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山古志の事例より



旧山古志村（現長岡市）
・震災前の人口：2168人、14の集落



山古志の特徴：美しい棚田

古志の里Ⅰ 中條均紀写真集より



錦鯉発祥の地



千年の歴史がある闘牛



震災半年後の状況（2005.5 初めての調査団）



崩れ落ちた道路



夏の虫亀集落



冬の虫亀集落（３ｍの豪雪地帯）



震災前の美しい楢木集落

古志の里Ⅱ 中條均紀写真集より



震災半年後の楢木集落（山古志全村避難）

2004.10.23 中越地震2004.10.23 中越地震



水没した木籠集落（集落移転に…）



被災状況：全壊家屋328/747棟、全壊率約44％



「中山間地型復興住宅」検討委員会
(長岡市)

できるだけ多くの被災者が自力で
住宅再建ができるように、

①雪に強く、
②山の暮らしに配慮され、
③約１千万円で建てられる

自立再建住宅のモデルを検討する

目的



まず「山古志にふさわしい地域住宅のモデル」
を山古志の大工と検討し、その中で最も小さく、
最も安いものが約1千万円で建築できれば良い

基本姿勢

面積

仕様

地域住宅

復興
住宅



検討委員会のメンバー

委員長 ：内田雄造 （東洋大学）
副委員長：三井所清典（芝浦工業大学）
委員 ：岩田司 （建築研究所）

：秋山哲一 （東洋大学）
：平井邦彦 （長岡造形大学）
：西村伸也 （新潟大学）
：深澤大輔 （新潟工科大学）
：志田善弘 （長岡木造振興研究会）

コンサルタント：アルセッド建築研究所



委員会での検討



山古志の棟梁とのワークショップ



中山間地型復興住宅の

５つのコンセプト



１．山古志らしい住まい



山古志の美しい「中門造り」の民家の特徴

①腰の高い下見板（雪から建物を守る）
②妻面の木組
③深い軒

1-1 山古志の美しい風景になじむ住まい



山古志の美しい風景になじむモデル住宅



1-3 山古志の暮らしへの対応「低床モデル」

●低床モデル：２階建で１階が生活階

・接地性が◎→農作業・近所付き合い重視

・積雪時の採光が△→２階の窓からの採光で明るく

夏の暮らし 冬の暮らし



1-3 山古志の暮らしへの対応「高床モデル」

●高床モデル：３階建で２階が生活階

・雪処理が◎、積雪時の採光が◎

・街並みが△→通りに対して生活が表出するよう、

１階に農作業・地域交流スペース、「夏の茶の間」

夏の暮らし 冬の暮らし



農作業の合間に１階の「夏の茶の間」でくつろぐ

1-3 山古志の暮らしへの対応



２．雪と上手に付きあう住まい



目標：過去20年間の最深積雪量の平均３ｍに対応
→屋根雪処理は最もローテクな「自然落雪屋根」

2-1 屋根雪下ろしの要らない住まい



2-1 屋根雪下ろしの要らない住まい

積雪３ｍで自然落雪屋根 →落ちた雪と軒が
つながらないためには、６ｍの軒高が必要



３．地域循環型の住まい



3-1 地元の大工技術の活用
3-2 県産材・自然素材の活用

・大工技術を活かせる在来軸組構法・内部真壁造り
・地元越後杉の 「一等材」を徹底的に活用



４．コスト負担を軽減する住まい



4-1 1000万円を達成するための工夫

①材料・設備・協力業者の共通化
・量をまとめることで単価を下げる

②工務店の協力
・最小限住宅は経費10％

③建材メーカーの協力（ＵＢ、キッチン等）
・復興協賛価格での納入

④行政の支援
・一定条件を満たせば復興基金180万円



★最上階は未完成「空木（からき）建て」
・間仕切り・建具・仕上のない空間
・最初は最小限の規模・仕上げで早く安く建てる
・住みながら成長することで、大工仕事も継続

