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1-1.　研究の背景

　京都市都心部には細街路が多数存在する。本研究における細街路とは、市街地内に存在する幅員４m 未満の道のこと

を指す注 1）。細街路は一般に、緊急車両の進入や避難経路の確保の点などから防災上の危険性があると考えられ、細街路

に対する行政の対策としては、従来、細街路の拡幅または解消、および沿道建築物の健全化を目的とする施策が講じら

れてきた。一方で、京都市都心部の細街路は、歴史的な市街地形成のプロセスにおいて発生したものであり、また濃密

なコミュニティが培われてきた都心居住の場でもあることから、一概に拡幅・解消を目指すべきものとは言えない。京

都市では 2012 年に細街路に関する新しい政策指針を発表し、歴史的景観を有している細街路を「歴史細街路」とし、

安全性を確保しつつ良好な景観を維持・継承するための対策を推進するとしている。しかし現状では、細街路沿いのま

ちなみの維持・継承を目的とする施策に関する実践や知見が不足している状況である。

　1-1. では、京都市内の細街路の現状を概観した上で、近年新しい政策指針を示し、その後多様な施策展開を見せてい

る京都市の細街路に関する施策の流れを整理する。また、他都市における細街路に関する施策の整理を行い、細街路沿

いのまちなみの維持・継承に関わる施策について、現状ではまだ具体的な実践が少ないことを示す。また、街路および

細街路に関する言説を取り挙げ、都市にとっての細街路の多面的な価値について整理する。

1-1-1.　京都市内の細街路の現状

　京都市内の細街路は、平安京の条坊制に遡る古くからの町割を継承している旧市街地内や、近代に市街地拡大した地

域、また戦後に無秩序に開発された地域などに多く存在している。京都市は 2011 年度までに市内の細街路の位置や延

長距離等についての調査を行い、都市計画区域内に約 13,000 本、延長距離にして約 940km あることを明らかにしてい

る注 2）（表 1-1）。整形の街区形状を持つ旧市街地では街区の内側に向かって細街路が伸びる様子が見られ、街区の反対側

に通り抜けられる細街路もあれば、街区の内部で行き止まりとなった細街路も多い。以下では、通り抜けられる細街路

を「通り抜け」または「通り抜け細街路」、行き止まりになった袋路状のものを「袋路」と呼ぶ。袋路より通り抜けのほ

うが多いが、袋路も 4,330 本ほど存在し細街路の本数全体の約３分の１を占めている。

注 1）　「1-5．用語の定義と関連する語の整理」を参照。

注 2）　京都市：京都市細街路対策指針，2012.7，p.2

表 1-1　京都市内の細街路の状況（都市計画区域内の立ち並びのあるものに限る）

（出典）京都市：京都市細街路対策指針，2012.7，p.2

細街路の分類
幅員 1.8m以上 4m未満

通り抜けの道

市内全体

合計
（延長）
（本数）

約 674km
（71.6%）
約 6,900 本
（53.2%）

約 100km
（10.6%）
約 2,650 本
（20.4%）

約 105km
（11.2%）
約 1,730 本
（13.4%）

約 62km
（6.6%）

約 1,680 本
（13.0%）

約 941km

約 12,960 本

袋路 袋路通り抜けの道
幅員 1.8m未満
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　平成 25 年住宅・土地統計調査によると、幅員が 4m 未満の道にのみ接する敷地に建つ住宅の数は京都市内で約 20 万

戸であり、京都市内の全住宅のうち細街路に面する敷地に建つ住宅の割合は約３割にのぼる（表 1-2）。しかし、他の大

都市や全国でも、細街路にのみ接する敷地に建つ住宅の割合は同程度となっており、京都市で特に高いわけではない。

一方で、住宅の建築時期について見ると、1950 年以前に建築された住宅数は京都市内で約 36,000 戸であり、市内の住

宅総数に対する割合は 5.2% となっている（表 1-3）。大阪市では 1950 年以前に建築された住宅の割合が 3.2%、その他

の大都市は 0.5~1.8% 程度であるのに対して、京都市の値は特に高くなっている。

　細街路沿いに小規模な敷地が集積し、古い木造家屋も多く存在する地区は、いわゆる木造密集市街地である。国が示

す全国共通の指標に基づいて抽出される木造密集市街地の面積は京都市内で約 2,086ha で、京都市内の市街化区域の約

14% を占めている注 3）。木造密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、重点的な改善が必要な密集市街地

とされる「地震時等に著しく危険な密集市街地」注 4）は京都市内で約 367ha で、全国の市区町村では、東京都特別区部、

大阪市、横浜市に次いで多くなっている（表 1-4）。2011 年に閣議決定された住生活基本計画（全国計画）注 5）では、地

震防災対策上多くの課題を抱える密集市街地の改善は都市の安全確保のため喫緊の課題であるとされ、「地震時等に著し

く危険な密集市街地」に該当する約 6,000ha を平成 32 年度までに概ね解消するとの目標が定められている。

　東京都や大阪府内の「地震時等に著しく危険な密集市街地」は都心の中心部には存在せず中心部から少し離れた地区

に分布しているのに対して注 6）、京都市内の「地震時等に著しく危険な密集市街地」は、市の中心部に広く分布している（図

1-1）。

　このように、他都市に比べて古い住宅が高い割合で存在し、都心部にも多くの細街路が存在していることが京都市の

特徴である。京都市は平安京から続く歴史を持つ都市であり、戦争による大きな被害を受けておらず、歴史的な市街地

が継続して現在の都心部を形成していることによるものである。

注 3）　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，p.2

注 4）　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のこと。
国土交通省：「地震時等に著しく危険な密集市街地」について，2012.10.12 報道発表資料，別紙 6：用語解説より。

注 5）　住生活基本計画（全国計画）は、住生活基本法（平成 18 年法律第 61 号）に基づき、国民の住生活の安定の確保及び向上の促
進に関する基本的な計画として政府が策定する。全国計画に即して、都道府県は住生活基本計画（都道府県計画）を策定する。

注 6）　国土交通省：「地震時等に著しく危険な密集市街地」について，2012.10.12 報道発表資料，別紙３：東京都の「地震時等に著
しく危険な密集市街地」の区域図，および別紙４：大阪府の「地震時等に著しく危険な密集市街地」の区域図より。
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表 1-4　重点密集市街地の地区数と面積

（資料）国土交通省住宅局市街地建築課：「地震時等に著しく危険な密集市街地」について，2012.10.12 報道発表資料

表 1-3　1950 年以前に建築された住宅の数と割合

（資料）平成 25 年住宅・土地統計調査：東京都特別区部および政令指定都市のうち住宅総数の多い都市を掲載

（資料）平成 25 年住宅・土地統計調査：東京都特別区部および政令指定都市のうち住宅総数の多い都市を掲載

表 1-2　敷地が接している道の幅員が 4m未満の住宅および接道のない住宅の数と割合

地域 住宅総数 1950 年以前
建築の住宅数（戸） 住宅総数に

対する割合

全国 52,102,200 1,639,900 3.1%
東京都特別区部 4,601,600 45,100 1.0%
横浜市 1,580,900 11,600 0.7%
大阪市 1,343,200 43,300 3.2%
名古屋市 1,096,800 20,100 1.8%
札幌市 861,000 3,100 0.4%
福岡市 744,700 6,300 0.8%
神戸市 717,100 9,500 1.3%
京都市 692,800 36,100 5.2%
川崎市  671,400 3,300 0.5%
さいたま市 510,400 3,300 0.6%
広島市 505,100 149,400 1.7%
仙台市 503,000 2,700 0.5%

全国 197 5,745
東京都特別区部 113 1,683
大阪市 1 1,333
横浜市 23 660
京都市 11 357
長崎市 4 262
豊中市 2 246
神戸市 4 225
寝屋川市 3 216
守口市 2 213

地域 地区数 面積 (ha)

地域 住宅総数 4m 未満の道に
接道する住宅の数

接道のない
住宅の数（戸） 住宅総数に

占める割合
住宅総数に
占める割合

全国 52,102,200 15,853,900 30.4% 1,036,700 2.0%
東京都特別区部 4,601,600 1,301,800 28.3% 51,300 1.1%
横浜市 1,580,900 412,500 26.1% 33,700 2.1%
大阪市 1,343,200 303,800 22.6% 12,400 0.9%
名古屋市 1,096,800 117,300 10.7% 7,400 0.7%
札幌市 861,000 31,700 3.7% 9,200 1.1%
福岡市 744,700 169,900 22.8% 8,500 1.1%
神戸市 717,100 187,300 26.1% 8,700 1.2%
京都市 692,800 200,100 28.9% 11,700 1.7%
川崎市  671,400 177,100 26.4% 15,400 2.3%
さいたま市 510,400 119,300 23.4% 6,000 1.2%
広島市 505,100 149,400 29.6% 9,900 2.0%
仙台市 503,000 89,100 17.7% 9,200 1.8%
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図 1-1　京都市内の密集市街地の分布状況
（資料）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，p.2 掲載の図版を加工

上京区

中京区

着色された地区は国の示す指標（木造住宅の密度・不燃
領域率・地区内閉塞度）に基づく木造密集市街地を示す

東
山
区

下京区

JR 京都駅
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1-1-2.　細街路に関する施策

(1) 京都市の細街路に関する施策：「京都市細街路対策指針」以前

　京都市では、市内に数多く存在する細街路および細街路に面して建つ住宅に対して、①建築基準法上の接道条件を満

たさない敷地における建築行為の特例許可、②袋路における協調建替の方法の整備、③細街路の拡幅整備に対する助成、

④祇園町南側地区を対象とする３項道路指定、といった施策を行ってきた。しかし、そういった施策では不十分である

とした京都市建築審査会による 2011 年の建議を受け、2012 年に「京都市細街路対策指針」（(2) において詳述）が出され、

実態に即した、歴史都市京都にふさわしい独自の施策を展開するという方向性が打ち出された。以降、新たな施策が次々

と実施されている。ここでは、「京都市細街路対策指針」以前の施策を概観する。

①接道条件を満たさない敷地における建築行為の特例許可：建築基準法 43 条但し書き許可

　法（以下、特記なき限り法は建築基準法を示す）43 条第１項では、法 42 条に規定する道路に 2m 以上接していない

敷地における建築物の建築を原則として認めないとするいわゆる接道条件を定めている。さらに法 43 条第１項の但し

書きでは、接道条件を満たさない敷地における建築行為を特例的に認める場合について規定しており注 7）、この規定にも

とづいて特定行政庁が行う許可を法 43 条但し書き許可と呼ぶ。

　京都市は袋路を、法 42 条第 2 項で道路とみなすとされる幅員４m 未満の道路（以下、２項道路）から除外している

ため注 8）、袋路はいわゆる非道路となり、袋路のみに面する敷地は接道条件を満たさない。そのため、袋路のみに面する

敷地に建つ住宅の建て替えや大規模改修等の建築行為を行うためには、法 43 条但し書き許可を受ける必要がある。そ

こで京都市では、袋路のみに面する既存住宅の建て替え等に対して、従来から法 43 条但し書き許可の運用を行ってき

た注 9）。許可の条件は、既存建築物の存在を前提とし、袋路の幅員が 1.8m 以上あり、門扉等が無く、袋路の中心線から

2m の敷地後退を行い、従前と同用途または２階建以下の専用住宅であることといった内容になっている。法 43 条但し

書き許可の件数は、1999 年〜 2008 年までの資料によると京都市内で 40 〜 80 件 / 年程度、うち都心部の袋路におけ

る建て替えの件数は 10 件 / 年程度とされている注 10）。

注 7）　法 43 条第１項では、「建築物の敷地は、道路（括弧内略）に 2m 以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い
空き地を有する建築物その他国土交通省令で定めれう基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支
障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」とされている。

注 8）　法 42 条第２項の規定により、法第３章の規定が適用されるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員 4m 未満の道を特
定行政庁が指定することによって道路とみなすことができ、この指定を受けた道路は「２項道路」（または「みなし道路」）と呼ばれる。
京都市は２項道路を指定する告示（京都市告示第 232 号）において、幅員が 1.8m 以上のもので、袋路は除くとしているため、京都
市内の袋路および幅員 1.8m 未満の通り抜けは建築基準法上の道路ではない。京都市以外の自治体では、２項道路を指定する告示の
中で袋路について特に言及していない例が多く、袋路であっても２項道路指定されている。袋路に関する言及のある東京都の例では、

「延長が 35m 以上の袋地状の道については終端付近に通り抜け道路の位置指定・自動車回転広場・非常用通路等いずれかの設置必要」
（東京都告示第 699 号）とあり、条件を設けているものの除外はしていない。

注 9）　いつからこの許可を行っていたかは不明であるが、袋路は 1950（昭 25）年の建築基準法制定当時から非道路とされていたため、
需要は早い段階からあったものと考えられる。建築行政が府から市へ移管されたのは 1956（昭 31）年であり、それ以前は京都府の
告示（昭和 25 年 12 月 8 日京都府告示第 820 号）において袋路は２項道路から除外されていた。京都市が建築行政を行うようにな
り注７に示す京都市告示第 232 号が 1959（昭 34）年に出され、京都府告示第 820 号は廃止された。以降の府の２項道路を指定す
る告示では袋路の除外規定は削除されている。京都市の法 43 条但し書き許可の基準は 1999（平 11）年施行の建築基準法改正によっ
て建築確認・検査が民間に開放されたのに合わせて基準として整備された（平成 11 年 4 月 16 日制定の包括同意基準）。その後、現
行の基準（平成 17 年 8 月 30 日制定）に引き継がれている。1999 年以前は、京都市都市計画局が作成する「建築法令実務ハンドブッ
ク」中に「行き止まり通路における建築」に対する「京都市の取り扱い」として、許可の条件が記載されていた。

注 10）　京都市：京都市建築行政 50 年のあゆみ，2009，p.41 および p.119
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②袋路における協調建替の方法の整備：「連担建築物設計制度＜袋路再生＞」

　2008 年の建築基準法改正において法 86 条第 2 項に「連担建築物設計制度」注 11）が加えられたことを受け、京都市は

2009 年に「京都市連担建築物設計制度＜袋路再生＞」を創設した。前述の法 43 条但し書き許可には、階数が２階建に

制限されることや敷地を袋路中心線から 2m 後退しないといけないことにより狭小敷地での建て替えが困難であること

や、敷地単位の計画であることから袋路全体の総合的な防災性向上や環境改善にはつながりにくいといった課題が指摘

されていた注 12）。それに対して「連担建築物設計制度＜袋路再生＞は、袋路に面する複数の敷地を含む範囲を１つの敷地

とみなして建築規制を適用する連担建築物設計制度を利用することによって、袋路全体としての環境改善と個々の住宅

の規模の確保を同時に実現する手法とされている。各関係権利者の間で将来計画を含めた協調的ルールを設定すること

により、それぞれの住宅を、時期を合わせることなく個別に建て替えることができることから「協調建て替え」という

言い方もされている。具体的には、３階建や敷地後退の柔軟化を可能とし、３階建の場合は準防火建築物とすること、

避難通路を区域外まで繋げること、区域全体での協定締結を義務化することなどが条件とされている。既存建築物を含

む複数建築物による協調建て替えを可能とする画期的な制度ではあるが、実施例は少なく、制度開始からの 2012 年 7

月までの適用件数は６件にとどまっている。

③細街路の拡幅整備に対する助成：「京都市狭あい道路整備事業」

　「京都市狭あい道路整備事業」として、２項道路に接する敷地において敷地後退を行う際の道路の舗装や側溝の移設等

についての費用を助成する制度がある。2007 年に東山区を対象として開始され、2010 年からは京都市内全域を対象と

するように範囲を拡大している。２項道路の後退部分の整備費用を補助する同様の事業は他の自治体でも広く行われて

おり、1980 年代から行っている自治体もあるのに対して注 13）、京都市は開始時期が遅いと言える。これとは別に「私道

整備助成制度」として、私道の舗装の新設や補修、L 型側溝の設置などに対する助成事業が 1971 年と早い時期から行

われている。幅員 1.5m 以上の私道を対象としているが、拡幅を意図したものではなく、道の整備および維持管理を目

的とするものであり、建設局土木管理部が所管している。

④祇園町南側地区における 3 項道路指定：「歴史的細街路」の指定と関連する条例の制定

　２項道路の規定による敷地後退距離が道路中心線から 2m であるのに対して、特定行政庁が法 42 条第３項の規定に

ある指定を行えば敷地後退距離を 1.35m まで緩和することができる。この指定を行った道路は一般的に「３項道路」と

呼ばれている。この規定はがけ地など物理的に敷地後退が困難な場合が前提とされていたが、2003 年の建築基準法改

正により、３項道路に面する建築物に対して条例で制限を付加することを可能にする法 43 条の２が創設され、2004 年

には国土交通省の技術的助言により、景観保全や密集市街地の建替え促進に 3 項道路指定が活用可能であるとの見解が

注 11）　複数敷地により構成される一団の土地の区域内において、建築物を建築する場合において、各建築物の位置及び構造が安全上、
防火上、衛生上支障ないと特定行政庁が認めるものについては、複数建築物が同一敷地内にあるものとみなして、建築規制を適用す
るものであり、実質的には制限の緩和となる。法 86 条第１項は複数建築物が全て新築の場合に適用され、第２項は既存建築物が存
在する場合に適用される。

注 12）　京都市：京都市連担建築物設計制度＜袋路再生＞取扱要領・解説版，p1. 制定の背景、や、京都市建築審査会：細街路対策の
推進について（建議），2011.2，p.3 などより。

注 13）　例えば東京都杉並区の 1983 年、東京都世田谷区と足立区の 1985 年など。(3) 他自治体の施策の①参照。
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示された注 14）。この、細街路沿いの景観保全を目的として３項道路指定を利用してよいという考え方は、京都市から国

に対する働きかけの結果実現したものと言われている注 15）。これを受けて京都市では、2006 年に、花街であり数多くの

茶屋建築が建ち並び伝統的なまちなみを維持している東山区の祇園町南側地区において、明治期に形成された幅員９尺

（2.7m）の細街路９路線に対して３項道路指定を行い、合わせて３項道路沿いの建築物に対する制限の付加を定めた条

例である「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」注 16）の制定を行った。この条例で「歴史的細街路」

