東側「柾葺」屋根

写真5：西側の「明り障子付板戸」

「石場建」の礎石 「石場建」の礎石 

写真 6 ：行在所神社の様子 
（昭和 59 年頃） 

写真 7 ：西側「土縁」と「板戸」 

写真 8 ：南側「土縁」と「板戸」 

写真 9 ：南・西側「板戸」の外観 

棟木 

母屋 

隅木落掛り 

現状軒桁 

当初建物の痕跡 

1 隅木落掛り痕跡 

写真 10：明治 14年以前の小屋組が遺る 



92 

 

（イ）旧島松駅逓所保存修理工事時の根本修理概要（昭和 59年（1984）～平成 2年（1990）） 

 

  

■屋根

・全面野地板までを解体の上、新材により葺替え

■下手ダイドコロ部

・全て解体の上、新材にて復原

平面図

西側立面図

写真２：内部床組、柱補修後の写真

■中手座敷部・上手行在所部

・基 礎：全て鉄筋コンクリートにて新設

・床 組：腐朽、破損部を新材にて修理
・ 柱 ：柱下部の腐朽部は新材根継により

修理

・小屋組：腐朽、破損部を新材にて修理

・屋 根：野地板、柾葺は全て新材にて修理

写真１：下手ダイドコロ解体、基礎新設後

の写真

断面図１

■基礎

・全て鉄筋コンクリートにて新設

天端には、礎石を設置

新設基礎伏図

南側立面図

断面図２

１

２

新設基礎断面図

■中手座敷部・上手行在所部 

・基 礎：全て鉄筋コンクリートにて新設 

・床 組：腐朽、破損部を新材にて修理 

・ 柱 ：柱下部の腐朽部は新材根継により 

     修理 

・小屋組：腐朽、破損部を新材にて修理 

・屋 根：野地板、柾葺は全て新材にて修理 

■下手ダイドコロ部 

・全て解体の上、新材にて復原 

■屋根 

・全面野地板までを解体の上、新材により葺替え 

■基礎 

・全て鉄筋コンクリートにて新設 

 天端には、礎石を設置 

1 

2 
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（ウ）建築的価値保存のための耐震補強上の留意点 

（ア）で整理した建築価値に対する影響を最小限にするために、補強にあたっては、下に示した

事項について留意する必要がある。 

具体的な方法については、今後の設計の中で検討や実証を行うこととする。 

 

 

 

  
「拝殿」 
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（エ）目標水準の設定 

ア）目標水準のイメージ 

「重要文化財（建造物）耐震診断・耐震補強の手引き（平成 25年 10月 文化庁文化財部参事

官）」では、文化財の耐震性の目標として次の 3水準を設定している。 

Ⅰ．機能維持水準 

Ⅱ．安全確保水準 

Ⅲ．復旧可能水準 

 

以下に、各水準の具体的なイメージを示す。 

 

表（エ）-1耐震性の目標水準のイメージ 

 Ⅰ．機能維持水準 Ⅱ．安全確保水準 Ⅲ．復旧可能水準 

定義 ・大地震時に機能を維持
できる水準 

・大地震時に倒壊しない水準 
・現行の建築基準法によって
建てられる一般建築物と同等
の目標 

・大地震時に倒壊の危険性がある
が、文化材として復旧できる水準 

対象施設 ・防災拠点施設（官庁施
設、避難施設） 
・内部に復旧が容易でな
い貴重な資産を収蔵す
る施設。 

・内部を公開している建造物 ・倒壊しても人的被害が出ない施設 
・ほとんど人が近寄ることがない施設 

地震後の状
態 

・目に見える被害なし。 
・残留変形ほとんどなし。 

・振動により変形するが、広範
囲の仕上げや天井等の落下
物はない。 
・地震後に残留変形が残る
が、余震に対する余力を有し
ている。 
 

・漆喰仕上げが剥落し、窓ガラスは
割れる。 
・地震後に残留変形を生じるので、
余震対策として、突っかえ棒等で補
強する。 
・その後、傾斜を元に戻して復旧す
る。 
※積雪時には、傾斜することにより
雪の重みで倒壊することがある（P-
δ効果）ので、冬期の対策は必要。 