⑤成長する住まいの考え方



５．安全で快適に長く

住み続けられる住まい



ローコストだが高性能「安かろう悪かろう」はダメ

①十分な断熱・気密性による快適で省エネ
・次世代省エネに若干満たない程度

②地震・耐風・積雪に強い住まい
・積雪荷重１ｍを見込んだ構造設計

③長持ちし、維持管理しやすい住まい
・耐久等級３、維持管理等級３

④誰にもやさしいバリアフリーの住まい
・高齢者配慮等級３



2005年10月 震災一周年
山古志らしい住まいづくりの提案



2005年10月 自立再建モデル住宅の提案



規模と間取りのバリエーションの準備（４間×４間の例）



2005年11月 集落の方々への発表（仮設住宅にて）



2005年11月 集落の方々への発表（仮設住宅にて）



中山間地型復興住宅の普及体制づくり

震災復興では限られた期間内に、多くの住宅を合理
的な価格で効率的に供給することが必要。

①住まいづくりの手引書、標準設計図書、構造計画
のルール、概算工事費算出システム等の整備

②有志の施工者組織や設計支援組織の組織化

③建材メーカーに働きかけ協賛価格で建材を仕入れ
る仕組みの構築



●屋根・基礎(高床)・サッシを除く木造本体
※コスト床面積：床面積×仕上比率×気積比率×吹抜

＝床面積×0.28～1.00

●屋根
●基礎及び高床

①コスト床面積当
りの単価で算出

②建築面積当り
の単価で算出

③補正（共通） ●木造部分のサッシ
●木造部分のサッシ面積と外壁面積の相殺
●個別のオプション（外部土間、雁木等）

④補正（高床） ●高床部分のサッシ
●階高補正、面積補正
●高床部分のサッシ面積と外壁面積の相殺

終了

概算工事費の算出フロー

★算出方法と単価は施工者との合意が必須



2005年11月～2006年4月 住宅の供給体制づくり

再建者（住民）

設計者施工者

長岡市

建材メーカー



設計支援の役割分担

東京
（アルセッド）

長岡
（チームテラ）

●システム構築

●構造計算

●概算工事費算出

●東京に避難して

いる施主対応

●施主対応

・施主打合せ

・現地調査

・配置図・平面図・

立面図・仕様の整備

・確認申請



2005年11月～2006年4月 山古志の大工への協力依頼



2005年11月～2006年4月 長岡建築協同組合の協力体制づくり



2005年11月～2006年4月 長岡の設計者の協力体制づくり



2005年11月～2006年4月 建材メーカーへの協力依頼



2006年10月～11月 モデル住宅の完成（２年目）



2006年10月～11月 モデル住宅の見学会



2006年10月～11月 モデル住宅の見学会



2006年10月～11月 モデル住宅の見学会



設計相談（モデル住宅にて）



工務店の紹介（山古志の家づくりを支援する施工者の会）



建設費用と自己資金



実現した中山間地型復興住宅



実現した中山間地型復興住宅：計55戸



実現した中山間地型復興住宅の例



実現した中山間地型復興住宅の例



実現した中山間地型復興住宅の例



下見板により改修された住宅の例



公営住宅への展開

①集落ごとにきめ細かくつくる →お年寄りを見守る

②二戸一、戸建て主体 →将来払い下げ

③二戸一は、将来戸境壁を撤去し、戸建てにも



貴重な平場（小学校跡地）につくられた竹沢団地



竹沢団地



直売所のできる広場の上屋



直売所のできる広場の上屋



充実してきた菜園



二戸一は将来戸建てに改修可能（桂谷団地）



集団移転も小規模住宅地区改良事業を採用

６集落の集落再生の取り組み（集団移転での再生２集落）



楢木集落 集団移転による丘上がり



新潟県

越後の匠の会



地域工務店の地域型住宅づくりへの運動の広がり



2005年11月～2006年4月 住宅の供給体制づくり

再建者（住民）

設計者施工者

長岡市

建材メーカー



東北３県の復興住宅



東北３県の復興住宅の供給モデル検討

岩手県

国交省住宅局住環境整備課の支援による

建築士事務所協会 建築士会 建築家協会

宮城県

福島県









◆ ある町で、

４０戸

100戸の住宅の内…

６０戸

在来工法による地元の工務店の建設

プレファブ工法等による
その他の住宅供給者の建設

平常時の想定

年間約100戸の新築需要 があったとします。

新築需要

60 40

100



◆ １０００戸の復興住宅の供給が必要なまちを仮定します。

60

940

その他ハウスメーカー等

地元の工務店

従来の供給方法では…

新築需要

940

60

1000



880

12060

940

その他ハウスメーカー等

地元の工務店

仮に２倍の供給努力をしたとして…

新築需要

880

120

1000

◆ １０００戸の復興住宅の供給が必要なまちを仮定します



60

940 880

120

400

600

その他ハウスメーカー等

地元の工務店

全体の６割を目指すのなら…

（60 ％）

（40 ％）

新築需要

400600

1000

◆ １０００戸の復興住宅の供給が必要なまちを仮定します



60

940 880

120

400

＋480 600

その他ハウスメーカー等

地元の工務店

全体の６割を目指すのなら…

（60 ％）

（40 ％）

＝

新築需要

＋480

400

120
さらなる供給力が
求められる数倍の供給力が必要

1000

◆ １０００戸の復興住宅の供給が必要なまちを仮定します



安くて・早くて・良質な住宅の大量供給が必要

建設関連異業種・同業種の連携

地元と他地域との連携

川上から川下まで・日常の競合相手とのグループ
づくり

地元が主体になり、外からの支援を受けるグループ
づくり

在来工法による合理的な生産システムが必要



復興住宅が完成したら、
その後の需要はなくなってしまう・・・

どうしましょう

廃業の可能性も

・
・
・



仕事の継続・後継者の育成のために

未完成の家づくり

出来た住宅の維持管理をしていくため
に

小さくて、増築可能な成長する家

地域の生業の生態系の保全

持続可能な地域のものづくり