という用語が用いられ、３項道路指定された祇園町南側地区の細街路９路線を指すものとして使用されている。合わせ

て、この９路線の沿道敷地を含む地区に対して、道路斜線制限を適用除外し壁面の位置を指定する街並み誘導型地区計

画注 17）も策定し、道路に沿って壁面線の揃った状態が維持できるようになっている。

　祇園町南側地区は、この 2006 年の 3 項道路指定よりも以前からまちなみ保全の取り組みが行われてきた地区である。

1996 年に設立されたまちづくり協議会を中心とする景観と防災に関する継続的な活動を背景に、1999 年には従来の美

観地区の規制に対する上乗せ規制の実施、2002 年には地区計画による用途の制限の付加、2003 年には独自の防火規制

を定める地区指定注 18）とともに準防火地域の解除、などが行われている。祇園町南側地区における「歴史的細街路」の

指定は、この地区の継続的な景観保全の取り組みの流れの中に位置付けられる。

注 14）　法第 42 条第 3 項の規定の運用通知 ( 平成 16 年 2 月 27 日 国住街第 382 号 都道府県建築主務部長あて 国土交通省住宅局市
街地建築課長発 技術的助言 ) の１「 法第 42 条第 3 項の指定の対象となる道は、「法第 42 条第 3 項の規定に基づく水平距離の緩和 
指定運営要領について」( 昭和 35 年 5 月 30 日住発第 179 号建設省住宅局長通知 ) の運営要領一に例示しているところであるが、
地域の歴史文化を継承し路地や細街路の美しいたたずまいの保全・再 生を図る場合や、密集市街地内の老朽化した木造建築物の建
替えの促進を図る場合について、特定行政庁がその指定を考慮することは差し支えないこと。」

注 15）　京都市建築審査会：細街路対策の推進について（建議），2011.2，p.4 や，京都市都市計画局：京都市建築行政 50 年のあゆみ，
2009.9，p.40 の記述より。

注 16）　平成１８年３月２７日京都市条例第１５５号。地上階数３以下、居室の内装や３階建ての場合の避難経路となる廊下等の内装
に対する制限を定めている。この条例は、2014 年に (2)（京都市の細街路に関する施策：「京都市細街路対策指針」以降）において
後述する「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」に名称も含めて改正されている。

注 17）　都市計画法第 12 条の 5 に規定されている地区計画は、特定の地区を対象範囲として定め、細かな建築制限を定めることがで
きる制度である。1980 年に創設されて以降徐々に計画できる制限の内容が拡充されており、当初の一般型に加え、目的に応じた複
数の種類が設けられている。街並み誘導型地区計画はそのうちの１つであり、都市計画法第 12 条の 10 に規定される「区域の特性
に応じた高さ、配列および形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画」に該当する。地区計画が策定された地区では、さら
に建築基準法第 68 条の 2 に基づく条例によって制限内容を規定することにより、建築確認・検査の対象となる。

注 18）　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（2002 年 10 月制定）。景観保全を目的として準防火地域の指定が解
除された地区を「伝統的景観保全地区」に指定し、その地区内で景観に資すると認められたものについては、内装制限等の強化を条
件に軒裏の化粧板張や木製建具の使用を可能とするもの。それ以外の一般的な建築物については引き続き耐火建築物とするなどの、
従前の準防火地域であった場合と同等の制限が課される。現時点では、祇園町南側地区のみがこの条例の「伝統的景観保全地区」に
指定されている。
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(2) 京都市の細街路に関する施策：「京都市細街路対策指針」以降

　上述のように京都市では、非道路に面する敷地における法 43 条但し書き許可の運用や、連担建築物設計制度を利用

した袋路再生、敷地後退部分の舗装費用を助成する狭あい道路整備事業など、様々な施策を講じてきた。しかし大量に

存在する細街路および細街路沿いの住宅ストックに対して十分な効果を上げているとは言えないとして、2011 年 2 月、

京都市建築審査会より「細街路対策の推進について」という建議が出された。この建議では、実態に即した更なる多様

な施策の展開が必要とされている。この建議を受けて検討会議が設置され、2012 年 7 月に「歴史都市京都における密

集市街地対策等の取組方針」（以下、密集取組方針）および「京都市細街路対策指針」（以下、細街路指針）が発表された。

　密集取組方針では、京都の密集市街地の現状とこれまでの取組および課題を整理した上で、新たな取組の基本的な考

え方として「災害に強いまちづくり」「歴史都市京都の持続・発展」「誰もが暮らしやすいまちづくり」「住民・事業者・

行政の協働」の４点を挙げている。細街路指針は、密集取組方針にもとづいて、細街路の状況・特性に応じた実効性の

高い細街路対策を総合的に示すものとして策定された。基本的な考え方として「避難安全性の向上」、「建物更新の円滑

化」、「京都らしさの維持・再生」の３点を挙げ、細街路対策の視点・方向性として「細街路の特性に応じた体系的な制

度整備」および、短期的または長期的な視点といった「タイムスパンに応じた細街路対策の展開」の２点を挙げている（表

1-5）。特性に応じた体系的な制度整備に関しては、細街路を、歴史的景観を有する「歴史細街路」、従前の施策では建替

困難または災害時の危険性が高い細街路を「特定防災細街路」、それ以外を「一般細街路」とする特性の異なる３つの類

型に分けて捉え、それぞれに対する施策の考え方と例を挙げている（表 1-6）。「歴史細街路」の定義は、「良好に維持管

理されている伝統的な木造建築物が多く立ち並んでいる等、歴史的景観を有している細街路」とされている。この３つ

の類型は制度の体系化のための分類であり、これに基づき個々の細街路を指定するものではない注 19）。すなわち「歴史細

街路」は、歴史的な景観を有する細街路一般を指す語であり、祇園町南側地区における３項道路指定および条例による

制限の付加が行われた「歴史的細街路」という語とは区別して使われている。

注 19）　京都市：京都市細街路対策指針，2012.7，p.5

表 1-5　細街路対策の考え方と方向性

ア　細街路対策の基本的な考え方
　　・避難安全性の向上　・建物更新の円滑化
　　・京都らしさの維持・再生
イ　細街路対策の視点・方向性
　　・細街路の特性に応じた体系的な制度整備
　　・タイムスパンに応じた細街路対策の推進

（資料）京都市：京都市細街路対策指針，2012.7
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細街路指針以降の施策

　細街路指針に従い 2014 年 4 月に新しい道路指定基準「京都市道路の指定等に関する基準」の運用が開始された。幅

員 1.8m 以上の袋路を２項道路に指定する「袋路２項道路」、幅員 1.8m 未満の通り抜けおよび袋路を道路指定する「特

定防災細街路」、２項道路に対して３項指定を行い道路中心からの敷地の後退距離を 1.35 ｍとする「３項道路」、３項道

路のうち歴史的な景観を有する細街路を指定する「歴史的細街路」の４種を示し、それぞれの指定についての基準が示

されている（表 1-7）。同時に「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」（以下、細街路条例）が施行され、

上記の４種の道路指定を行った場合に、沿道の建築物に対して付加する制限の内容が定められた。

　「袋路２項」と「特定防災細街路」の２種はいずれも従前は非道路であったものを道路指定するという趣旨のものであり、

「３項道路」は道路指定されたものをさらに３項道路に指定することで道路幅員を 2.7m に緩和するものである。「歴史

的細街路」は３項道路指定されている道路を前提としており、先行して祇園町南側地区の３項道路９路線に対して指定

された内容を指している。新しく施行された細街路条例は、2006 年に制定されていた祇園町南側地区の「歴史的細街路」

に関する条例注 20）の、条例の名称を含めた全部改正によって設けられたものであり、「歴史的細街路」に関する以前の内

容を盛り込むとともに、祇園町南側地区以外においても「歴史的細街路」の指定を行うことができるようになっている。

細街路条例第５条では、歴史的な景観を有するものとして指定される「歴史的細街路」については個々の状況に応じて

定めるものとされ、詳細は規定されていない。

注 20）　「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」のこと。注 16 参照。

表 1-6　細街路指針に示された細街路の類型と類型ごとの対応

（資料）京都市：京都市細街路対策指針，2012.7

対象 歴史的景観を有する細街路

制度例 ３項道路指定

対応 良好な景観を維持・継承するため、現況幅員のまま、
建築物の維持・更新ができるようにする

制度例 袋路の２項道路指定、３項道路指定、拡幅予定型道路
位置指定制度

制度例 ６項道路指定、43条但し書き許可の活用、避難経路
確保や耐震改修への助成事業

対象 現行施策で建替え可能な細街路（２項道路、幅員 1.8
ｍ以上の袋路等）

対応
道の拡幅整備を基本とした対策を進めながら、個々の
細街路の状況に応じて、道路後退の緩和や建築基準法
上の道路に誘導するなどして建替えを促進する。

対象
現行施策で建替え困難または建替え可能だが災害時の
危険性が高い細街路（幅員 1.8m未満の道、トンネル
路地、接道長さ２m未満の専用通路等）

対応

避難経路の確保や沿道建築物の防災性向上等、安全性
を向上させる施策を積極的に講じる。建替えの困難な
敷地で、安全性が向上できるものは建替えを可能にす
る。

「歴史細街路」

「一般細街路」

「特定防災細街路」
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老朽化した建築物の建替え等を誘導し、市街地の防災性の向上を図る必要がある袋路（道路指定基準第４）

上記の目的に該当する幅員 1.8m 以上の袋路

概要

対象

1 法上の道路への接続　２ 基準時※1 の建築物の立ち並び　3 基準時の道の幅員 1.8m 以上
4 延長が 70m 超の場合は避難経路の確保　5 避難経路を設ける場合の重複距離 35m 以内　など指定要件

「袋路２項道路」

老朽化した建築物の建替え等を誘導し、市街地の防災性の向上を図る必要がある道（道路指定基準第５）

上記の目的に該当する幅員 1.8m 未満の通り抜けおよび袋路

概要

対象

1 法上の道路への接続　２ 基準時※1 の建築物の立ち並び
3 基準時の道の幅員 1.5m 以上、両端が法上の道路または広い空地等で問題が無い場合は 0.6m 以上
4 袋路の場合は原則避難経路の確保　5 避難経路を設ける場合の重複距離 35m 以内　など

指定要件

「特定防災細街路」

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る町並みの景観を保全
および継承するために、建築物の構造に関し防火上必要な制限を付加する必要のある道（細街路条例第５条）

３項道路指定されているもので、上記の目的に該当するもの

概要

対象

1 歴史的景観保全修景地区※2 などの歴史的な町並み景観を保全する必要がある地域内にあること
2 地域住民の自治組織の存在と防災活動の継続　3 消防水利の基盤整備　ほか

・指定する道路の範囲または中心線の確定 ・関係者全員の同意

※１建築基準法第３章による規定がその地区に適用された日　※2 京都市市街地景観整備条例による規定

指定要件

４種に共通の指定要件

「歴史的細街路」

狭小な敷地での建替え等を誘導することにより市街地の防災性の向上を図る必要がある道、または
細街路による形成される町並み景観を保全し、若しくは再生する必要がある道を指定（道路指定基準第６）

上記の目的に該当する細街路

概要

対象

1 「袋路２項道路」または「特定防災細街路」を 3 項道路指定する際はそれぞれの基準を満たすこと指定要件

「３項道路」

表 1-7　新しい道路指定基準および細街路条例によって示された道路指定の種類と概要

（資料）京都市道路の指定等に関する基準等（2014 年 3 月 28 日制定）、京都市条例第 157 号京都市細街路にのみ接する建築物の制限等に
　　　関する条例より筆者作成

その他の施策の展開

　図 1-2 は細街路に関する施策全体の流れを年表の形で示している。細街路指針の公表と同時に、防災安全性の向上の

ため短期的に推進すべき取り組みとして、避難経路の確保や袋路始端部建物の耐震防火改修、袋路始端部の拡幅工事等

への助成事業が開始されている。また、モデル地区に選定された上京区・仁和学区と東山区・六原学区において、住民

と行政の協働による防災まちづくりの取組みも開始された。

　その他にも、防災安全性を向上する取り組みの推進として、老朽木造建築物の除却、危険なブロック塀等の改善、ま

ちなかコモンズと称する小規模な広場の整備などに対する助成事業や、２項道路の拡幅に関する助成の拡大などといっ

た助成事業を展開している。

　道路に関する扱いとしては、新しい道路指定基準の運用の他に、４３条但し書き許可の基準や位置指定道路に関する

基準の見直しも行われている。さらに、道路の指定状況を web 上で確認できるシステムの提供なども行われている。

　最も新しい施策としては、防災まちづくり活動を行う団体に対するソフト面においての支援策として、専門家派遣や

防災計画の認定などを行う「防災まちづくり推進制度」がある。

　このように京都市の細街路政策は、2012 年細街路指針における新たな政策方針の提示を転機とし、道路指定基準の

大幅な改訂と関連する条例の制定、防災安全性向上に寄与すると考えられる様々な具体的な助成制度の創設、道路に関

する情報提供や、防災まちづくりの活動を行う地区や団体に対するソフトな支援策など、大きく広がりを見せている。
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2005年 8 月
(H17)

建築基準法第 43条第 1項ただし書の規定に基づく許可に係る基準　制定

2006年3月
(H18)

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
京都市東山区祇園町南側の区域内における 9路線を「歴史的細街路」に指定

以前から但し書き許可は運用されていたが、基準を全面的に見直し詳細な内容を規定した。

複数の敷地を一の敷地とみなすことにより実質的に接道条件を緩和し、非道路である袋路のみに面する敷地における
建替を認める。区域全体で協定を結び外壁間の距離を確保するなど、時間差があっても協調した建替えを規定

1999年5月
(H11)

年月 提言・方針 助成事業 その他
国の動き

京都市の動き

京都市連担建築物設計制度＜袋路再生＞取扱要領　運用開始

2004年2月
(H16)

建築基準法第 42条第３項の規定の運用通知

建築基準法第 86条第２項（連担建築物設計制度）の創設
(H10.6.12建築基準法の一部の改正公布　H11.5.1施行）

（H16.2.27 国住街第 382 号）

2011年2月
(H23)

京都市建築審査会建議「細街路対策の推進について」

「歴史都市京都における密集市街地等に関する対策の推進に係る検討会議」の設置

細街路問題は避けて通れない最重要課題であり、細街路個々の特性に応じた対策の検討が必要として、１）実態調査とマップの作成、２）
多様な指標による分類と施策の体系化、３）地域との連携、４）庁内横断的な検討、５）細街路条例（仮称）の制定等、を求める。

地域の歴史的・文化的細街路の景観保全・再生、および
密集市街地内の建て替え促進を目的に３項道路指定する
ことを認める

3項道路に面する建築物について条例での制限付加を可能
とする

2003年6月
(H15)

建築基準法第 42条の２の創設

歴史都市京都にふさわしい実効性の高い密集市街地対策及び細街路対策のあり方について議論

2013年4月
(H25)

京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例の改正
道路要件を満たさない（基準時に立ち並びの無い道、または幅員 4m未満の袋路）既存の道を位置指定道路にする
際の基準を新たに創設

2013年5月
(H25)

43 条但し書き許可基準の改正
・路地状敷地における建替え許可　接道幅を1.5m以上に緩和　・トンネル路地奥の建替え許可要件を明確化

京都市指定道路図提供システムの運用開始
建築基準法の道路の情報を地図上で確認できるシステムをインターネット公開
（京都市が管理する認定路線の情報は 2012年 5月に先行して公開）

モデル地区における防災まちづくりの取り組み
六原学区、仁和学区など、重点的に取り組む地区を指定して、地域の防災まち
づくりの取組に対する行政の支援をスタート

道路指定された「袋路２項」「３項道路」「歴史的細街路」「特定防災細街路」それぞれについて、その道にのみ接する敷地
における建築物への制限を定める。

非道路を道路指定（「袋路２項」「３項道路」「歴史的細街路」「特定防災細街路」）する際の基準と手続きを示す。
2014年4月
(H26)

京都市道路の指定等に関する基準　運用開始

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　施行

2010年6月
(H22)

狭あい道路整備事業 ( 市内全域）
２項道路の後退部分の整備費の一部を助成。特定地区だけで運用されていたものを市内全域に拡大。

2005年7月
(H17)

狭あい道路整備事業のモデル実施
２項道路の後退部分の整備費の一部を助成。東山区のみを対象。

細街路対策事業
・緊急避難経路整備費事業 袋路奥から緊急避難経路をつくる工事費を助成

・袋路始端部における耐震・防火改修費助成事業 始端部建物の耐震・防火改修工事費を助成

・袋路始端部の拡幅整備費助成事業 始端部敷地を袋路通路中心線から 2m後退する整備費を助成

防災まちづくり推進事業

防災みちづくりモデル事業

・老朽木造建築物除却事業 古い木造建築物の除却に要する費用を補助（上限60万円、補助率2/3）

・危険ブロック塀等改善事業 古いブロック塀等の除却、代替の塀や植栽の新設に要する費用を補助

・まちなかコモンズ整備事業 空き地や建物除却後の跡地を利用し防災ひろばを整備

2012年7月
（H24)

「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」

「京都市細街路対策指針」

従来のクリアランス型面的事業や道の拡幅整備を主とした対策から「修復型のまちづくり」へと転換。「災害に強いまちづくり」とともに「歴
史都市京都の持続発展に向けたまちづくり」「誰もがくらしやすいまちづくり」を目標にかかげる。

上記方針のもと特に重要課題である細街路対策の基本的な考え方として、避難安全性の向上、沿道建築物の更新、京都らしさの維持・再
生を挙げ、歴史細街路・一般細街路・特定防災細街路といった個々の特性に応じた多様な施策を体系的に整備するよう取り組む。

1998年6月
(H10)

2015年4月
(H27)

2016年4月
(H28)

優先地区内の２項道路の拡幅に対して道路整備や測量・分筆に係る費用を助成

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　創設
「防災まちづくり活動団体」「路地・まち防災まちづくり計画」「路地・まち防災まちづくり整備計画」を公的に
認定し、専門家派遣や各種財政的支援策の案内などを行う

条例・基準等

図 1-2　京都市における細街路に関する施策の流れ（筆者作成）
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(3) 細街路に関する他自治体の施策