施設利用者
への影響 

・落下物等による危険性
なし。 
・避難に支障なし。 

・仕上げ材等の多少の落下を
生じるが、重大な危険性はな
い。 
・避難は可能。 

・建物の損傷による人身への危険性
あり。 
・避難に支障が生じる場合もある。 

地震後の 
イメージ 

   

目標変形角 1/60程度 1/30程度 1/30より大 

島松駅逓所
への適用 

・該当しない。 ・公開期間（5～10月） 
※非公開期間であっても、建
物保存のためには、ここを目標
とすることが望ましい。 

・非公開期間（11～4月） 
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イ）積雪荷重に対する考え方 

現行の建築基準法に基づく設計では、北広島市の設計用最深積雪深は 140cm であり、地震時に

はその 35％である 49cmを積雪荷重として見込む。1cmあたりの重量は、30Ｎ/㎡（≒3.0kg/

㎡）なので、1470N/㎡（≒147kg/㎡）である。 

これは、屋根自体の重量を上回る重量であり、積雪荷重をどう扱うかによって、必要耐力が大

きく変わる。 

島松地区は、沢地であるため北広島市街よりも積雪量が多い。写真（ウ）-1は 2018年 2月の

積雪状態であるが、屋根上に 1ｍ超の積雪がある。これは、上記の耐震設計上の地震時積雪荷

重の 2倍超の荷重に相当する。 

また、歴史的建築物は一般建築物に比べて存在する期間が長いので、大雪に遭遇する可能性も

大きくなる。 

維持管理による対応として、一定以上の積雪になった場合には雪下ろしを行い、設計値以上の

積雪荷重にならないようにする方法もある。 

積雪荷重については、このような、地域（地形）的な特性や、歴史的建築物であるが故の要因

も考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真（ウ）-1 2018年 2月の積雪状況 

 

ウ）目標水準の設定 

以上を考慮して、表（ウ）-2のように耐震化の目標水準を設定するのが適当と考える。 

 

表（ウ）-2耐震化の目標水準 

 公開期間（5～10月） 非公開期間（11～4月） 

目標水準 ⅱ．安全確保水準 ⅲ．復旧可能水準 

積雪荷重 

への対応 

－ 建築基準法による地震時積雪深相当

（50cm）以上にならないように雪降しする。 

 

  

積雪1ｍ超
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（オ）構造特性から見た耐震補強の考え方 

ア）現状における耐震上の弱点 

現況においては、次のような耐震上の弱点や、耐震上不利になる要素がある。 

Ⅰ.耐震要素（主に壁）が少なく、個々の要素の耐力も小さい。 

Ⅱ.耐震要素が偏在している。 

Ⅲ.接合部の強度が弱い。 

Ⅳ.水平構面の剛性が小さいので、建物全体が一体化されていない（ばらばらに挙動する）。 

Ⅴ.冬期間の積雪荷重が大きい。 

 

イ）改善の方法 

上記のⅠ～Ⅴの要素を改善する方法として、以下のフローに示す考え方が“構造的には”合理

的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※フロー中の①～⑥については、「表（オ）-1 耐震補強方法の種類」を参照 

 

  