　ここでは他自治体における細街路に関する施策を概観する。細街路に関する施策は基本的に、細街路の拡幅・解消を

目指すもの、および細街路沿いの建築物の老朽化の問題への対応として一定の条件のもとに建築物の更新を可能にする

もの、の２つに大別することができる。細街路の拡幅・解消を目指すものはさらに、①個々の細街路に対する施策と、

②一定の範囲を対象として行われる面的な整備に分けられる。建築物の更新に関する施策は、③個々の建築物を対象と

して条件を緩和するものと④複数建築物や街区程度を対象としたものがある。

　

①細街路の拡幅・解消：個々の細街路を対象とするもの

　細街路は「狭あい道路」とも呼ばれ、主として法 42 条第２項で規定される「２項道路」を対象とする問題と捉えら

れてきた注 21）。２項道路に関する問題とは、２項道路の判定に関する問題注 22）と、２項道路の拡幅の実現に関する問題で

ある。２項道路の判定作業の進捗度合いは各自治体によって異なるが、指定道路図の整備および情報公開を推奨する

2007 年の国土交通省の通知に従い、現在も各自治体で作業が進められている注 23）。京都市は、既に判定作業を終え、先

述の通り 2013 年から指定道路図提供システムを運用している。

　２項道路の拡幅実現のための施策としては「狭あい道路拡幅整備事業」といった呼称で多くの自治体によって実施さ

れている補助事業がある。各自治体が独自に要綱や要領、または条例を定めて実施している。主として２項道路である

みなし道路注 24）沿いの敷地において建築行為が発生する際に、敷地後退を実施させるための施策で、敷地後退部分の整

備にかかる費用の助成が基本である。重点的に整備を進める路線を指定して手厚い助成を行うタイプ注 25）と、特別な路

注 21）　井上赫郎・井上隆・高見沢邦郎：狭隘道路をめぐる諸問題と再整備の方向，1981 年都市計画学会学術研究発表会，pp.175-
180，1981 では、「細街路のうちでも問題の大きい幅員 4m ないしはそれ未満の道を「狭隘道路」と呼び、狭隘道路一般、および建
築基準法第 42 条第２項に規定される「２項道路」についての考察を行う。」としている。この記述から、この論文では、「細街路」
は幅員 4m を超すものも含む概念であり、「細街路」の中でも特に問題の大きいものとして幅員 4m 以下の道を「狭隘道路」と呼ん
でいることがわかる。その他、狭あい道路とまちづくり研究会編：狭あい道路とまちづくり〜防災と生活と環境の総合化をめざして
〜，地域科学研究会，1996.3，p.4 では、「本書で論じている「狭あい道路」とは、建築基準法第 42 条第２項に規定している道路が
多い。」として、主に２項道路に関する課題と取り組みの状況を扱っている。

注 22）　現存する幅員 4m 未満の道について、基準時（建築基準法制定時または当該地に法第３章の規定が適用された時）に現に建築
物の立ち並びがあったかどうかという２項道路の要件を個別に判定する必要がある。２項道路の判定に関する問題とは、その判定を
めぐる困難な状況を指す。その背景には、本来であれば２項道路の規定がつくられた 1950 年の建築基準法制定時に個別に判定して
おくべきであったが、戦後の混乱期であったため一定の地理的範囲に対して「一括指定」するという方法がとられたこと、またその
後のスプロールによって形成された道にも混同・拡大適用されるケースがあったことなどがある。この問題については、狭あい道路
とまちづくり研究会編 1996（前掲・注 21）p.7-11 など、同書で繰り返し指摘されている。

注 23）　2009 年の東京都 23 区を対象としたアンケート調査では、1996 年に行われた同様の調査に比べて現況把握が進んでいるもの
の、公道のみを対象とし私道については調査していない区もあり、２項道路の判定以前に、4m 未満の細街路の全体の量が把握され
ていない区もあることが報告されている（山崎明子・中林一樹：東京区部における地域特性と細街路整備諸施策のあり方に関する研
究 (1)-23 区の細街路整備に関する経年比較と地域間比較の視点から -，日本建築学会計画系論文集，76（663），2011.5，pp.947-
956）。2007 年に出された国土交通省から各都道府県知事宛の通知において、指定道路に関する情報管理の適正化についての記載が
あり、42 条２項を含む指定道路図及び指定道路調書の計画的な作成・保存とその閲覧が推奨されている（国住指第 1331 号、国住
街第 55 号、平成 19 年 6 月 20 日）。その通知に従い各自治体が順次判定作業と指定道路図の閲覧のためのシステムの構築を進めて
いる。

注 24）　２項道路は「道路とみなす」という条文から「みなし道路」とも呼ばれる。法 42 条第 3 項では、特定行政庁により、法 42
条第２項の規定の道路中心線からの敷地後退距離 2m を 2m 未満 1.35m 以上の範囲で指定できるとしており、この指定を受けた道
路は「３項道路」と呼ばれ、「みなし道路」には３項道路も含まれる。３項道路の指定数は２項道路に比べ少数である。2001 年の特
定行政庁を対象としたアンケートでは、３項道路の指定をしているのは回答した 297 の特定行政庁のうち 41 に留まっている。井上
隆編：狭あい道路とまちづくり Part Ⅲ狭あい道路と密集市街地の計画的整備、地域科学研究会，2008.3，p.153

注 25）　例として、東京都足立区の細街路整備条例、神奈川県横浜市の狭あい道路の整備の促進に関する条例など。
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線指定は行わずみなし道路全般に対して助成を行うタイプがある。しかし、実際には後退が行われない注 26）、または、経

年後に敷地が再度突出しているといった実態がある注 27）ことが指摘されている。

②細街路の拡幅・解消：細街路を含む密集市街地の面的な整備

　住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）など、国土交通省が所管する補助事業を利用して特定の地区を対

象として面的に整備を行う手法がある。このような面的な整備は、国の掲げる重点密集市街地の解消という目的に則し

て行われている注 28）。対象地区内の老朽建築物の除却や、狭小で脆弱な建築物の共同化・不燃化、都市公園の整備、地区

内の基盤となる区画道路の整備などを事業内容とする。京都市では、都心部ではなく周縁部を対象に土地区画整理事業

や住宅地区改良事業などが過去に行われてきたが、都心部の木造密集市街地ではこのような面的な事業は行われてこな

かった注 29）。

　具体的な事業内容は地区ごとに異なるが、緊急時に避難や救援の重要な経路となる幅員 6m 以上程度の道路の整備は

多く行われている注 30）。個々の細街路を拡幅するというよりも、可能でありかつ効果的な路線を重点的に拡幅することに

より、地区全体の防災性を向上させることを目的としている。

③細街路沿いの建築物の老朽化の問題への対応：個々の建築物を対象とするもの

　原則建築行為ができない敷地における建築行為を可能とする仕組みとして、まず不接道敷地における建築の特例許可

である法第 43 条の但書きを利用した特例許可がある。多くの特定行政庁で行われており、独自の基準を設けて運用さ

れている注 31）。京都市では、先述の通り、多数存在する袋路を２項道路から除外していることから、主に袋路沿いの敷地

に対して 43 条但書きによる特例許可を積極的に運用してきた経緯がある。

　京都市の状況とは異なり、43 条但書き許可は一般的に、接道規定を満たさない敷地に対してやむを得ず行う救済措置

注 26）　例えば、1989 年に横浜市内の２項道路沿いの敷地において建築確認申請が出された 3,583 件のうち 34% の新築建築物の敷地
では、2 年後の調査時に未後退だったと報告されている。井上隆編：狭あい道路とまちづくり Part Ⅲ狭あい道路と密集市街地の計画
的整備、地域科学研究会，2008.3，p.31

注 27）　整備後の検査を行っているかどうか、また敷地後退の際に側溝の移設までを求めているかどうかによって敷地後退の実現の程
度に差がある。側溝を移設しない整備を認めている場合は花壇やゴミ置き場などとして使用されることも多く、経年後再び道路境界
が曖昧になる危険性があると指摘されている。山崎明子，中林一樹：東京区部における地域特性と細街路整備諸施策のあり方に関す
る研究 (1) − 23 区の細街路整備に関する経年比較と地域間比較の視点から−，日本建築学会計画系論文集，76(663），pp.947-956，
2011.5

注 28）　直近の計画としては、2011 年 3 月 11 日閣議決定された住生活基本計画（全国計画）において、「地震時等に著しく危険な密
集市街地の面積」約 6,000ha を 2020 年度までに概ね解消するとの目標が定められている。

注 29）　京都市の「密集取組方針」では、クリアランスによる改善方法は特に都心部の歴史的・文化的特性を損なう可能性があること、
また京都市の財政状況やストック型社会への対応から今後ますます面的な整備手法は困難であることが指摘されている。

注 30）　山崎明子，玉川英則，中林一樹：街づくり事業地区における細街路整備手法と市街地の地域的特徴との関係−東京区部におけ
る地域特性と細街路整備諸施策のあり方に関する研究 (2)-，日本建築学会計画系論文集，78（694），pp.2547-2556，2013.12 や、
朴鍾玄，佐藤滋：木造密集市街地整備におけるまちづくり骨格道路と各種事業・自力建替の進行実態 - 事業実績と自力建替からみた
木造密集市街地整備プログラムに関する研究（その 1）-，日本建築学会計画系論文集，77（677），pp.1653-1662，2012.7 に詳しい。

注 31）　狭あい道路とまちづくり研究会が 1992 年に行った全国特定行政庁 301 に対するアンケート調査では、回答のあった 108 の
特定行政庁のうち 43 条但し書きの規定の運用を行っているのは 65 で、約 60% だった。狭あい道路とまちづくり研究会編：狭あい
道路とまちづくり〜防災と生活と環境の総合化をめざして〜，地域科学研究会，1996.3，p.138 より。また 43 条但し書きの許可基
準は地域の特性に合わせて設定されており、自治体間での差異が大きいと報告されている。井上隆編 2008（前掲・注 26）p.154 や、
有田智一，岩田司：建築基準法接道義務の但書き規定の運用実態とその問題点，日本建築学会計画系論文集，531，pp.187-194，
2000.5 など。
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として捉えられてきた注 32）。しかし、接道条件を満たさない敷地は現実に多く存在しており、それらの敷地における建替

を認めないとして放置すれば、老朽建築の更新が行われずかえって防災性能等住環境の改善が滞る、あるいは違法建築

が増加するという問題が生じうるという指摘もみられるようになった注 33）。

　東京都足立区では、2014 年に 43 条但書き許可基準を緩和し、従前は 2.7m 以上の幅員が必要だったものを 1.8m 以

上に基準を緩和、さらに重点密集市街地に該当する地区を「特定地区」とし、必要な幅員の基準を 1.2m 以上まで引き

下げるなど、接道条件を満たさない敷地における建築物の建替を推進する方向に動いている注 34）。

　43 条但書き許可以外の方法として、道路指定条件を変更し、従前は非道路とされていた道を建築基準法上の道路に指

定することによって、その道に面する敷地における建築行為を可能とする方法がある。京都市が 2014 年に発表した新

しい道路指定基準はこの方法に該当する。３項道路については、近年、積極的な指定を促すような方針が国から示され

ている注 35）。先述の通り京都市の祇園町南側地区における３項道路指定や条例の制定は、国のこの動きを受けて実現した

ものであるが、今後他自治体でも積極的な運用が図られる可能性がある注 36）。

④細街路沿いの建築物の老朽化の問題への対応：複数建築物や街区を対象とするもの

　複数の敷地における協調を前提とし、連担建築物設計制度や地区計画を利用して、接道条件や道路斜線制限を緩和す

る手法がある。それにより、従来は建替が困難であった敷地における建替を可能とすることが目的である。京都市では、

1999 年に開始された連担建築物設計制度＜袋路再生＞がこれに該当する。

　１本の細街路に面する５〜６軒程度の敷地や、一つの街区程度のスケールを対象とし、ルールの共有によって接道条

件の緩和や道路指定の変更を行う仕組みを自治体が工夫して創設している。表 1-7 はこのタイプに該当する事例をまと

めたものである。基本的にいずれも、当該制度を利用しない場合よりも緩和した条件のもとで建替を認める仕組みである。

緩和の条件として、防災計画の策定や協定の締結による将来的な持続性の担保といったソフト面の対策が組み合わされ

ているのが特徴である。

　神戸市野田北部地区、および東京都中央区月島地区において、街並み誘導型地区計画が利用された例があるが、これ

注 32）　有田智一，岩田司：建築基準法接道義務の但書き規定の運用実態とその問題点，日本建築学会計画系論文集，531，pp.187-
194，2000.5 では「43 条但書きは一般に「43 条第一項本文」を充たさない狭隘な道に接する敷地での建替を救済する方法として運
用されており、将来的に住環境上問題を残す可能性が強いことなどが既往文献で指摘されている」としている。該当する既往文献と
して挙げられている高見沢邦郎，小場瀬令二，池田孝之：既成市街地の狭隘道路問題，総合都市研究，第 10 号，pp.91-117，1980
では、「狭隘道路の中心的存在である二項道路」を中心とした検討を行っているが、「法に規定されていない道路」に対する 43 条但
書き許可についての言及部分では「将来に問題を残す」としている。

注 33）　有田智一，岩田司：接道困難敷地の実態に対応した接道特例許可の運用のあり方−中野区のケース・スタディ−，日本建築学
会計画系論文集，533，pp.135-142，2000.7

注 34）　2014 年 7 月 1 日施行「足立区木造住宅密集市街地等における無接道家屋建替え推進要綱」により運用されている。足立区内
における無接道家屋の総数は 7,963 棟であり、このうち従来の基準で建替え対象となっていた家屋は 1,614 棟（全体の約 2 割）であっ
た。従来の基準では、現況通路幅員 2.7m が求められていたため、木造家屋が密集する危険な地域ほど無接道家屋の建替が進まない
という問題があった。しかし新たな基準により、区内に存在する無接道家屋（7,963 棟）のうち、およそ 6 割（4,847 棟）が新た
に建替対象となった。足立区ホームページより（https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-chose/machi/kenchikubutsu/musetudoukyoka.
html）（2016 年 12 月 3 日アクセス）

注 35）　2003 年 6 月の建築基準法改正により３項道路に面する建築物について条例での制限付加を可能とする法第 43 条の２が創設
されたこと、および 2004 年 2 月の国土交通省による技術的助言で、景観保全や密集市街地における建替え促進を目的として３項道
路が活用可能であるとの見解が示されたこと（国住街第 382 号）を指す。

注 36）　2001 年に行われた全国 407 特定行政庁を対象としたアンケートにおいて、回答のあった 297 のうち 41 自治体が 3 項道路の
指定を行っていた。うち、指定基準を持つのは２自治体のみであったこと、および今後の運用方針について積極的に考えたいという
自治体がいくつかみられたことが報告されている。井上隆編：狭あい道路とまちづくり Part Ⅲ狭あい道路と密集市街地の計画的整備，
地域科学研究会，2008.3，pp.151-153
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らはいずれも斜線制限を緩和し壁面位置を指定することによって建て替え後の必要な容積を確保することに主眼があっ

たものであり、まちなみの維持・継承が目的であったものとは言えない。

自治体 地区名／制度名

京都市連担建築物
設計制度＜袋路再生＞

連担建築物設計制度

連担建築物設計制度

京都市

近隣住環境計画制度
（神戸市民の住環境
等をまもりそだてる
条例第 35 の 2~7）

建築基準法で定められて
いる特定行政庁の許可に
より可能となる緩和規定等

（3 項道路指定、壁面線
 指定と建ぺい率緩和、
 用途の許可、連担建築物
 設計制度など）

神戸市

近隣まちづくり
推進制度

東京都
荒川区

1999 年
5 月 6 件

1999 年
11 月 4 件

2002 年
7 月

0 件
(2006 年時 )

連担建築物設計制度

協調建替型住宅設計制度
（一の敷地とみなすこと
等による制限の緩和
に関する認定取扱要綱
・協調建替型）

大阪市

街並み誘導型地区計画
＋連担建築物設計制度
　　　↓
街並み誘導型地区計画
＋３項道路指定

街並み誘導型地区計画
街並み環境整備事業

月島地区東京都
中央区

野田北部地区神戸市

2002 年
10 月

1997 年
11 月

1 件
( 法善寺横丁 )

地区全体
面積 13ha

1997 年
12 月／
2004 年
7 月に

3 項道路に
変更

地区内 160 本
の内 19 本が

連担制度、
残りは３項
道路指定

利用している法制度 概要 開始時期 実績

計
画
が
ま
と
ま
っ
た
地
区
に
お
い
て
利
用
可
能

特
定
地
区
に
お
け
る
実
践

袋路に面する複数の敷地を一団地とし、壁面間
距離 4m を確保することによって３階建への建
替も可能とする。京都市では袋路は２項道路か
ら除外されており通常は法 43 条但書き許可に
よって建替が行われているが、但書きでは２階
建までであることや敷地が狭小な場合には建替
が行われないことからこの制度が創設された。

地区計画又は建築協定を前提とした従前の「イ
ンナーシティ長屋街区改善誘導制度」（1993 年）
の適用事例が出なかったため、向こう３軒両隣
などの小規模な範囲から実施できるよう拡充し
た使いやすい制度として創設。住民が主体となっ
て計画策定し、すまい審議会および建築審査会
等の許認可を経て計画決定、決定後は区域内の
建築行為は市への届出と審査が必要になる。

不接道敷地と接道敷地と一体とみなすことに
よって建て替えを認めるもの。不接道敷地を含
む 2~6 軒程度の範囲を想定、近隣まちづくり計
画案を作成し、計画実現のための協定を締結、
区が計画を承認する。不接道敷地が多く（区内
42,000 棟の建築物のうち約 4,000 棟）老朽化が
問題となり建替を可能とするために創設された。

非道路である通路のみに面する長屋等の建替を
可能にするために創設された制度。概ね 20 年以
上使用されてきた幅員 2.7m 以上の通路を対象と
している。２項道路に指定できない基準時以降
に開発された長屋を想定している。

２項道路であった幅員 1.8~2.7ｍ程度の街区内の
路地を道路廃止し、街並み誘導型地区計画で路
地を地区施設と位置づけ、連担制度で路地沿い
でも建替え可能とした。しかしこの方法では連
担制度で必要な地権者全員の同意が困難であっ
たため、連担制度の利用は廃止し、路地を全て
３項道路に指定するように変更している。

阪神淡路大震災によって全半壊した家屋が多
かったが、震災復興区画整理事業が行われなかっ
た地区である。6 または 8m の区画道路の中に
3m 程度の路地がある。街並み誘導型地区計画に
より道路斜線撤廃、50cm の壁面後退。さらに神
戸市独自の「インナー長屋改善制度」により壁
面位置指定のある地区計画区域は街区全体を角
地とみなし建ぺい率を 10％増し、さらに街並み
環境整備事業により後退部分の植栽や道路の舗
装などに助成を行った。

表 1-8　複数建築物の協調による建て替えの仕組み

（資料）狭あい道路とまちづくり研究会編（1996）、井上隆編（2008）、井上隆編（2001）、および各自治体の公表資料をもとに筆者作成
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（4) 細街路に対する施策の流れと細街路沿いのまちなみの視点

　細街路に関する施策は、まず、①２項道路の拡幅整備のための対策を主として進められてきた。また、重点密集市街

地の解消という目的から、②面的な整備において細街路の拡幅や解消を行うという手法もとられてきた。しかし、２項

道路の判定や拡幅がなかなか進まないことや、２項道路として扱えない道沿いにも多数の建築物が存在し老朽化の問題

が懸念されることなどから、③や④のように細街路沿道の建築物の更新を促進する施策が展開されるようになってきた。

　細街路沿いのまちなみの維持・継承という視点は、近年の、景観保全を目的とする３項道路指定が可能となったこと

において初めて見られる。これを受けて実施された注 37）京都市の祇園町南側地区における３項道路指定と条例の制定、

および京都市の新しい道路指定基準に示された「歴史的細街路」の制度が、細街路沿いのまちなみの維持・継承を目的

とする施策として該当するものであり、他にはまだ事例が無い状態である。

注 37）　景観保全のために３項道路指定を活用するという考え方は、京都市が国に対して働きかけた結果として実現したものとされて
いる。京都市建築審査会：細街路対策の推進について（建議），2011.2，p.4
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1-1-3.　都市における細街路の意味

　ここでは、街路および細街路についての言説を取り上げ、都市における細街路の持つ多面的な価値について整理を行う。

街路および公共空間に関する海外の言説

　街路とは市街地の道路の総称とされる注 38）。市街地とは建築物の立ち並んでいる場所のことである。沿道に建築物が何

もないような農村部を通る道や高速道路といった道とは違い、街路とは一般的に、沿道に建築物の立ち並びがある道で

ある。B. ルドフスキーは「街路は何も無い場所には存在し得ない。すなわち周囲の環境とは切り離すことができないの

である。言い換えるなら、街路はそこに建ち並ぶ建物の同伴者にほかならない。街路は母体である。都市の部屋であり、

豊かな土壌であり、また養育の場でもある。」注 39）と延べている。その上で、都市における街路空間の豊かさの重要性を

主張し、画一的で車の往来の激しい当時のアメリカの大都市の街路を批判している。同じ著書において、様々な魅力的

な街路について記述する中で、「迷路」としてイタリアのアドリア海側のマルティーナ・フランカという町を取り上げ、

狭く曲がりくねった街路によって構成されるまちの魅力を述べている。そこで狭い街路の魅力や長所として述べられて

いるのは、変化に富んだ風景の連続、道路交通路ではなく生活空間の延長としての街路、家と街路空間との親密な関係性、

人々の安息所としての袋小路、といった点である。

　J. ジェイコブスは、衰退の際にあるアメリカの大都市の再生のための方途を示した有名な著作において、都市の魅力

は安全で活気のある街路にあるとし、街路の重要性を繰り返し述べている注 40）。さらに、都市の本質は多様性であり、多

様性を生み出す条件として用途の混合、小さな街区、古い建物の存在、密集、の４つを挙げている。小さな街区の主張は、

街路の数が多いことを意味しており、複数経路の選択可能性を意図している。古い建物の存在とは、文化財や景観といっ

た観点からではなく、経済的な観点から、収益性の異なる建物が都市内に混在することの必要性として主張されている。

全体として、自然な相互監視による治安の確保と、偶発的な出会いによる経済性の良循環の創出に主眼が置かれた議論

である。特に幅員の狭い街路に対する言及は無く、むしろ子供たちが生き生きと遊ぶことのできる歩道としてかなりの

広幅員を想定している記述もみられる注 41）。しかし、同書で生き生きとしたまちの実例として何度も引き合いに出されて

いるボストン市のノースエンド地区は、イタリア街とも呼ばれる比較的幅員の狭い街路が多く存在する地区である。また、

古い都市の屈曲の多い複雑な街路形態は、わかりにくい点が欠点であるが視覚的な利点もあるとし、街路の形状として、

格子割システムを主体としつつその中で副次的に不規則性があるという形状が、視覚的な効果としてもわかりやすさと

しても望ましいとも述べている注 42）。

　公共空間のデザインに関して世界各地の国々において調査研究を行ってきた J. ゲールは、安全で持続可能で健康的な

注 38）　辞書では「市街地部の道路の総称。幹線街路、補助幹線街路、区画街路などに分類される。（中略）沿道に建物の並ぶことが
多いので、交通処理のほかに、防災、景観、供給処理施設の収容などの役割がある。」（彰国社編：建築大辞典第二版普及版，彰国社，
1993）、「市街地内の道路の総称。農村部など非市街地の道路と区別する意味で用いる。法令用語としては道路で統一される傾向に
ある。」（日本建築学会：建築学用語辞典第２版，岩波書店，1993）などとされている。

注 39）　B. Rudofsky ：Streets for People - A Primer for Americans, Doubledy & Company Inc, New York, 1969 （B. ルドフスキー著，平
良敬一，岡野一宇訳：人間のための街路，鹿島出版会，1973）。B. ルドフスキー 1973、p.15 より引用。

注 40）　J.Jacobs：The Death and the Life of Great American Cities,Vintage,1961 （J. ジェイコブス著，山形浩生訳：アメリカ大都市の
死と生，鹿島出版会，2010）。例えば「街路とその歩道は都市の主要な公共の場所であり、その最も重要な器官なのです。都市を思
い浮かべるとき、何が連想されるでしょうか？街路です。都市の街路がおもしろそうなら、その都市もおもしろそうに見えます。そ
れが退屈そうなら、都市も退屈そうです。」J. ジェイコブス 2010，p.44 など。

注 41）　J. ジェイコブス 2010（前掲・注 40） p.107 において、これほどゆったりした幅員の歩道はほとんどないとしつつも、「幅員十
メートルから十二メートルの歩道なら、どんな偶発的な遊びの需要でも満足させることができます」としている。

注 42）　J. ジェイコブス 2010（前掲・注 40）  p.409
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街を実現する上で必要な公共空間のデザインについて、具体的な手法をまとめている注 43）。ゲールの議論の中では街路の

狭さそのものは主題とされていないが、空間が小さく、間口の狭い建物で構成され、多くのディテールが密度高く存在

する街は豊かな体験と感覚に訴えかける魅力を持つとし、例としてイタリア・ヴェネツィアを挙げている。また、自動

車交通と歩行者交通の関係性という面でも、ヴェネツィアのような歩行者の街や、ボンエルフ注 44）が採用されたオランダ・

デルフトのような歩行者優先の街は、他の交通体系に比べて高い安全性と安心感を備えていると評価している注 45）。

　鳴海は都市空間は「イエ的な空間」と「ミチ的な空間」に分けられるとし「ミチ的な空間」を「自由空間」と呼び、「自

由空間」こそが都市の魅力を表現するとしている注 46）。「自由空間」のルーツは街路と大勢の人々が参集する空間の２つ

があり、対応する現代の「自由空間」も大きくこの２つに分けられるとした上で、それぞれの空間を豊かにする方法に

ついて事例を挙げている。前者の「自由空間」の原型として中世末期の京都や以降の城下都市の「両側町」を挙げ、街

路と沿道宅地が一体となったストリート・コミュニティが自動車の進入によって崩壊の危機にあると指摘している。街

路の狭さを積極的に論じているわけではないが、豊かな空間の例として植栽が多く置かれた大阪市内の長屋の路地を挙

げ、多目的に利用される住戸前の空間は、居住空間の延長でありプライバシーの緩衝空地でありアイデンティティの表

現の場でもあると評価している。

細街路に着目した言説

　材野は、市街地の街区形状について研究する中で路地についても研究対象とし、その功罪を考察した上で、豊かな良

い路地を活かし育成する方法について検討している注 47）。路地の「罪」として、災害時の危険、不衛生、不安感、犯罪の

可能性といった点を挙げる一方で、「功」として交通からの安全性、小コミュニティのスペース、空間的魅力を挙げ、こ

れらの路地の豊かさの多くは、「『公共的性格』を部分的に持ちながら、『私的空間の集合』であるところ」から由来して

いると述べている注 48）。また、空間的な魅力の具体的な記述として、路地には公園や広場などの表の空間の変化とは違い、

深みやかげりを与えるのもとしての変化性があるとし、「表の空間の変化は、街路に対応した「街路と平行な変化」といえ、

大きくは街路と同質性の変化であるが、裏の空間の変化は、時に街路とさからう、「街路と直角な変化」といえ、街路と

異質な空間を創り出す変化であり、異質であるがために、街路空間に豊かな変化を与えるものである。そして、この直

角な変化、異質性を伴う変化の最たるものが路地空間であろう。その意味では、路地空間は、現代の都市空間に豊かさ、

深みを与える空間の本質性を宿しているといえるのである。」（下線部分は傍点を示す）注 49）という記述は、奥行きのある

都市を魅力的であると評価している（図 1-3）。

注 43）　J.Gehl：Cities for People, Island Press, Washington, DC, 2010（J. ゲール著，北原理雄訳：人間の街ー公共空間のデザイン，鹿
島出版会，2014）

注 44）　オランダ語の「ボンエルフ（woonerf）」は「生活の庭」を意味する。街区内への自動車の乗り入れは低速交通・歩行者優先を

前提とする交通統合システム。

注 45）　J. ゲール 2014（前掲・注 43）p.243

注 46）　鳴海邦碩：都市の自由空間−街路から広がるまちづくり，学芸出版社，2009

注 47）　材野博司：都市の街割，SD 選書 208，鹿島出版会，1989

注 48）　材野博司 1989（前掲・注 47）p.137

注 49）　材野博司 1989（前掲・注 47）p.151-152
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　西村は、2000 年代に入ってからの「路地」や「路地裏」ブームを受け、現代とは異なったものとしての路地再評価

の動きがあることを認めた上で、路地的空間は単なる個人的な趣味の問題ではなく普遍的な魅力を持っているとしてい

る注 50）。一般的に望ましいとされる道路は均質的画一的であり、かつ機能的計画的であることが善であるのに対して、路

地はその対極的な存在であり、そこに暮らす人々の生活の基盤でありコミュニティの軸として機能する、画一的でない

歩くスピードに適合した路地の魅力を指摘している。

　宇杉は、もともと日本の道はオモテトオリとウラトオリとウラロジなるものが基本であり、その背後の自然環境・歴

史的な環境と連続する空間文化システムであったとし、路地的空間は、地域文化の最も重要な部分とも言える細部にお

ける固有性・主体性・持続性という課題を背負うものであると指摘している注 51）。その上で、魅力に富む空間である路地は、

その地域の時間と文化の記憶を引き継ぐものであり、地域の固有性に立つデザインの中心に据えられるべきものとする。

　細街路が集積する木造密集市街地の魅力に着目した著書注 52）において後藤らは、その魅力として以下の点を挙げてい

る。敷地や建物の更新速度が遅いことから古い風景を受け継いでいる、建物と道路の距離が近いことから生活感が感じ

られる、建物や敷地の規模が小さく人間のスケールに合った親しみやすい空間となっている、更新の速度が遅いことか

らコミュニティの継続性も高い、同時に人の営み・生業・風習・お祭などの文化も受け継がれやすい、といった点である。

細街路沿いの敷地の狭小性に積極的価値を認める議論

　細街路沿いには小規模な敷地が必然的に集積するが、小規模敷地の集積自体に積極的価値を認める議論も存在する。

　都市論に関する著作を擁して「日本型街づくりシステム」注 53）を提唱する青木は、細街路および小規模敷地の集積が市

街地の持続性向上に寄与するとしている。その理由は以下のようなものである。個々の経済力に応じた個別更新が可能

であること、多主体性・多様性・非共時性をもつことにより、面的で一体的な状態よりも持続性が高い。小さなユニッ

トが個別に更新しつつも地域としては安定的に推移する。このような性質をもつ小規模敷地性がそもそも日本のまちの

特質であると指摘しており、一体的面的な開発による「大規模」「小数主体」「共時（一挙）」のまちづくりはリスクが大

注 50）　西村幸夫：今なぜ路地なのか，西村幸夫編著，路地からのまちづくり，学芸出版社，2006，序説，p.10

注 51）　宇杉和夫：路地がまちの記憶をつなぐ，宇杉和夫，青木仁，井関和朗，岡本哲志，まち路地再生のデザイン—路地に学ぶ生活
空間の再生，学芸出版社，2010，２章

注 52）　後藤治，関澤愛，三浦卓也，村上正浩：それでも「木密」に住み続けたい！−路地裏で安全に暮らすための防災まちづくりの
極意，彰国社，2009，p.28-29

注 53）　「狭い道路、小さな敷地、そしてその上に建つ独立（一戸建て）建物によって構成された街」が「日本型の街」であり、これを「二一
世紀の持続型社会にとって最適な、世界に誇るべき街のあり方」（p.156）とした上で、小規模宅地の上に個別独立の建築物が建設さ
れていくことを「日本型まちづくりシステム」としている。青木仁：日本型まちづくりへの転換−ミニ戸建て・細街路の復権，学芸
出版社，2007，p.159-160

図 1-3　「街路に対する二つの変化空間」を示すモデル図
（出典）材野博司：都市の町割、鹿島出版会、1989、p.151
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きく平板、単調になりがちで魅力に乏しいとしている。

　文化経済学を専門とする増淵は、小規模敷地の集積による文化の醸成が生まれる「バックストリート」に着目した議

論を展開している注 54）。多主体性、多様性、主体間の近接性、道空間の広場的な性質などが、文化的交流を促進する。また、

小規模敷地に小さな資本で進出可能であることから、新たな経済活動や文化の担い手のインキュベーション機能を持つ。

こういった観点から「バックストリート」を肯定的に評価し、その消滅はコミュニティの消滅であるとし、リアルな空

間とコミュニティの保全および継承の重要性を指摘している注 55）。増淵のこの議論は、経済学系の論者による創造都市の

議論と関連をもち、ローカルチャーについては本来的に都市内部のバックストリート的な場から自然に創出されるもの

であり、それが創造的な界隈の創出に不可欠であるとしている。

　田端は、前述の青木の議論と類似した主張として、「和風の」都市は「小規模間口性」を持つとしている注 56）。青木の

議論とはやや異なり、歴史的に「小規模間口性」を持つ市街地がストックとして存在しており慣性力が働くとした上で、

西欧由来の近代的建築技術や制度の導入により混乱が起きている中で都市の将来像をどう描くかという議論を展開して

いる。その方法として、伝えられてきた過去の建築的作法を読み解くことが必要であると述べており、「小規模間口性」

敷地が集まる一体には一定の便宜を与えるような制度の必要性を指摘している。都心の歴史的な市街地では近代化によっ

て「大通り」沿道に比較的大規模な敷地形成と大規模建築化が進み、「大通り・まち通り・路地型」の３層からなる段階

構成が生まれているとし（図 1-4）、路地が残る都市の中心部については特に、表通りで減少・縮小するヒューマンスケー

ルの事物を補う役割があり、路地こそが都心地域の魅力保持の要因であるとしている注 57）。

注 54）　増淵敏之：路地裏が文化を生む！−細街路とその界隈の変容，青弓社，2012

注 55）　増淵敏之：路地裏が文化を生む！−細街路とその界隈の変容，青弓社，2012，p.225

注 56）　田端修：「和」の都市デザインはありうるか―文化としてのヒューマンスケール，学芸出版社，2010

注 57）　田端修 2010（前掲・注 56）p.125-126

図 1-4　「近代化による歴史的都心街区の３層構成化」を示すモデル図
（出典）田端修：「和」の都市デザインはありうるかー文化としてのヒューマンスケール，学芸出版社，2010，p.130
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京都市内の細街路形成の歴史的な経緯

　細街路が集積する密集市街地には、歴史的な都市の旧市街地や古くからの漁村集落など近世もしくはそれ以前に起源

をもつ地区や、急激な都市化や戦災復興時などのスプロールによって近代以降に形成された地区があり、それぞれに地

区の形成の歴史を負っている。京都市都心部の細街路には、中世から近代までの間に形成され現在も残るものもあれば、

近代以降に形成されたものもある。

　近代以降では、武家地跡が細分化され市街化する際に道が通されたり、街区内の空閑地を活用した借家経営を目的と

する宅地開発に伴って数多くの袋路が形成されたと言われている。例えば西陣地区を対象とした研究では、明治末期か

ら大正初期にかけての大地主の土地所有形態と動向に着目し、武家地跡が分割されていく様子を明らかにしており、明

治末期や大正初期に開発された路地が現在も見られることを明らかにしている注 58）。

　街区の内側の宅地開発は近代より以前にも多く行われており、江戸・京・大坂の三都では江戸時代中期頃より路地の

形成を伴うミニ開発的な住宅建設が数多く行われたと言われている注 59）。江戸期に開発されたこれらの路地が、建物は更

新されつつも位置や形状を継承し現存している例もある注 60）。また、特に古い時期に形成された道としては、「辻子」や「突

抜」と呼ばれるものがある。平安時代後半頃以降に、平安京の条坊制に規定されていない新しく設けた道に対して「辻

子」という名称が付けられたと言われており、「図子」「厨子」と表記される例もある。「〜〜辻子」という名称を持つ道

は 120 ほど見つかっており、そのうち現存しているものも多い。「突抜」も同時期以降に既存の道を延長するような形

で新たに設けられた道に対して付けられた名称であると言われている注 61）。

　このように、京都市都心部は中世から現在に至るまでの長い都市としての歴史の中で形成された異なる時代に起源を

持つ細街路が混在している状態である。上述の通り、細街路は地域の時間と文化の記憶を引き継ぐ存在であるという指

摘があったが、京都市都心部の細街路は、非常に長い歴史的な都市形成の歴史と都市居住の文化を今に伝える存在である。

注 58）　水島あかね：西陣における都市空間の再編，高橋康夫・中川理編，京・まちづくり史，昭和堂，第３章５，pp.176-185，
2003.7、　水島あかね：近代京都市域に形成された路地空間に関する研究，日本建築学会大会学術講演梗概集，pp.247-248，
1999.9、　水島あかね：明治末期以降の京都における宅地開発に関する研究−大正元年度発行『京都市及接続町村地籍図』を用いた
旧上京元 16 学区の分析，日本建築学会大会学術講演梗概集，pp.305-306，2001.9 など。また、上林研二：路地型共同住宅の改善
と継承的再開発に関する研究，京都大学博士学位論文，1997，2-3 路地型共同住宅の供給，2-4 武家屋敷地の放出と路地型共同住宅
などでも報告されている。