既存壁を利用した補強

②耐震要素（壁）の偏在を緩和できる補強

積雪荷重の扱い

一般建築と同じ

冬期間のみ考慮

①＋②で不足する分の耐力を補強

・耐力壁の増設

・④補強フレームの増設

積雪荷重に対する冬期間のみの補強

・③-1 着脱式筋かいフレーム

・③-2 着脱式バットレス

これを有効にするために、水平構面

の補強が必要

⑤水平ブレース増設

⑥屋根下地に構造用面材張り

①外観に影響しない部分の補強

②-1 質感・意匠を調和させた壁部材

②-2 雨戸構面を耐震化

意匠的価値への影響

が少ない補強

構造的に最低限必要な

補強

必要耐力確保のために

必要な補強

※要検討

目標水準をどこに設定

するか

d.の改善b.の改善

a..の改善

a.の改善

ｅ．への対応

a.の改善

ｅ．への対応
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表（オ）-1耐震補強方法の種類 

  
目的 積雪荷重の低減

②-1 質感・意匠を調和させた壁部材 ②-2 既存雨戸構面を耐震壁化 ③-1着脱式筋かいフレーム ③-2 着脱式バットレス

内容

・下見板張りやボード仕上げ部分にて、既
存仕上げをいったん撤去して、構造用合板
等を挿入したのち復旧する。

・周囲の仕上げや建具等に意匠を合わせ
た耐震要素を追加する。
・耐震要素は着脱可能とする。

・雨戸が入っているフレームの中に耐震壁
を作り、外側は雨戸を現わしにする。
・耐震要素はボルト等で脱着可能とする。

・障子や襖が入っている部分に、着脱可
能な組み立て式の補強フレームを挿入す
る。
・冬期間、閉館とする場合の、積雪荷重に
対する補強。

・建物の外部に、冬期間だけ着脱式の
バットレス（いわゆる、突っかい棒）を取り
付ける。
・建物側のバットレス受け部に、受け金
物を取り付けておく。
・GLから出っ張らないように、RC基礎を
作る（掘削不可の場合は？）

・既存建物とは別に独立した基礎と鉄骨
フレームを増設し、これに建物の地震荷
重を負担させる。
・基礎は既存の床下に納まるようにする。

・梁、桁で囲まれる水平構面に
鋼棒ブレース取り付ける。
・天井がない部分では、炭素繊
維ケーブルを使用する方法もあ
る。

・垂木上で構造用合板張りとし、
屋根構面を一体化する。

・冬期間、滑雪性に優れたシートで
屋根を覆い、屋根上に堆雪させな
い。

恒久的／
季節限定

恒久的補強 恒久的補強 恒久的補強 冬期間限定 冬期間限定 鉄骨フレームを固定式とすれば恒久的
補強
組み立て式とすれば冬期間限定

恒久的補強 恒久的補強 冬期間限定

特徴

○外観に影響せずに補強できる。 ○外観上の違和感が少ない補強ができ
る。

○外観の意匠は変わらない。
○現況で耐震要素が少ない側なので、こ
れによって耐震要素の偏在が緩和される。

○躯体に手をつける部分を最小限にでき
る。
×既存軸組みにはめ込むだけなので、1
箇所あたりあまり大きな耐力はとれない。

○内部に手を付けなくて良い。
○③-1のフレームタイプよりも着脱が容
易。
○東面においては、防雪柵と兼用可
能。
×冬期間とはいえ、外観に影響する。
×受け金物が外部に露出する。

○既存軸組みに頼らず、鉄骨を使用す
るので、設計が明快。
×掘削して基礎を造れないので、浮き上
がり耐力が上限となる。
×建物内部で基礎工事が発生する。
×スクリュー杭や地盤アンカーを使用す
る場合は、重機侵入のために一部解体
する必要がある。

○鋼材を使うので、細いが大きな
強度が得られる。
×天井がない範囲では、ブレー
ス材が露出する。

○柾材の葺き替え時期に合せて
行えば合理的。
×天井がない範囲では、面材が
露出することになる。面材の下側
に化粧柾を取り付ける?

○雪降しの労力がなくなる。
○補強にあたって、積雪荷重を考慮
しなくて済む、あるいは軽減できる。
○雪氷による柾葺きの傷みを防ぐこと
ができる。
×毎年、シートの着脱作業を行う必
要がある。

留意点

・既存接合部の金物補強が必要。 ・既存接合部の金物補強が必要。
・補強効果について、実験等による確認
が必要。

・雨戸構面と本体の間は水平構面が弱い
ので、その間の補強が必要。
・既存接合部の金物補強が必要。

・補強効果について、実験等による確認
が必要。
・シーズンごとに人手による着脱が必要。
・柱-梁接合部の金物補強を行わない場
合は、柱の抜け出し時の耐力が上限とな
る。
・補強部材の保管場所が必要。