注 59）　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，学芸出版社，2001.6，p.161-163 の記述より。ここでは、路
地という言葉が十六世紀中頃には通路を意味するものとして使われていることから、路地による裏借家建設もその頃既に行われてい
ただろうと延べられている。

注 60）　上林研二：路地型共同住宅の改善と継承的再開発に関する研究，京都大学博士学位論文，1997，2-1 近世の路地型共同住宅と
その消滅，p.28-33 では、下京区のある町の 1872（明治 5）年と 1985（昭和 60）年の地図を比較し、４ヶ所あった路地と裏借家
群のうち２ヶ所において明治初期の建て方が継承されていることを報告している。

注 61）辻子および突抜については以下の文献を参考にした。　・高橋康夫：辻子−その発生と展開−，史学雑誌，86(6)，pp.909-950，
1977.6　・足利健亮編：京都歴史アトラス，中央公論社，1994　・足利健亮：中近世都市の歴史地理ー町・筋・辻子をめぐってー，
地人書房，1984　・高橋康夫，中川理編：京・まちづくり史，昭和堂，2003.7
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街路および細街路に対する評価のまとめ

　街路とは本質的に都市空間の魅力を決定づける中心的な存在であり、非常に重要な空間であると捉えられていた。また、

幅員の狭い街路である細街路に対しても、多様な視点から肯定的に評価する言説が存在した。これらの細街路に対する

肯定的な評価は、都市環境としての空間的魅力に対する評価、生活空間としての評価、都市の経済活動という観点から

の評価、歴史性・文化性に対する評価、という４つの視点に大別することができる（表 1-9）。このように細街路は、都

市環境的、生活空間的、経済的、歴史・文化的観点からの多面的な価値を持つ存在である。

　現実的には、個々の細街路の特徴によって、これらの価値のうちどの性質が強いかが異なっている。京都市都心部の

細街路では、全体として歴史的・文化的側面が特に大きく表れると考えられる。

　細街路は従来、防災安全性の問題から、拡幅・解消すべきと考えられてきた。近年、拡幅や解消を前提とせずに沿道

建築物の健全化を図る施策が広がりを見せているが、その背景には、なかなか拡幅や解消が進まない現実を受けて、む

しろ現状幅員のままでも沿道建築物を健全化させるほうが防災性が高められるという考え方があった。拡幅や解消を目

指さないという意味では大きな転換であるが、防災安全性という視点からの評価であることには変わりがない。しかし

上述のように細街路は、都市にとって多様かつ重要な価値をもたらす。防災安全性を高めていくと同時に、細街路の持

つ多面的価値の維持・継承を図っていくことが望ましい。

都市環境的
観点からの評価

評価の観点 評価の内容、キーワード

・小規模間口、密度の高さ、変化に富んだ風景、視覚的利点

・表通りに対して異質な空間、都市空間に深みを与える存在
・ヒューマンスケールな空間

・車ではなく歩行者優先、交通安全性

・自然な相互監視による治安の確保
・アイデンティティの表現の場

・街路と沿道が一体となったストリート・コミュニティ
・居住空間の延長としての利用、人々の安息所

・小資本で進出可能なものの存在の重要性、経済的重層性

・主体の近接性、道の広場性によるインキュベーション機能
・個別更新が可能であることによる持続性の高さ

・古い町並みを残す場、町並みの連続性

・地域の時間と文化の記憶を引き継ぐもの
・習慣や文化を残す場、コミュニティの連続性

生活空間的
観点からの評価

経済的観点
からの評価

歴史・文化的
観点からの評価

表 1-9　細街路に対する肯定的な評価の整理（筆者作成）
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1-2．研究の目的と課題

1-2-1. 研究の目的

　細街路に関する施策は長い蓄積がある。細街路の拡幅および解消を目的とした施策から始まり、なかなか拡幅が進ま

ない現実を踏まえ、避難経路の確保などの条件のもとに沿道建築物の健全化を進める施策へと展開してきた。近年で

は、実質的な幅員の緩和にあたる３項道路指定を景観保全を目的として実施することが可能となっている。京都市では

2012 年に細街路に関する新しい政策指針を発表し、歴史的景観を有している細街路に対しては、安全性を確保しつつ

良好な景観を維持・継承するための対策を推進するとしている。しかし、「歴史的細街路」に指定されている事例は以前

から景観保全の活動を継続的に行ってきた祇園町南側地区の３項道路に限られており、京都市以外の施策を含めてみて

も、細街路沿いのまちなみの維持・継承に関する実践や知見はまだ不足している状況である。

　細街路は防災面での危険性があると言われる一方で、都市環境的観点、生活空間的観点、経済的観点、歴史・文化的

観点からの多面的な価値を持ち、都市に魅力を与える重要な存在でもある。京都市都心部の細街路は、都市環境・生活

空間的な価値や経済的な観点からの価値を持つものであるとともに、京都の長い歴史の中で形成された都市居住の歴史

的・文化的背景を特に強く持つ存在である。街路は沿道に立ち並ぶ建築物と一体となって都市内の空間を形成している。

細街路は道の幅員が狭く、特に沿道に立ち並ぶ建築物が空間としての細街路の性質に大きく影響することから、細街路

沿いのまちなみについての検討は、細街路の本質的な有り様についての重要な観点であり、さらには魅力ある都市空間

に関する議論としても意義がある。細街路沿いのまちなみの維持・継承とは、このような多面的な価値の維持・継承に

繋がる概念として捉えることができる。

　以上より、本研究は、京都市都心部の細街路沿いのまちなみを維持し、将来にわたって継承していくための方策につ

いて、具体的な知見を得ることを目的とする。

　なお、細街路沿いのまちなみの維持・継承には、細街路沿いの土地建物の利用者および所有者、事業者、行政、周辺住民、

一般市民など、幅広い主体が様々なレベルで関わることが考えられるが、本研究は基本的に行政の立場からとり得る方

策を主要な関心領域とし、細街路に関する施策や法制度上の課題を対象に検討を行う。
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1-2-2. 研究の課題

　本研究の目的に対応する具体的な研究課題として、以下の２点を設定した。

　　研究課題１：細街路の分布と町家の分布の関係性の分析

　　研究課題２：細街路沿いのまちなみの維持・継承における課題の把握

	 ２−①実際のまちづくり事例の成果と課題　／　２−②細街路に面する高層建築物の実態の把握

研究課題１：細街路の分布と町家の分布の関係性の分析

　細街路沿いのまちなみの維持・継承のための方策について検討する際には、対象とする細街路の分類やタイプごとの

方針に関する議論、まちなみの維持・継承を阻害する現状の問題点に関する議論、問題点の解決やまちなみの維持・継

承を促進するための方法に関する議論など、多様な論点が存在する。本研究では、細街路の立地と町家の立地の重複関

係の分析を通して、対象とする細街路の選別と対策の方向性について検討することを第一の研究課題とする。

　細街路の持つ多面的な価値の中でも、長い歴史の中で形成されてきた京都市都心部の細街路において歴史性は特に重

要な価値であり、まちなみの維持・継承を考える上でも、現時点で歴史的なまちなみを維持している細街路への対策は

重要である。京都の景観の依拠すべき基盤として町家の存在があり、細街路沿いに町家が密集して立ち並ぶまちなみは、

歴史的景観を有する細街路であると考えられる。

　細街路と町家はどちらも歴史的市街地の特徴的な存在であり、両者の位置には重複関係があると推測されるが、両者

の分布の関係性についてはこれまでほとんど分析されていない。そこで本研究では、研究課題の１点目として町家と細

街路の立地の重複関係を分析を行う。これにより、細街路沿いのまちなみの維持・継承において優先的に対象とするべ

き細街路についての知見が得られると考えられる。本研究では、京都市による調査において対象とされた京町家の定義

に倣い注 62）、「1950 年以前に伝統軸組構法により建築された木造家屋」を「町家」とし、平屋や長屋建てのものも含んで

捉える。町家の特徴等の詳細については 1-5 において後述する。

研究課題２：細街路沿いのまちなみの維持・継承における課題の把握

２−①実際のまちづくり事例の成果と課題

　細街路沿いのまちなみの維持・継承における課題を把握することを研究課題２とする。まず、実際に細街路沿いのま

ちなみの維持・継承に取り組む事例を対象とし、そこでの成果と課題を明らかにする。これにより、まちなみの維持・

継承を阻害する現状の問題としては何があるのか、どういった点が課題でありどのような方策が必要であるかについて

の知見を得ることができると考えたからである。

　細街路沿いのまちなみの維持・継承における課題について細街路政策という観点からの既存の理論は存在せず、都市

による歴史的・文化的な背景の違いもあることから、個別の事例研究が重要である。実際に細街路沿いのまちなみの維持・

継承に取り組む事例を対象とし、ある程度以上の長期的な観察および総合的な考察を行うことが、課題を発見する上で

効果的であると考えられる。京都市の細街路政策では、「歴史的細街路」等の新しい道路指定基準に則った道路指定を受

ける要件として、関係者の同意を前提としていることからも、実際に取り組む事例を対象とした検討には意味があると

考えられる。

　細街路沿いのまちなみは、狭幅員の道と道沿いに建つ建築物の外壁によって規定される。さらに、細街路沿いのまち

なみを構成する要素として、建築物そのものに関する項目、道の舗装など道の状態に関する項目、建築物の付属物や道

注 62）　京都市，財団法人京都市景観・まちづくりセンター，立命館大学：平成 20・21 年度「京町家まちづくり調査」記録集，頁報 1，
2011.3
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上に置かれた物などに分けることができる。建築物そのものに関しては、建築物の規模に関する項目、建築物の配置に

関する項目、および建築物の外観意匠や素材などいわゆるファサードに関する関する項目の３つに大きく分けることが

できる注 63）。

　１点めの建築物の規模は、建築物の間口方向の大きさおよび建築物の高さに依存する。細街路沿いにおいては、ヒュー

マンスケールを特徴とする細街路沿いのまちなみに対して大規模な建築物が現出する際に特に大きな問題となると考え

られる。２点めの配置に関する項目については、町家街区一般に道に面して建築物が建つことが基本であり、壁面線の

ずれが問題となる。壁面線のずれによるまちなみへの影響は、細街路沿いだけではなく 4m 以上の通り沿いであっても

同様に問題であるが、二項道路沿いの敷地においては敷地後退が必要となるように、細街路沿いでは制度的に求められ

る壁面後退が存在するため、問題はより複雑であると考えられる。３点めのファサードに関する項目については、伝統

的な意匠や素材と異質な意匠・素材の混在によるまちなみの混乱や、空き家等の管理不全による状態の劣化といった問

題が考えられる。町家が多く残る細街路では、町家にみられる伝統的な意匠や素材に対して異質なもの混在することに

よる混乱が問題である。

　規模に関する問題について知るには、低層のまちなみが広がっているような地区ではなく、ある程度高度利用が求め

られ規模の大きな建築物が存在し、変化の圧力も大きい地区に位置する細街路の事例を対象とすることが適切であると

考えられる。さらに、ファサードの問題についても含めて総合的に扱うには、町家が立ち並び歴史的なまちなみを維持

している細街路を対象とすることが望ましい。以上より、京都市の中心部に立地し、現状で町家が立ち並び歴史的なま

ちなみを残す細街路沿いにおいてまちなみの維持・継承に取り組む実際の事例を対象とした調査を行い、そこでの成果

と課題を把握することを研究課題２−①とした。

２−②細街路に面する高層建築物の実態の把握

　研究課題２−①において、細街路に面する敷地に高層建築物が建つことによる細街路沿いのまちなみへの影響が大き

いこと、さらに、現状の建築規制では細街路沿いに建つ建築物の形態が不安定で予測ができないことが大きな問題であ

ることが明らかになった。そこで、研究課題２−②として細街路に面する高層建築物に着目し、対象範囲を広げて調査

を行い、実態の把握と課題の検討を行った。

注 63）　景観に関する用語についての辞書における「街並み」の項目では、「街並みの構成要素」として「壁面線」「ファサード」「中

間領域と付属物」の３点を挙げている。「壁面線」は建物のボリュームと配置を含み、「中間領域と付属物」は塀や植栽などの建物本

体以外の要素が想定されている。篠原修編：景観用語辞典増補改訂版，彰国社，1998

沿道建築物沿道建築物

道：幅員 4m未満

図 1-5　狭幅員の道と沿道建築物によって構成される京都市都心部の細街路のイメージ（筆者作成）
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1-3．研究の方法と論文の構成

1-3-1.　研究の方法

　本研究の主要な調査方法は、地図資料等を含む文献調査、現地調査、および事例に対する参与観察調査である。

研究課題１に対する研究方法

　京都市の都心部である上京区・中京区・下京区・東山区の４区を対象とし、京都市によって行われた細街路の悉皆調

査および町家の悉皆調査のデータを用い、両者の分布の重複関係を分析する。

　細街路の分布については、2006 年度に京都市によって行われた４区内の悉皆調査である国土施策創発調査（以下、

創発調査）注 64）のデータを用いている。この調査では、４区内の幅員 4m 未満の道を全て地図上にプロットし、幅員、延

長距離、沿道建築物の数や状態、道の管理状況などを現地調査によって記録され、その結果が報告書として公表されて

いる。本研究ではこの報告書の他に、現地調査の結果を記録した 1/2500 の白地図 20 枚および外観調査項目を細街路

ごとに記した表データの提供を受けて利用している。また、調査不可または調査対象外として市による現地調査が行わ

れなかった細街路に対しては、必要な情報を住宅地図等の地図調査、および現地調査によって補っている。

　町家の分布については、2008-09 年度に行われた京都市による第３回京町家まちづくり調査注 65）のデータを使用して

いる。京町家まちづくり調査は、専門家調査員注 66）、一般調査員並びに立命館大学の学生スタッフによってチームを編成

し、京都市内で町家の残存が推測される全域を対象とした建築物の外観調査を行い、存在する町家の位置、中二階や平

屋といった類型や、保存状態などを記録している。良好に維持管理され伝統的な意匠をよく残すなど文化財的な価値を

持つ町家だけでなく、いわゆる看板建築といった大きく改変されている町家についても対象として悉皆調査されている

点が特徴である。

研究課題２に対する研究方法

　研究課題２−①に対する研究方法として、京都市中心部の細街路沿いの町におけるまちづくり活動を対象とする参与

観察調査を行った。筆者は 2009 年 9 月以降の対象とする町のまちづくり活動に継続的に参加し、資料収集を行った。

また、現地調査、地図資料（白地図、住宅地図、京都市明細図）調査、登記簿調査、関係者への聞き取り調査を行い、

対象細街路が置かれている状況を総合的に扱っている。

注 64）　国土交通省住宅局，京都市・大津市・宇治市三都市協議会：京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る歴史都市

の美しい細街路の維持・保全のための調査研究報告書，2007.3

注 65）　京都市，財団法人京都市景観・まちづくりセンター，立命館大学：平成 20・21 年度「京町家まちづくり調査」記録集，

2011.3

注 66）　京町家の保全再生に早い時期から取り組んできた NPO 法人京町家再生研究会をはじめとする多数の京町家関連の市民活動団

体や、京都府建築士会、京都府建築工業組合といった建築関連の職能団体などの協力により、普段から京町家に関わる活動・仕事を

している人材がボランティアで専門家調査員として参加している。
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　対象として、田の字地区注 67）と称される京都市の中心部の中で、そのほぼ中心に位置し、かつ細街路沿いに現在も町

家が多く残る膏薬辻子（こうやくのずし）を選定した。膏薬辻子は、約 120m 角のほぼ正方形の街区を南北に抜ける細

街路である。中央付近で２回曲がる鉤型の形状を特徴とし、幅員は最大 3.2m、最小 1.85m である。途中に T 字型をし

た袋路が接続している。商業施設が建ち並び、２本の鉄道が交差する場所でもある四条烏丸交差点から徒歩３分の極め

て繁華で交通至便な立地である。京都市の中心部の町は通りを挟んだ両側町を基本としており、町の規模は非常に小さい。

膏薬辻子を含む街区においても、外周の道沿いにそれぞれの両側町があり、その４つの町に囲まれるように膏薬辻子を

中心とする両側町である新釜座町がある。

　続いて、この事例調査によって明らかとなった課題である細街路と高層建築物の関係の実態について、研究課題２−

②として、建築計画概要書の調査、地図資料調査、および現地調査を行った。

注 67）　田の字地区とは、南北の通りである河原町通、烏丸通、堀川通、および東西の通りである御池通（一部夷川通）、四条通、五

条通という幹線道路によって区切られる街区が田の字形を成す京都市中心部の地区を指す。幹線沿道を中心とする都心の商業地とし

ての性格と、長く続いてきた職と住とが共存する市街地としての性格を併せ持つ、京都市の歴史的都心であり、田の字地区の街区内

部は、都心のにぎわいと良好な住環境の調和を目的として、建物用途の規制や誘導を行う職住共存特別用途地区に指定されている。
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1-3-2.　論文の構成

　図 1-6 に本論文の構成を示す。本論文は、序論（1 章）、本論（２章〜４章）、結論（５章）によって構成される。

　第１章は序論であり、研究の背景、研究の目的と課題、研究方法、研究の位置付け、および用語の定義を行っている。

　第２章は細街路の分布と町家の分布の関係性の分析であり、研究課題１に対応する。

　第３章は細街路沿いのまちなみの維持・継承に取り組む京都市中心部に位置する細街路を対象とした調査および考察

を行っており、研究課題２−①に対応する。

　第４章は第３章で対象とした事例の中で、まちなみの維持・継承に大きく影響を与えるものとして指摘された細街路

に面する高層建築物について、京都市中心部の幹線道路沿いを対象として実態を分析することで課題の検討を行ってお

り、研究課題２−②に対応する。

　第５章では、各章で得られた知見をまとめた上で、本研究の結論を述べている。

２章

３章

１章

４章

５章

序論

研究課題１
細街路の分布と町家の分布の関係性の分析

研究課題２
細街路沿いのまちなみの維持・継承における
課題の把握

２－②
細街路に面する高層建築物の実態の把握

２ー①
実際のまちづくり事例の成果と課題

結論

・都心４区を対象とする元学区単位の分析
・特定地区における詳細分析（仁和学区／有隣学区）

・２－①で得られた細街路に面する高層建築物に
　関する問題について範囲を広げて調査、分析

・京都市中心部の細街路沿いのまちづくり活動を
　対象とする調査、分析

図 1-6　論文の構成
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1-4．既往研究と本研究の位置づけ 

細街路の実態に関するもの

　細街路沿いの住宅や生活の実態についての研究蓄積は多い。鈴木らは、集合住宅や住宅団地におけるアプローチおよ

び生活の向きと生活領域注 68）の形成に関する一連の研究に関連するものとして、東京都中央区月島地区などの路地の実

態調査を行っている注 69）。この中で、路地の両側の家の開放の程度と家の前に置かれている植木などの量を示しており、

その程度が高い路地は自然に他人を排除する効果をもつと指摘している。吉本らは、東京都区部内の複数の地区を対象

に細街路の形態を分類するとともに、各地区の具体的な細街路を対象に道路の形態および物のあふれ出し状況と住民の

意識を調査している。「あふれ出し」とは個人的所有物が細街路へはみだした状態を言うものとされ、その量は地区によっ

て異なること、あふれ出しは交通や防災上不利になるが、自動車進入が無いことや緑の効果などを評価する意識がある

と報告している注 70）。池永らは複数の地区を対象に、居住者および非居住者に対するアンケート調査を行い、実際に利用

している範囲、および領有意識について調査している。細街路型の住宅地では、複雑な道路形状に対する評価は低かっ

たものの、居住環境や近隣との関係には満足しているという結果を報告している注 71）。

　その他、比較的近年の研究として、大阪の長屋の改修実態を扱った原田の研究がある注 72）。戦前建築の長屋が袋路を含

む狭い路地沿いに集積する空堀地区を対象に、空間特性の把握、所有者へのヒアリング、および新規流入者へのヒアリ

ングを行っている。そこでは、地域資源をもつ路地において多く長屋が残りコミュニティ活動も継続する傾向が見られ

ること、戸別に見られる居住改善行為を具体的に明らかにしていること、ただし街区レベルでの避難路の確保といった

課題は解決されないままの状態であること、長屋の後継者が不明瞭である場合が多く維持についての不安が大きいこと

などを明らかにしている。

細街路に関わる法律や制度に関連するもの

　狭あい道路とまちづくり研究会による３冊の書籍注 73）は、細街路整備に関わる制度について広範に扱い、実態と課題

を全国の自治体における実践例を数多く集めて提示しており、細街路の拡幅整備や、建替えが困難な敷地への制度的対

注 68）　日常生活の繰り返しの中で慣れ親しみ，その空間を自分のものと感ずる心理による擬似的な領有の範囲を生活領域としている。

鈴木成文，小柳津醇一，初見学：「いえ」と「まち」−住居集合の論理，鹿島出版会，1984.6

，p.134

注 69）　鈴木成文「住戸近傍における生活領域」鈴木成文他 1984（前掲・注 68）第Ⅳ章

注 70）　吉本正信，八木澤壮一，吉村彰，細田義和：細街路の形成過程−細街路の実態と整備の方向に関する研究 その１−，日本建築

学会大会学術講演梗概集，pp.185-186，1988.10

注 71）　池永美絵，藤岡浩明，森保洋之：生活領域の形成からみた住宅の集合形態に関する研究 その３−住宅地の比較からみた細街路

型住宅地の特徴について−，日本建築学会中国支部研究報告集，第 25 巻，pp.749-752，2002.3

・池永美絵，森保洋之：生活領域の形成からみた住宅の集合形態に関する研究 その４−格子状型住宅地との比較からみた細街路型住宅
地の特徴について−，日本建築学会大会学術講演梗概集，pp.35-36，2002.8

注 72）　原田陽子：大阪市空堀地区における路地単位特性と接道不良長屋所有者の居住改善実態―木造密集市街地における地域資源を

活かした住環境の保全的更新に関する研究―，日本建築学会計画系論文集，第 669 号，pp.2117-2126，2011.11

注 73）　狭あい道路とまちづくり研究会編：狭あい道路とまちづくり〜防災と生活と環境の総合化をめざして〜，地域科学研究会，

1996.3，井上隆編：狭あい道路とまちづくり Part Ⅲ狭あい道路と密集市街地の計画的整備，地域科学研究会，2008.3，井上隆編：

狭あい道路とまちづくり Part Ⅱ狭あい道路と生活道路の整備方策，地域科学研究会，2001.3
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応の現状の到達点と課題が整理されている。

　面的な事業に関する研究としては、朴らによる研究において、東京都区部の木造密集事業が実施された地区を対象に、

事業実績の分析を行い、タイプ分けを行っている。山崎らは、細街路を含む地区で、自治体による事業が実施されてい

る地区を対象とし、細街路整備の類型をまとめている注 74）。ここでは、市街地の地域的特徴に応じた細街路整備のパター

ンが大きく２つに分かれることが明らかにされている。具体的には、スプロール地域と旧・江戸の背景をもつ市街地は

個別敷地の前面道路の問題を抱えており、個別敷地の建替ごとに最低幅員を確保する「建築基準的整備」を全域で進め

ることが細街路整備の土台となっていること、それに対して、耕地整理や旧緑地地域の指定・解除の経緯があった周辺

区部では道路ネットワーク形成に重点を置いた「都市計画的整備」が可能となっていること、の２つのパターンの存在

が指摘されている。

　接道条件緩和に関する研究は 43 条但し書きの運用を対象としており、有田らは、市街地形成のプロセスによって地

区ごとに異なる特徴的なパターンがあること、運用基準について２項道路拡幅整備に準じた一律の方法では全てに対し

て必ずしも有効ではないこと、更に、出来る限り建築審査会において周辺街区も含めた総合的な審査が望ましいケース

や但し書き適用に限界があるケースがあることを指摘している注 75）。

　複数建築物の協調としては、田中らによる研究により連担建築物設計制度の研究において、自治体ごとの基準の違い

に着目し、結果として可能となる建築の形態についてシミュレーションにより明らかにしている注 76）。また、この制度に

共通する課題として、とば口敷地の参加を挙げており、優遇措置を設けている事例もあるが有効性が薄いと指摘している。

小浪らによる京都市における連担建築物設計制度の運用実態に関する研究では、適用事例４件の具体的な検討を行って

おり、関係主体の役割と意識をまとめている注 77）。その中で、事業者や設計事務所が主導的役割を担っていたこと、他の

住民は説明を受けてメリットを理解し了承するという受動的な参加であったこと、認定に至るまでに労力・時間がかかり、

その間の公的な支援がないことへの不満が多く聞かれたことなどが明らかにされている。川崎による研究では、東京都

中央区月島地区における事例を対象とし、当初は一団地型地区計画が利用されていたのに対して３項道路型地区計画と

することで関係者全員の同意を要しない点でメリットがあるとしている注 78）。

　その他、特定の地区における制度的な実践について報告するもの注 79）が多数ある。また、加藤は道路幅員規定の歴史

的変遷についてまとめている注 80）。

注 74）　山崎明子，中林一樹：東京区部における地域特性と細街路整備諸施策のあり方に関する研究 (1) − 23 区の細街路整備に関す
る経年比較と地域間比較の視点から−，日本建築学会計画系論文集，76(663），pp.947-956，2011.5

注 75）　有田智一，岩田司：接道困難敷地の実態に対応した接道特例許可の運用のあり方−中野区のケース・スタディ−，日本建築学
会計画系論文集，533，pp.135-142，2000.7

注 76）　田中友章，入江正之：密集市街地における連担建築物設計制度の活用に関する研究−川崎市・幸町３丁目における複数敷地区
画の協調的整備に関するケーススタディ−，日本建築学会計画系論文集，73（633），pp.2425-2432，2008.11

注 77）　小浪晋他：京都市における連担建築物設計制度の書道的運用実態−密集市街地における建築物敷地の集団的取扱いに関する研
究−，日本都市計画学会学術研究論文集，37，pp.385-390，2002.10

注 78）　川崎興太：路地保全を前提とした木造密集市街地における居住環境整備方策に関する研究−東京都中央区月島地区における３
項道路型地区計画の初動的な実績と効果−，日本都市計画学会都市計画論文集，41-3，pp.1013-1018，2006.10

注 79）　今西康剛他：密集市街地における個別改善型住環境整備とその評価に関する研究−神戸市長田区駒ケ林地区における事例調査
を通して−，日本建築学会近畿支部研究報告集，pp.557-560，2007.5，野澤知絵他：建ぺい率緩和を併用した街並み誘導型地区計
画の適用効果と課題−神戸市野田北部地区を対象に−，日本都市計画学会都市計画論文集，36，pp.511-516，2001.10，金冑錫，
高見沢実：持続的・段階的整備を可能とするための密集市街地整備制度に関する研究−横浜市「いえ・みち　まち改善事業」を対象
として−，日本都市計画学会都市計画論文集，42-3，pp.661-666，2007.10

注 80）　加藤仁美：市街地建築物法制定前の東京における私設道路の取扱いとその実態−明治後半期から大正初期にかけて−，日本建
築学会計画系論文集，第 412 号，pp.73-83，1990.6   



第１章　序論

-31-

細街路を含む市街地におけるまちづくりを主題とするもの

　まちづくり活動という視点からは、密集市街地におけるアートを中心とする活動が多主体を包摂する可能性を指摘し

た荒川らの研究注 81）や、まちづくりに関わる多様な主体を緩やかにつなぐ組織の形成プロセスとその役割を指摘した中

伏らの研究注 82）などがある。荒川は、東京都墨田区向島地区での一連のアートプロジェクトを事例として、地域の多様

な主体が参加するプロジェクトが市民や地域に与える影響について考察し、地域社会に参加したいがきっかけの掴めな

かった人々にとって、このような活動は地域との接点となりうることを示すとともに、地域における潜在的な問題意識

を顕在化させる効果があると結論づけている。中伏は、東京都墨田区向島地区と神戸市野田北部地区の２地区を対象とし、

「地域運営のアリーナ組織」が形成され展開するプロセスについて分析を行っている。「地域運営のアリーナ組織」とは

地域のビジョンや課題について議論する開かれた場を指し、対象とする２地区では既存の組織が区切りを迎えた際にこ

のような「アリーナ組織」が発生し、既存の枠組みから自由になりつつも立場を超えたネットワークを形成することで

柔軟で自律的な活動を支える組織としての役割を担ったと評価している。また、密集市街地の文化政策に着目した藤田

らの研究では、東京都墨田区京島地区において実施された複数のイベントやプロジェクトについて報告しており、地域

の文化を活かしたプロジェクトの実施によって、地域のアイデンティティがポジティブに再編され、かつ社会関係資本

が意思的に増強される可能性を指摘するとともに、そのためには地域資源の発見と空間の多義的な解釈が重要な要件で

あると指摘している注 83）。

細街路沿いのまちなみの保全という視点をもつもの

　細街路とまちなみの保全という観点では、東京都新宿区神楽坂地区および京都市祇園町南側地区における活動と既往

研究が本研究と関わりが深い。二地区とも細街路の保全と沿道の建築物の保全の両方を意図し、紳士協定的なまちなみ

に関するルールから法的拘束力を持つ地区計画の策定まで行っているのが特徴であり、また花街という点でも共通して

いる。神楽坂における町並み景観の変容を扱った松井らは、江戸時代から現在までの地区内の道の形成プロセスを明ら

かにするとともに、昭和初期からの花街関連建築物の変化を示し、その外観的な特徴と今後の計画的な課題について考

察を行っている注 84）。また、神楽坂におけるまちづくりルール策定の取り組みの変遷と現況を扱った研究においては、長

い時間をかけて「神楽坂らしさ」について議論を繰り返し、拘束力のない憲章型のルールから拘束力をもつ地区計画に

いたるまでのプロセスを報告している注 85）。ここでは、自治会、商店街、組合等の代表者と、NPO、専門家など多様な主

体が参加があり、行政も事業実施などで協力しながら徐々に活動が展開してきたことが明らかにされている。

　祇園町南側地区は京都市で現在唯一の「歴史的細街路」として条例で位置付けられており、本研究と大きく関わる。

上林の著書注 86）では、祇園町南側地区内の道の形成の歴史などを示すとともに、京都市による景観保全区域指定の動き

を受けた地域住民による活動の展開の過程を明らかにしている。祇園町南側地区では、花街における事業者という立場

注 81）　荒川佳大，真野洋介：地域での文化活動の派生からみた地域多主体型アートプロジェクトの役割に関する研究−墨田区向島地
区での一連のアートプロジェクトを事例として−，日本都市計画学会都市計画論文集，45-3，pp.289-294，2010.10

注 82）　中伏香織，真野陽介，佐藤滋：密集市街地における地域運営のアリーナ形成と展開プロセスに関する研究，日本都市計画学会
都市計画論文集，39-3，pp.325-330，2004.10

注 83）　藤田朗，後藤武，藤井正昭，百武ひろ子，久米由美，豊田晶子，岡田曜子，高美玲：密集市街地の文化政策−住環境に空間化
された地域文化の「使い方」−，住宅総合研究財団研究論文集，No.31，2004

注 84）　松井大輔，窪田亜矢：神楽坂花街における町並み景観の変容と計画的課題，日本建築学会計画系論文集，77（680），
pp.2407-2414，2012.10

注 85）　中島伸他：まちづくりルール策定の取り組みの変遷と現況−神楽坂における動態的都市保全−その１−，日本建築学会大会（北
陸）学術講演梗概集，pp.193-194，2010.9

注 86）　上林研二：祇園南−法が認めたコミュニティの防災力，西村幸夫編著『路地からのまちづくり』第５章，学芸出版社，2006
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から、まちなみの保全についての地域住民自身による価値認識の共有を背景に、拘束力のあるまちなみルールが実現し

ている。

　その他、細街路の保全を意図する制度に関する研究として、石垣を含めることで実質的には細街路を都市計画道路と

した沖縄における事例を検討する研究がある注 87）。

京都の細街路を対象としたもの

　京都市都心部の細街路を対象とする研究の代表的なものとしては三森による一連の研究があり注 88）注 34）、法制度的な観

点からの研究として接道条件から空間の特徴を分類したものや確認申請上の取り扱いを調べたもの、無接道敷地の変化

を分析したもの、建築基準法施行時期頃（以下、基準時）の地図を用いて細街路の形状や現在までの変化について分析

したものなどが行われている。そこでは、現存する路地空間および無接道敷地は、基準時にもその多くが存在し、建ち

並びがあったこと、対象地区内の無接道敷地数としては基準時から 2010 年までの間に概ね半減していること、敷地数

減少の主要な変化は表敷地への統合であること、袋路接続敷地では無接道敷地ではなくなったものと基準時の状態が固

定化されたものの両極端な減少が見られること、基準時には現在よりも通り抜けられる路地空間が多く存在していたこ

とを明らかにしている。この点は、本研究の課題１とする町家との重複関係の分析と関連する研究成果である。

　上林は袋路沿いに住宅が建つ形式を「路地型住宅」と呼び、袋路の実態を分布や権利の状況、所有者の意識などから

多角的に調査把握した上で、その「継承的発展」の方法について検討を行っている注 89）。供給実態に関する研究では、上

京区中立学区を対象に、現存する路地型共同住宅の供給時期を調査し、8 割弱が明治時代末期まで、その後のピークは

昭和一桁年代であることを明らかにしており、その理由として大正末期からの経済状況の悪化と昭和初期の自然災害な

どにより都市への人口流入が増えたことを挙げている。また、こういった住宅は借家として供給されるが後に分譲され

持家型が生じる過程を調査しており、分譲の背景には 1946 年に成立した極めて高率の累進課税である財産税の影響が

あったと指摘している。

　その他、袋路状の細街路の形成過程を分析した水島による研究注 90）がある。水島は、具体的な土地を対象に、路地の

注 87）　清水肇，小野尋子：那覇市首里金城地区における細街路整備計画の経緯と意義−歴史的景観保全と生活環境整備の一体的展開
−，日本都市計画学会都市計画論文集，41-3，pp.1019-1024，2006.10

注 88）　三森弘，花里俊廣：京都・都心部の無接道敷地における接道状況と敷地形状から見た変容とその要因−京都市明細図にみる居
住空間の再現とその変容（その２）−，日本建築学会計画系論文集，80(712)，pp.1347-1355，2015.6

・三森弘，花里俊廣：建築基準法制定時における京都・都心部の空間構造−京都市明細図にみる居住空間の再現とその変容−，日本建
築学会計画系論文集，77(681)，pp.2585-2593，2012.11

・三森弘，花里俊廣：京都市の建築確認申請からみた路地空間と無接道敷地の法的扱い，日本建築学会計画系論文集，77(675)，
pp.1121-1129，2012.5

・三森弘，花里俊廣：京都の既成市街地における敷地の接道条件からみた路地空間の特徴−都心地区・今熊野地区・七条地区におけるケー
ススタディ−，日本建築学会計画系論文集，76(668)，pp.1839-1848，2011.10

・三森弘他：京都の袋路における更新履歴と伝統的景観要素にもとづく空間の類型化−本能明倫地区における袋路事例と連担建築物設
計制度の新規適応事例との比較検討−，日本建築学会計画系論文集，75（656），pp.2381-2390，2010.10

・三森弘：接道規定からみた京都・都心部の路地空間の特徴及び維持・保全に関する研究，筑波大学博士学位論文，2013

注 89）　上林研二：路地型共同住宅の改善と継承的再開発に関する研究」京都大学博士学位論文，1997
・上林研二，大平容子：路地型共同住宅の供給に関する考察−路地型共同住宅の保全と継承的開発プログラムに関する研究 2 −，日本