・シーズンごとに人手による着脱が必
要。
・短辺方向の補強には、多数取り付けら
れるが、長辺方向の補強には箇所が限
定される。
・補強部材の保管場所が必要。

・地盤掘削不可の場合は制約を受ける。
・負担耐力が大きい場合には、浮上り防
止の措置が必要（スクリュー杭等）。
・補強フレームまで地震荷重を伝達させ
るために、水平構面の補強が必須。
・冬期間限定とする場合は、シーズンご
とに人手による着脱が必要。

・天井がある室については、工事
にあたって、天井か柾葺き材を撤
去する必要がある。
・ブレース端部に接合金物を取り
付ける必要あり。
・四周に梁、桁がない箇所は、
横架材を追加する必要がある。

・柾葺きを撤去する必要がある。 ・強風に対するシートのばたつき、破
断、建物への損傷に対する安全性確
保の必要性あり。

イメージ

既存壁体内部に構造用合板を挿入。
（旧三菱鉱業寮）

格子壁による補強例
上村工務店HPより

雨戸の外観はそのままにして、裏側に耐震
要素を取り付ける。

障子、ふすまを取り外して、補強フレーム
を入れる。

外周の柱位置で、1間程度の間隔で取
り付ける。

独立した鉄骨フレームによる補強
北大第2農場 牝牛舎

梁・桁で囲まれた内部に鋼棒ブ
レースを取り付ける。
(株)タナカHPより

屋根下地として構造合板を全面
張りしている例
(株)内山ホームHPより

瓦屋根をシートで覆って、滑雪させて
いる例（この例ではブルーシートを使
用しているが、滑雪を目的とした士へ
とがある）。

優先順位

・最優先。
・この補強を実施した上で、不足耐力を他
の方法で補う。

・毎シーズンの脱着が現実的か、要検討。 ・毎シーズンの脱着が現実的か、要検
討。
　計75本程度（1間間隔で取り付ける場
合）。

・恒久補強とする場合には、意匠性につ
いて要検討

・水平構面補強としては最優先
・①～④の耐力要素に地震力を
伝達するには、ブレースが有利

・柾吹きの更新も行う予定がある
のであれば、低コストで合理的。

・小規模で試験的に実施して、安全
性等について検証する必要あり。

文化財として
の価値への

影響

・両面とも外観は保持できる。 ・意匠性はある程度保たれる。 ・外部側の外観は保持できる。 ・影響なし。 ・受け金物が外部側に露出する。
・土中に基礎を設ける必要あり（史跡指
定との関係）。