建築学会大会（近畿）学術講演梗概集，pp.631-632，1996.9
・上林研二他：京都市旧市街地における袋路の再生に関する考察，日本建築学会近畿支部研究報告集，pp.653-656，1994.6

注 90）　・水島あかね：近代京都市域に形成された路地空間に関する研究，日本建築学会大会（中国）学術講演梗概集，pp.247-248，

1999.9

　・水島あかね：明治末期以降の京都における宅地開発に関する研究−大正元年度発行『京都市及接続町村地籍図』を用いた旧上京元
16 学区の分析，日本建築学会大会学術講演梗概集 F-1（都市計画），pp.305-306，2001.9



第１章　序論

-33-

形成および借家供給の経緯を調査しており、材木商などを行う事業者が経済情勢の悪化を受けて借家経営を行うように

なり、さらに戦後に分譲され得るプロセスを詳細に報告している。その内容は先の上林らによる報告と同様の結果であ

るが、より具体的に個別の経緯が示されている。

　また、京都市による創発調査の結果が報告書としてまとめられており注 91）、町家や地蔵・祠などの有無、舗装状況など

から景観（歴史性）指標を設定し、細街路の量的な把握を試みている。

京都の都心部や細街路沿いのコミュニティを扱ったもの

　建築や都市計画の文脈で京都市都心部のコミュニティを扱った研究としては、谷らの研究注 92）や、上田らによる一連

の研究注 93）がある。谷らによる研究では、京都市都心部の山鉾町を対象に、町コミュニティの現状と課題を、山鉾保存

会との関連や、関係者へのヒアリングをもとに分析している。上田らによる研究では 1970 年代における京都市都心部

における人々の生活範囲や近所付き合いの広がりが詳細に報告されており、下京区の事例においては、「ロージ」の人に

とっては「ロージ」が明確な「つきあい限定空間」になっていると結論づけられている。この背景には、表通りに面た

家を「カド」と呼ぶのに対して路地沿いの家は「ロージ」と呼ばれ、町内会の運営における権利と負担の両方において

明確な区別が存在していたことが示されている。これに対し、前述の上林らの研究注 94）においてはそうでない事例も見

られるとの報告がなされている。両者の報告の間には約 20 年の時間的隔たりがあり、また上林の調査は研究全体にお

いて追加的な調査に留まっている。

本研究の位置付け

　本研究は、従来は密集市街地の整備や細街路の拡幅整備、接道不良住宅の解消といった観点から語られることの多い

細街路に対して、細街路沿いのまちなみの維持・継承という視点からの検討を行っている点に独自性がある。そのため、

京都市内に大量に存在する細街路に対して、町家との関係性の分析から細街路沿いの歴史的なまちなみの存在の可能性

について検討し、施策についての知見を得ようとしている。

　また、細街路に関する施策としては、複数建築物の協調や街区程度の計画を基にする制度が特に本研究の視点にかか

わりが深い。これらの連担建築物設計制度や地区計画の策定に関する既往の研究では、合意形成の難しさが課題の一つ

となっていることが指摘されているが、本研究でも、実例を通して合意形成の問題について扱っている。実例への長期

間に渡る参与観察により、合意形成を阻害する要因について具体的に検討している点が本研究の特徴の一つである。

注 91）　国土交通省住宅局，京都市・大津市・宇治市三都市協議会：京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る歴史都市
の美しい細街路の維持・保全のための調査研究報告書，2007.3

注 92）　谷直樹：町に住まう知恵ー上方三都のライフスタイルー，平凡社，2005

注 93）　上田篤編：京町家・コミュニティ研究，鹿島出版会，1976

注 94）　上林研二：路地型共同住宅の改善と継承的再開発に関する研究」京都大学博士学位論文，1997
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1-5．用語の定義と関連する語の整理

(1)「細街路」

　本研究における「細街路」とは、現況の幅員が 4m に満たない道・通路を指す。通り抜けられるかまたは行き止まり

かといった形状や、いわゆる公道か私道かといった所有権や管理の状態は問わず、幅員が 4m 未満で通路として利用さ

れているものを「細街路」と呼ぶものとする。幅員が 4m 以上の道は建築基準法上の「道路」であり、本研究では「一

般道路」と呼ぶものとする。細街路の中で、一般道路から一般道路へと通り抜けられるものを「通り抜け細街路（以下、

通り抜け）」、一端のみが一般道路に接続し、もう一端が行き止まり状になっているものを「袋路状細街路（以下、袋路）」

と呼ぶ。

(2)「まちなみ」の「維持・継承」

　町家が並ぶ様子を表す「町並み」という言葉は古く、近世初期の資料にも用例が見られることから、主として歴史的

なまちの景観に対して「町並み」という用語が用いられる注 95）。一方で、歴史的なまちを前提とせず、現代の都市の景観

を対象とする際に「街並み」という用語が用いられる傾向がある注 96）。本研究で対象とする京都市都心部は、歴史的な市

街地であるとともに、ある程度の規模を有する都市の都市機能が集中する中心部でもあり、上記の２つの側面をともに

併せ持つ。そのため本研究では漢字表記を用いず「まちなみ」という表記を用いることとした。

　「維持・継承」はその語の意味する通り、まちなみを維持し将来にわたって継承していくことを指す。類似した用語と

して「保存」と「保全」がある。1966 年の古都保存法、1974 年結成の町並み運動の全国組織である町並み保存連盟（後

に全国町並み保存連盟と改称）、1975 年の伝統的建造物群保存地区制度の創設など、歴史的な町並みを対象として「保存」

という語が使われてきた。西村（2004）は、「町並みにおける「保存」とは、都市構造の文化財的価値を評価し、これ

を現状のままに、あるいは最低限の補強等を行って、対象の有する特性をそのままに維持していくこと」とし、「町並み

における保全とは、都市構造の歴史的な価値を尊重し、その機能を保持しつつ、適切な介入を行うことによって現代に

適合するように再生・強化・改善することを含めた行為全般」としている注 97）。「保全」を上記の通りの行為全般を示す

総合的な概念と捉えると、本研究における、まちなみの「維持・継承」とは、この保全という概念の一部に当たる。

　本研究は、細街路沿いのまちなみに着目している。細街路沿いのまちなみとは、幅員の狭い道空間とその両側に立ち

並ぶ建築物の外壁面によって構成される街路空間の様相であるが、この物理的な様相は 1-1-3 において述べた細街路の

持つ多面的な価値と強く関わりを持っていると考えている。言い換えれば、細街路沿いのまちなみの変質は、当該の細

街路が持っていた価値の変質を意味すると言える。細街路沿いのまちなみの維持・継承は、細街路の持つ価値を維持し

将来に継承していくことに繋がるという意味合いを込めるため、町並みや建築環境に対して用いられてきた「保全」と

いう用語を用いず、「維持・継承」という語を用いることとした。

注 95）　西村幸夫：風景論ノート - 景観法・町並み・再生，鹿島出版会，2008，pp.159-169「 町並み保全型まちづくり」における記
述を参考にしている。1974 年結成の「町並み保存連盟」や、同連盟が主催して行われている「全国町並みゼミ」、さらに全国町並み
保存連盟編著：新・町並み時代 - まちづくりへの提案，学芸出版社，1999 など、歴史的町並みを前提として「町並み」という言葉
が使われてきた。

注 96）　代表的な例として，芦原義信：街並みの美学，岩波書店，1979 など。

注 97）　西村幸夫：都市保全計画 - 歴史・文化・自然を活かしたまちづくり -，東京大学出版会，2004.9，p.10
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(3)「路地」

　関連する用語として「路地」がある。路地は路次・露地とも書き、京都では「ろうじ」とも発音される。基本的には

家と家との間の狭い道、敷地内に設けられた狭い通路などが路地と呼ばれる。江戸・京・大坂など三都では江戸時代の

中頃より、十分に利用されていない奥地を利用して裏借家が建設されるようになり、街区内部の借家群へと至るアプロー

チ道路として数多くの路地がつくられるようになったと考えられている。さらにそれらの路地は、単なる通路ではなく、

奥には共同の井戸や流し、便所、塵芥箱などの施設が置かれ、洗濯場、物干し場、炊事場、また子どもの遊び場なども

兼ねた多目的に利用される共用空間であったことも指摘されている。路地が表通りから別の表通りまで貫通しているも

のは京・大坂では抜路地、江戸では抜裏と呼ばれたが、江戸では抜裏が非常に多かったのに対して京・大坂では抜路地

は稀であったことも明らかにされている注 98）。

　上林は、上記の歴史的な研究を踏まえ、「通りと街区内部の住宅を結ぶ、町のにぎわいからはずれた、狭隘な歩行路で、

私的空間の延長として洗濯干場となっていたりする多機能な空間」を路地、路地と路地に接続する住宅（敷地）の集合

を「路地型団地」としている。調査対象地である京都の路地の特徴として「袋小路形状の歩行路が一般的」とした上で、

街区を貫く通りは原則として研究対象から除外している注 99）。

　三森は、路地を私的利用に供する私有地的な性質の強い袋路と一部の通り抜け路地と捉えており、それらの多くは建

築基準法に規定する「道路」ではないと考えられることから、建築基準法第 42 条に規定する道を「道路」としてそれ

以外の道を「路地」と定義している。一方で、路地が生活の場であることにも着目し、住宅へのアクセス路であること

も路地の要件としている注 100）。

　特徴や地域にこだわらず、主として幅員が 4m に満たない細街路を総称して「路地」とする見方も存在する注 101）。ここ

では、近世までに開発された道だけでなく、近代以降に設けられた借家群への通路や、大正期の土地区画整理事業によ

る計画的な狭幅員の道、市街地建築物法の指定建築線下による 9 尺道路、戦前のスプロールにより形成された都市近郊

の水路や畦道をベースとする網の目のような道など、成立の経緯や時代背景の異なる多様な道を全て「路地」として扱っ

ている。一方でこのような「路地」は「路地裏」という言葉と同様に、一般的には、懐古趣味的な関心の対象としてのイメー

ジが存在することも指摘されている。さらに、これらの用法とは全く異なり、特別な意味を持たせて「路地」という言

葉が使用されることもある注 102）。

　材野は、狭義の「路地」として「「街路から裏屋および裏敷地までのアプローチのための通路」であり、裏敷地に建物

が建って、実際に利用されている空間であって、かつ建物外通路（外部空間）であることが条件である」とし、「狭義の

「路地」は、袋小路であり、通り抜けのできる細街路は除外する。また、私有空間が原則であり、共同利用の場合も公共

施設でないことが条件である。」としている。また、「広義の「路地」は、袋小路という条件を外したものであり、通り

抜けの細街路であっても、私有空間であり、かつ、幅員が原則として四メートル未満のものは、「広義」の路地とみなす

ものである。」としている注 103）。

　このように「路地」という用語は、狭幅員の道という意味をベースとしつつ広く用いられ、多様な使われ方がされている。

注 98）　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，学芸出版社，2001.6，p.161-163 の記述より。

注 99）上林研二：路地型共同住宅の改善と継承的再開発に関する研究，京都大学博士学位論文，1996，p.27　

注 100）　三森弘：接道規定からみた京都・都心部の路地空間の特徴及び維持・保全に関する研究，筑波大学博士学位論文，2012，p.12-13

注 101）　上田篤，田端修編：路地研究 - もうひとつの都市の広場，鹿島出版会，2013 や，西村幸夫編著：路地からのまちづくり，学
芸出版社，2006 など。

注 102）　上原善広：日本の路地を旅する，文春文庫，2012 では、被差別部落のことを称して「路地」としており、この呼び方は中上
健次に倣っていると延べている。

注 103）　材野博司：都市の街割，SD 選書 208，鹿島出版会，1989，p.142
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本研究では、多様なイメージが付加された「路地」という用語は使用せず、基本的に現状の幅員のみで規定されるもの

として「細街路」という用語を用いることとする。

(4)「町家」

　「町家」は「町屋」と表記されることもあり、状況により語の指し示す対象も異なる場合がある。本研究では、京都市

による京町家の外観調査であり悉皆調査である平成 20・21 年度「京町家まちづくり調査」において対象とされた京町

家の定義に倣い、「1950 年以前に伝統軸組構法により建築された木造家屋」を「町家」とし、平屋や長屋建てのものも

含むものとする。町家の具体的な特徴は 2000 年の京都市の「京町家再生プラン」に示されている「検討対象とする京

町家」の特徴注 104）が適当であり、下記の通りである。

・立地：京都市内で戦前に市街化されていた地域。

・構造：伝統的な軸組木造の平屋、中二階、二階、三階の一戸建て、長屋建て、瓦葺きで平入りの大屋根を持つ。

・外観：大戸・木格子戸・木枠ガラス戸、虫籠窓・木枠ガラス窓、土壁、格子といった京町家の特徴的な外観を保っているか、

過去に有していた。

・間取り：通り庭、続き間、坪庭、奥庭を保っているか、過去に有していた。

・空間構成：外壁又は高塀が通りに接しており、隣家と軒を連ねている。

・使用用途：併用住宅、専用住宅、事業専用。

　町家の様式は時代とともに変化し、これらの特徴を多く持っているものから、一部分のみ該当するものまで多様な家

屋があると考えられる。特に大きく外観が改変されているものとして、「看板建築」と呼ばれるものがある。軒先の位置

に、屋根が見えなくなる高さまで新たに外壁を設けビルのように見せた外観を持つものであり、戦後の早い時期にこの

ような改修が多く行われた。こういった家屋でも、改修によって外観を伝統的な形態に戻すことも可能である。

　また、「ろうじ」に建ついわゆる借家建ての長屋は、表通りに建つ一戸建の大規模な町家とは異なる存在であるという

見方もある。確かに両者は大きく異なるが、ここでは、建築基準法の制定された 1950 年以降に建築された在来軸組工

法の現代の木造家屋と、それ以前までに建築された伝統軸組木造の家屋との区別を重視し、後者を称して町家と呼ぶも

のとする。

　本研究で対象とする細街路には長屋だけでなく一戸建の家屋も見られ、長屋であっても総二階であったり、格子や土

壁の典型的な外観を見せるものもあること、上述の通り改変されたものでも改修による復原の可能性もあること、さらに、

本研究では文化財的な町家の取り扱いを問題としているのではなく現在の市街地そのものを対象としていること、とい

う理由により、町家を広く捉えることとした。

注 104）　京都市：京町家再生プラン−くらし・空間・まち−，京都市，2000.5，p8-11
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2-1．本章の目的と研究方法

2-1-1. 本章の目的

　本章では、細街路の分布と町家の分布の関係性の分析を行う。細街路の持つ多面的な価値の中でも、長い歴史の中で

形成されてきた京都市都心部の細街路において歴史性は特に重要な価値であり、まちなみの維持・継承を考える上でも、

現時点で歴史的なまちなみを維持している細街路への対策は重要である。京都の景観の依拠すべき基盤として町家の存

在があり、細街路沿いに町家が密集して立ち並ぶまちなみは、歴史的景観を有する細街路であると考えられる。細街路

と町家はどちらも概ね戦前までに形成されたものであり、両者の位置には重複関係があると推測される。しかし両者の

分布の関係性については、これまでほとんど分析されていない。そこで本章では、町家と細街路の分布について、両者

の重複関係の実態を明らかにする。これにより、細街路沿いのまちなみの維持・継承において優先的に対象とするべき

細街路についての知見が得られると考えられる。

2-1-2．研究の方法

　まず京都市の都心部である上京区・中京区・下京区・東山区の４区を対象とし、京都市によって行われた細街路の悉

皆調査および町家の悉皆調査のデータを用い、両者の分布の重複関係を分析する。

　細街路の分布については、2006 年度に京都市によって行われた４区内の悉皆調査である国土施策創発調査（以下、

創発調査注 1）のデータを用いる。この調査では、４区内の幅員 4m 未満の道を全て地図上にプロットし、幅員、延長距離、

沿道建築物の数や状態、道の管理状況などを現地調査によって記録されている。

注 1）　京都市内の上京区・中京区・下京区・東山区の４区、および大津市の中心部を対象とした幅員４m 未満の道の悉皆調査の結果
がまとめられている。本研究ではこの報告書の他に、現地調査の結果を記録した 1/2500 の白地図 20 枚および外観調査項目を細街
路ごとに記した表データの提供を受けて利用している。国土交通省住宅局，京都市・大津市・宇治市三都市協議会：京都を中心とし
た歴史都市の総合的魅力向上調査に係る歴史都市の美しい細街路の維持・保全のための調査研究報告書，2007.3

図 2-1　京都市都心４区と本章の後半で分析対象とする仁和学区・有隣学区の位置　
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　町家の分布については、2008-09 年度に行われた京都市による第３回京町家まちづくり調査のデータを使用する。京

町家まちづくり調査は、専門家調査員注 2）、一般調査員並びに立命館大学の学生スタッフによってチームを編成し、京都

市内で町家の残存が推測される全域を対象とした建築物の外観調査を行い、存在する町家の位置、中二階や平屋といっ

た類型や、保存状態などを記録している。良好に維持管理され伝統的な意匠をよく残すなど文化財的な価値を持つ町家

だけでなく、いわゆる看板建築といった大きく改変されている町家についても対象として悉皆調査されている点が特徴

である。ボランティアである調査員による外観調査であることから文化財としての町家調査のような精度は無いが、ス

トックとしての町家の網羅的な全数調査として意義のある調査であり現存する町家の分布を把握する際に相応しいもの

として採用している。本研究での町家とはこの調査において調査対象とされた建築物を指すものとする。この調査では

「1950 年以前に伝統軸組構法により建築された木造家屋」を対象としており注 3）、その特徴としては、瓦葺きで平入りの

大屋根を持ち、虫籠窓・土壁・格子といった特徴的な外観を保っているか、過去に有していたものとされている注 4）。また、

この調査では京都市内の町家を対象として京町家という語を用いているが、本研究では単に町家とする。

2-1-3．関連する既往の研究

　京都市による創発調査の結果が報告書としてまとめられており注 5）、町家や地蔵・祠などの有無、舗装状況などから景

観（歴史性）指標を設定し、細街路の量的な把握を試みている。ここでは各細街路について町家の有無が調べられてい

るが、本研究は町家全体の分布を細街路の分布と重ね合わせて関係性を分析している点で異なっている。

注 2）　京町家の保全再生に早い時期から取り組んできた NPO 法人京町家再生研究会をはじめとする多数の京町家関連の市民活動団体
や、京都府建築士会、京都府建築工業組合といった建築関連の職能団体などの協力により、普段から京町家に関わる活動・仕事をし
ている人材がボランティアで専門家調査員として参加している。