・恒久補強とする場合には、外観への影
響あり。

・天井がない部分では、外観に
影響するが、目立たないように細
くて強い材料を使うことも可能

・天井がない部分での対応をどう
するか。

・影響なし。
・屋根葺き材保護の観点からは好ま
しい。

コスト 費用対効果が最も大きい。
着脱を業者委託しなくて済むようにする必
要がある。

屋根葺き工事に合せて実施す
れば費用対効果が大きい。

屋根葺き工事に合せて実施す
れば費用対効果が大きい。

補強検討で
の採用工法 ○ × 神社となっていた面なので適用しない ○ 〇補助的 ○ 小面積で試験施工できないか

⑦滑雪シートで覆う

・構造的には第2優先
・耐震要素の偏在解消に有効。
・偏在を改修した上で、不足耐力を他の方法で補う。

水平耐力の向上 水平構面の補強

補強方法

②意匠性を合わせた耐震要素を追加

④独立した補強フレームを増設 ⑤水平ブレース設置 ⑥屋根下地に構造用面材①外観に影響しない部分の補強

③着脱式の耐震要素

雨戸の外観はそのままこの上に元の仕上げを戻す

着脱式フレーム（木

東面では防雪柵を兼

ねることも可

取り付け金物

柱梁接合部の補強が必要

・補強にあたっては、建物本来の部材

を用いた部分については現状保存と

し、補強部材の挿入は、それ以外部分

で行うこととする。 
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（カ）補強試算 

ア）補強方針、設定条件 

Ⅰ．補強方針 

Case.1 外観への影響が少ない、次の部分での補強を行う。 

a.外壁下見板張り部分  

  下見板を取り外し、壁内部で補強した後、健全材は再利用、劣化材は新規材に交換。 

b.間仕切り壁ボード張り部分 

  ボード仕上げを撤去し、壁内部で補強した後、新規材で復旧する。 

c.間仕切り壁羽目板部分 

  羽目板を取り外し、壁内部で補強した後、元材を復旧する。 

Case.2 冬期間、上記補強で不足する場合には、仮設の補強材を配置する。 

 

Ⅱ．設定条件 

・ 冬期は閉館を前提とし、常設の補強は積雪のない状態の荷重を対象とする。 

・ 積雪を考慮した荷重に対しては、冬期間のみの仮設的な補強で対応することを可とする。 

・ 屋根上の積雪は、50ｃｍを超えたら雪降しすることとする。 

・ 柾葺き屋根の更新を併せて行う。 

・ 南面と西面の雨戸構面については、以前神社となっていた経緯を踏まえ、固定型の補強材を

配置しない。 

 

Ⅲ．検討方法 

（一社）日本建築防災協会「2012年版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による 

精密診断法１（保有耐力診断法） 

 

イ）補強後の耐震性 

Case.1 外観への影響が少ない部分で補強した場合 

 

 

【所見】  

外壁の下見板張り部分と、間仕切り壁のボード仕上げ部分の内部を構造用面材張りとするこ

とで、積雪がない状態では倒壊しないために必要な耐力は得られる。 

但し、冬期は積雪荷重を 50cm相当に押さえたとしても、必要耐力が 20％程度不足する。  

壁体耐力 低減係数
保有耐力

edＱu
必要耐力

Qr
edQu/Qr 判定

必要耐力
Qr

edQu/Qr 判定
不足耐力
（1.00に対
して）

(kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

Ｘ 139.9 1.00 139.9 74.5 1.88 （a） 176.5 0.79 （c） 36.6

Ｙ 148.3 1.00 148.3 74.5 1.99 （a） 176.5 0.84 （c） 28.2

保有耐力 夏期（積雪なし） 冬期（積雪あり）

方向

（a） 1.5以上 倒壊しない

（b） 1.0～1.5 一応倒壊しない

（c） 0.7～1.0 倒壊する可能性がある

（d） 0.7未満 倒壊する可能性が高い

判定基準
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Case.2 Case.1に仮設筋違いを加えた場合 

 

     

【所見】  

障子・襖のあるフレームに仮設ブレースをはめ込むことで、積雪がある状態でも必要耐力は

上回る。ここでは、仮設筋違について検討したが、仮設バットレスによる補強もあり得る。 

  

常設補強 仮設補強
常設

＋仮設
必要耐力

Qr※
edQu/Qr 判定

(kN) (kN) (kN) (kN)

Ｘ 139.9 81.0 220.9 176.5 1.25 （b）

Ｙ 148.3 40.5 188.8 176.5 1.07 （b）

水平耐力edQu 冬期（積雪あり）

方向

（a） 1.5以上 倒壊しない

（b） 1.0～1.5 一応倒壊しない

（c） 0.7～1.0 倒壊する可能性がある

（d） 0.7未満 倒壊する可能性が高い

判定基準

※必要耐力は、積雪 50cm を
見込んだ状態 
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ウ）補強設計上にあたっての要検討事項 

上記の補強を行うにあたり、「（オ）建築的価値保存のための留意点」に配慮した上で設計

するが、以下のように、少なからず外観へ影響するものや、元部材の加工（穿孔等）が必要に

なるので、建物価値保存の上での個別の検討が必要である。 

 

Ⅰ．壁・柱 

a．耐力壁化する両側柱については、柱頭と柱脚の横架材との接合部を金物補強（告示 1460適

合レベル）する。平屋建てなので、かど金物程度。コーナー部は HD金物程度。 

基本的には壁内で取り付けできるので、外観に現れることはないが、木材に穿孔したり、納

まりによっては欠きこみする必要がある。 

b．壁が付かない柱の上下端を補強する場合、柱脚は床下、柱頭は小屋裏で補強することを基本

とするが、床下・小屋裏で補強できるスペースが小さい場合には、室内に補強材が一部現れ

る可能性がある。 

c．柱が根継ぎされている場合は、根継部分を何らかの方法で補強する必要がある。壁が付いて

いない柱では、室内に補強が現れるが、極力目立たない方法を考える必要がある。但し、少

なくとも、柱頭・柱脚の接合部強度以上の引っ張り強度を持たせる必要もある。 

 

Ⅱ．屋根、小屋組 

a．屋根の柾葺きは全面更新することを前提とし、屋根下地を全面構造用面材張りとする（構造

用合板、OSB等）。天井のない範囲では、室内側に構造用面材が露出することになるので、

室内側から見て目立たない仕上げにする必要がある。 

b．小屋組みの高さが大きいので、雲筋違い等により小屋組みを固める必要がある。既存梁に

釘、ビス打ちすることが難しければ、既存の小屋組材を挟み込んで、摩擦力で接合耐力を確

保するといった方法を検討する必要がある。 

c．スパンが大きい水平構面においては、梁・桁構面で水平ブレースも併用する。天井がない範

囲ではブレース材が見えるので、目立たない工夫が必要である。 

 

Ⅲ．土台 

a．土台を布基礎に緊結するためにアンカーボルトを設置する必要がある。少なくとも、耐震壁

化した端部柱の近傍には必要である。 

土台と基礎を穿孔して、あと施工アンカーを打設する。表ニワでは土台上面が見えるので、

土台を掘り込んでアンカーボルトの頭部を埋め木により隠す必要がある。 

但し、土台まわりについては、H3年の改修によりオリジナル材はほとんど残っていない。 

b．腐朽している部材は交換し、既存部材と接合する。東面の土台の一部にみられる。 
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エ）管理上の課題 

a．冬期の仮設補強の着脱は、業者に頼らず管理者が行うことを前提とする必要があるので、ど

こまで簡略化できるか検討が必要である。 
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【周辺地域】 

①主として活用のための整備 

ア 史跡公園の整備 

・ 史跡に隣接する市有地を活用して公園整備を行うこととし、湧水等を活用した親水空間を設け

るなど、観覧者が一定時間滞在できる憩いの場とするほか、ガイドツアーやサイクリングでの

集合・休憩ポイントなど、多様な活用を視野に入れた整備を行う。 

イ 展示・ガイダンス機能の整備・充実 

・ 駅逓所が閉鎖される冬期間も含めた活用を想定し、史跡及び周辺の歴史等に関する資料の展示

や講座の実施、情報発信機能など、史跡の展示を補完するスペースや機能を整備する。 

・ 本市エコミュージアムのサテライトとして活用できるよう、旧島松駅逓所周辺の自然や歴史、

産業のほか、市全体の自然や歴史などについて紹介する機能を整備する。 

ウ 駐車場の整備 

・ 大型バスの乗り入れを可能とするほか、より多くの観覧者を受け入れられるよう、現在の駐車

スペースを拡張する。 

エ 休憩スペースやトイレ等の整備 

・ 観光客の立ち寄り先や休憩ポイントとしての活用を想定し、休憩施設やトイレを整備する。 

・ 史跡に関連する土産等の販売スペースや売店などの整備について検討するほか、記念撮影ポイ

ントの設置など、観覧者の記念となる施設整備等を検討する。 

・ 周辺の観光やグリーンツーリズム、農産物等のＰＲ等に活用できる多目的スペースの整備を検

討する。 

オ アクセスを向上させる案内機能や取組みの充実 

・ 観覧者が史跡に訪れる際のアクセスを向上させるため、国道沿いに案内サインや看板の設置を

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