注 3）　京都市・財団法人京都市景観・まちづくりセンター・立命館大学：平成 20・21 年度「京町家まちづくり調査」記録集，2011.3，p. 報

１頁

注 4）　1997 〜 1999 年にかけて行われた京都市による第１回の京町家まちづくり調査の結果を報告し、京都市の施策としての京町家
の保全・再生の位置付けを宣言するものとして、2000 年に公表された「京町家再生プラン−くらし・空間・まち−」がある。その中で、
検討対象とする京町家の特徴として示されている。京都市：京町家再生プラン−くらし・空間・まち−，2000.5，p.8

注 5）　国土交通省住宅局，京都市・大津市・宇治市三都市協議会：京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る歴史都市

の美しい細街路の維持・保全のための調査研究報告書，2007.3
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2-2．都心４区における細街路と町家の分布

2-2-1．区別の細街路の状況

　上京区、中京区、下京区、東山区の都心４区内の細街路の本数と細街路沿いの敷地数を表2-1、図2-2、2-3に示す。本数と、

創発調査において現地調査された細街路の細街路沿いの敷地数は創発調査における沿道建築物数を利用している。創発

調査において現地調査の対象外とされた 1.8m 未満の細街路および調査不可の細街路 2,160 箇所については、創発調査

において記録されている位置情報から、住宅地図を用いて細街路沿いの敷地数を確認した注 6）。細街路の量的データは本

数と延長距離によって表記されることが一般的であるが、本研究では町家との重複関係を分析するため、また、建築的

なストックとしての量を把握するため、延長距離ではなく各細街路沿いの敷地数に着目する。また、細街路は通り抜け

られるものと一方の端部が行き止まりになった袋路に分けることができる。通り抜けられるか袋路かによって建築基準

法上の取り扱いが変わるため、通り抜けと袋路に分けて分析を行う。

　本数、敷地数とも最も多いのは中京区であり、特に通り抜けの本数と通り抜け沿いの敷地数が中京区で多くなっている。

袋路は本数では４区の間にあまり差はないが、敷地数では上京区が多く、続いて東山区が多い。この２区に敷地数の多

い袋路が多いと言える。

注 6）　使用した住宅地図は 2008 年度版である。創発調査で調査されていなかった 1.8m 未満の細街路についての敷地数の確認では、
袋路については表道路に面する角地にあたる敷地は含まず、袋路のみに面する敷地のみを計上した。それに対して、創発調査の沿道
建築物数は袋路についても表道路に面する敷地も計上している場合も部分的に見られた。また、創発調査の沿道建築物数では長屋に
ついて戸数を建築物数として計上している。建築物数としても敷地数としても、一般的には一棟の長屋は１と扱うべきであるが、本
研究では町家との重複関係を分析するものであり、京町家まちづくり調査でも長屋は戸数を計上しているため、本研究においても長
屋は戸数を計上している。さらに、沿道に空き地がある場合や、長屋以外でも敷地と建築物数が一対一対応しない場合も考えられ、
創発調査の沿道建築物数と敷地数とは厳密には差が生じるが、学区単位の分布傾向の把握は可能であると考え採用している。

表 2-1　細街路の本数と細街路沿いの敷地数

（資料）本数は国土施策創発調査（国土交通省住宅局，京都市・大津市・宇治市三都市協議会：京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る歴
史都市の美しい細街路の維持・保全のための調査研究報告書，2007.3）のデータであり、細街路沿いの敷地数は創発調査のデータに本研究における地
図調査によって集計したデータを合計したもの

本数 面する 敷地数
／本数

敷地数
／本数

敷地数
／本数敷地数 本数 面する

敷地数 本数 面する
敷地数

4区 5489 44092 8.0

8.5

8.8

7.8
8.0

14.8

17.0

16.2

14.3
12.0

4.0

4.8

3.4

3.7
4.3

2034 30123 3455 13969
上京区 1288 10932 394 6654 894 4278
中京区 1467 12850 621 10027 846 2823
下京区 1367 10700 533 7616 834 3084
東山区 1367 9610 486 5826 881 3784

細街路合計 通り抜け 袋路
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2-2-2．学区注 7）単位の細街路の分布

　表 2-2 に示す学区ごとの細街路沿いの敷地数、町家数、および密度を元に、面積あたりの細街路沿いの敷地数（密度）

の大小を学区ごとに地図上に示したものが図 2-4、2-5 である。図 2-4 を見ると、上京区、中京区、下京区の西部に位

置する学区において通り抜け沿いの敷地の密度が高くなっており、特に中京区の西部の学区が上位を占めている。

　通り抜け沿いの敷地の密度が高い中京区の西部、朱雀学区一帯は、大正期から昭和初期にかけて市街化した地域であ

る。一方、袋路沿いの敷地の密度は、上京区の西南部、東山区の西部、下京区の中央部の学区において高くなっている。

袋路沿いの敷地の密度が最も高いのは花街である祇園地区の北側に位置する有済学区である。続いて旧花街である島原

地区に当たる淳風学区周辺で高くなっている。広い範囲で密度が高くなっている上京区西部のいわゆる西陣地区一帯で

ある。

注 7）　京都市都心部の町は一般に規模が小さいため、区の下の規模として学区を選択している。ここでの学区とは明治期に設けられ
た小学校区である「元学区」を指し、室町時代から続いてきた町組を改組した番組によって小学校区とされたものである。現在の小
学校区は統廃合等により改変されているが、「元学区」は現在も地域空間の範囲やコミュティの単位であり、自治連合会や行政統計
資料等の単位として使用されている。

図 2-3　細街路の本数（左）と細街路沿いの敷地数（右）の区別割合
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図 2-2　区別の細街路の本数（左）と細街路沿いの敷地数（右）
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（資料）本数は国土施策創発調査（国土交通省住宅局，京都市・大津市・宇治市三都市協議会：京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る歴
史都市の美しい細街路の維持・保全のための調査研究報告書，2007.3）のデータであり、細街路沿いの敷地数は創発調査のデータに本研究における地
図調査によって集計したデータを合計したもの（図 2-2、2-3 とも）
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表 2-2　学区ごとの細街路沿いの敷地数と町家数の密度
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図 2-4　学区面積あたりの通り抜け沿いの敷地数
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図 2-5　学区面積あたりの袋路沿いの敷地数
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2-2-3．町家の分布

　図 2-6 は学区ごとの面積あたりの町家数（密度）の大小を地図上に示したものである。最も密度が高いのは上京区西

部の出水学区であり、下京区の淳風学区、中京区朱雀第二学区が続いている。少し広い範囲で見ると、上京区西南のい

わゆる西陣地区注 8）一帯が広く密度が高くなっている様子がわかる。また、二条城の南側に位置する中京区の中央辺りの

学区や下京区の有隣学区、東山区の新道学区周辺などで密度が高くなっていることが読み取れる。これは、京都市都心

部でも特に繁華な中心市街地となっているいわゆる田の字地区の周縁辺りに当たると考えられる。

2-2-4．細街路の分布と町家の分布の関係性

　町家の分布を示す図 2-6 と、細街路沿いの敷地の分布を示す図 2-4（通り抜け）、図 2-5（袋路）とを比較すると、図

2-5 に示す袋路沿いの敷地の分布と図 2-6 に示す町家の分布において、共に西陣地区や東山区西部周辺の学区で密度が

高くなっている様子が見られ、類似した傾向があることが見てとれる。図 2-4 の通り抜け沿いの敷地でも、西陣地区に

は多く分布している点が共通している。

　学区ごとの細街路沿いの敷地の密度と町家の密度との間の相関係数を計算すると、通り抜けと袋路の合計である細街

路沿いの敷地の密度と町家の密度の間の相関係数は 0.508（p<.001***) と中程度の相関を示す値であった（表 2-3）。通

り抜けと袋路に分けて町家の密度との相関係数を計算すると、通り抜けでは 0.321（p<.01**) とある程度の相関がある

ことを示す値であるのに対して、袋路では 0.637（p<.001***) と高くなっており、通り抜けよりも袋路と町家の分布の

ほうがより強い相関関係にあると言える。

2-2-5．小結

　通り抜け沿いの敷地は都心４区の西部に多く、袋路沿いの敷地は上京区の西南部、東山区の西部、下京区の中央部の

学区に多く分布していた。細街路沿いの敷地の学区ごとの密度を町家の密度と比較したところ、両者の間には中程度の

相関関係が見られ、特に袋路沿いの敷地と町家の密度の相関が強いことがわかった。

　以上の分析は学区ごとの各密度の値を用いているため、相関関係がみられても、細街路沿いの敷地のまさにその上に

町家が存在しているのかどうかはわからない。そこで以下では、特定の学区を対象に細街路沿いの敷地と町家の具体的

な位置を示し両者の重複関係の分析を行う。

注 8）　西陣とは、地場産業である西陣織機業の集積地である上京区の西部一帯を指す。この名は応仁の乱における西軍の陣地の位置
に由来し室町時代の終わり頃から地名として使われるようになったと言われている。当初は現在の西陣学区内の狭い範囲を示してい
たが、西陣織産業の発展とともに事業地や従事者の居住地が拡大し、西陣と呼ばれる地域の範囲も大きく広がってきた歴史的経緯が
ある。京都市の都市計画では「西陣特別工業地区」として位置付けられ、産業と住宅が混在する地域の実情に合わせた建築条例が制
定されている。西陣特別工業地区の範囲は上京区の西半分ほぼ全域と、北区の一部を含む。

表 2-3　細街路沿いの敷地の密度と町家の密度の相関係数

細街路沿い敷地合計と町家 通り抜け沿い敷地と町家 袋路沿い敷地と町家

※ピアソンの積率相関係数

組み合わせ

r=0.508 r=0.321 r=0.637相関係数

p<.01**
（0.6×10-2）

p<.001***
（0.7×10-6）

p<.001***
（0.3×10-9）

検定
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2-3 ．西陣地区・仁和学区の細街路沿いの敷地と町家の関係

2-3-1．対象学区の概要

　本章では細街路沿いの敷地および町家のどちらも多く分布していた西陣地区の中から、仁和学区を対象として選定す

る。仁和学区は、通り抜け沿いの敷地と袋路沿いの敷地の密度がともに上位 10 学区に入っており、町家も上位 10 学区

に近い密度を示していることから対象として選定した。近代以降の西陣織産業の拡大と共に機業関係者の仕事場兼住居

とされた地区であり、現在も地区内の広い範囲に木造低層家屋を中心とするまちなみが広がっている。

　京都市は密集市街地取組方針において、国が示す指標に加え京都市の特性を踏まえた指標を独自に設定し、防災まち

づくりを進めるための事業を推進している注 9）。仁和学区は上記の指標によって選定された「優先的に防災まちづくりを

進める地区」の一つであり、密集市街地取組方針が発表された 2012 年度から、六原学区とともにモデル地区として、

行政と地域住民の協働による防災まちづくりが進められている。

2-3-2．仁和学区の細街路と町家の特徴

　図 2-8 は、仁和学区内の細街路沿いの敷地と町家の位置を示した図である。学校や寺社といった規模の大きな敷地が

大部分を占める街区がいくつも存在するが、それ以外の部分に細街路が多く存在している。細街路は街区の内側に伸び

るように存在しており、細街路沿いの敷地が街区内に密集して連続的に存在する様子が確認できる。学区内の総敷地数

に対して細街路沿いの敷地が半数を超えており（図 2-7）、通り抜け沿いの敷地が袋路沿いの敷地の２倍以上となってい

るのが特徴である注 10）。また、仁和学区の町家は平屋と中二階のものが多いという特徴がある注 11）。

注 9）　京都市は、密集市街地等の取組方針の中で、全国共通の指標による京都市の木造密集市街地の中から京都市の特性を踏まえた
指標等を加味して「優先的に防災まちづくりを進める地区」を 11 地区選定している。うち上京区の仁和学区および東山区の六原学
区の２地区において、取組方針を公表した 2012 年から地域と行政の連携による防災まちづくりの取り組みを進めている。

注 10）　敷地数には、空き地や駐車場、および小学校や寺社等も含む。住宅地図における区画および名称から１敷地を判断している。
区画が判別できないような広大な山林等は対象地区内には存在しなかった。後述の有隣学区も同様。

注 11）　仁和学区は本二階 42.6%(52.5)、中二階 17.9%(11.8)、平屋 20.3%(12.9)、看板建築 14.2％ (17.5)（括弧内の数字は京都市全
域の割合）。京都市，財団法人京都市景観・まちづくりセンター，立命館大学：平成 20・21 年度「京町家まちづくり調査」記録集，
2011.3

図 2-7　細街路沿いの敷地の割合（仁和学区）
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図 2-8　細街路沿いの敷地と町家の位置（仁和学区）
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2-3-3．町家の割合

　細街路沿いの敷地と細街路沿い以外の敷地それぞれにおいて町家が存在する割合（以下、町家率）を計算した。袋路

沿いの敷地数には入り口に当たる角の敷地は含まないものとし、通り抜け沿いの敷地数には含むこととした。それ以外

の複数の細街路に面する敷地については、主に面する側の道に含まれるものとして個々の細街路と敷地の形状によって

判断した。細街路沿い以外の敷地における町家率は 38.0％であったのに対して、細街路沿いの敷地では 28.1％であっ

た（図 2-9）。すなわち、細街路沿いの敷地に町家が多く残っているわけではなく、むしろ細街路沿い以外の敷地のほう

が高い割合で町家が存在している。通り抜け沿いの敷地と袋路沿いの敷地の町家率はいずれも 28.1% と同じで差は見ら

れなかった。

2-3-4．細街路ごとの町家の割合

　ここでは個別の細街路に着目し、各細街路沿いの敷地における町家の割合を分析する。複雑に繋がっている通り抜け

細街路は、細街路ではない一般道路に接続する部分までをひとまとまりとし、通り抜けに接続する袋路は別に数えるこ

ととして仁和学区内の細街路を分けると、袋路が 133 箇所、通り抜けのまとまりが 60 箇所存在した。各細街路のまと

まりごとの敷地数に対する町家率を個別に計算した結果を示したものが図 2-10、2-11 である。通り抜け沿いの敷地数

の平均は 24.8 であり、最大値は 124、袋路沿いの敷地数の平均は 5.1 であり、最大値は 31 であった。

　町家率ごとの通り抜けの度数分布を見ると、20%~40% 程度のものを中心に凸型となっている。このことから、通り

抜け沿いの敷地においては、特定の通り抜けに偏ることなく全体的に徐々に新しい建築物が建てられてきたと言える。

　袋路では町家が全く無いものが 133 箇所中 71 箇所と半数以上の 53％を占めており、通り抜けとは傾向が大きく異なっ

ている。残りの袋路については、袋路沿いの敷地の全てが町家であるものが次いで最も多く 16 箇所となっており、そ

の他は低い度数で全体的に分散している。袋路沿いの敷地における町家率が 100% のものおよび 0% のものはいずれも

敷地数 15 以下程度の範囲にあった。

図 2-9　町家が存在する敷地の割合（仁和学区）
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図 2-10　細街路ごとの敷地数と町家率（左）および細街路ごとの町家率別の度数分布（右）（仁和学区・通り抜け）

図 2-11　細街路ごとの敷地数と町家率（左）および細街路ごとの町家率別の度数分布（右）（仁和学区・袋路）
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2-4．田の字地区注 12）・有隣学区の細街路沿いの敷地と町家の関係

2-4-1．対象学区の概要

　有隣学区は田の字地区の南東端に位置し、河原町通、五条通という幹線道路に接している。田の字地区内でも居住用

途が多い地区であり、四条と京都駅の中間に位置する利便性から 1980 年代以降共同住宅建設が盛んである一方で、町

家や細街路も多く残っている。田の字地区内の元学区の中では最も町家の密度が高く、袋路沿いの敷地数の密度も田の

字地区内で最も高いことから有隣学区を選定した。天正の地割によって正方形街区を縦に二分割して形成された南北に

長い街区形状が特徴である。

2-4-2．有隣学区の細街路と町家の特徴

　図 2-12（次頁）に、有隣学区内の細街路沿いの敷地と町家の位置を示す。有隣学区内には 60 箇所の袋路と 14 箇所

の通り抜けが存在し、通り抜けよりも袋路の割合が高くなっている。南北に細長い街区の内側に向かってのびる短い袋

路が多い。通り抜けは街区の中を通り抜けるような形状のものは少なく、学区の中央を東西に通る松原通や、学区の西

南の街区を南北に通る間之町通など、街区を形成する通り自体の幅員が狭くなって通り抜け細街路となっているのが特

徴である。細街路のまとまりごとの敷地数の最大値は 32 と、仁和学区での最大数 124 に比べて小規模になっている。

学区全体の敷地数に対する細街路沿いの敷地の割合は 36.7% となっており、仁和学区より低い（図 2-13）。また、有隣

学区の町家は平屋が少なく、中二階と看板建築がやや多いという特徴がある注 13）。

注 12）　田の字地区とは、南北の通りである河原町通、烏丸通、堀川通、および東西の通りである御池通（一部夷川通）、四条通、五
条通という幹線道路によって区切られる街区が田の字形を成す京都市中心部の地区を指す。幹線沿道を中心とする都心の商業地とし
ての性格と、長く続いてきた職と住とが共存する市街地としての性格を併せ持つ、京都市の歴史的都心であり、田の字地区の街区内
部は、都心のにぎわいと良好な住環境の調和を目的として、建物用途の規制や誘導を行う職住共存特別用途地区に指定されている。

注 13）　有隣学区は本二階 55.2%(52.5)、中二階 16.3%(11.8)、平屋 3.9%(12.9)、看板建築 20.8％ (17.5)（括弧内の数字は京都市全域
の割合）。京都市，財団法人京都市景観・まちづくりセンター，立命館大学：平成 20・21 年度「京町家まちづくり調査」記録集，
2011.3

図 2-13　細街路沿いの敷地の割合（有隣学区）
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2-4-3．町家の割合

　学区全体の敷地数に対する町家の割合をみると、45.9% と高い割合を示している（図 2-14）。その中でも、細街路沿

いの敷地数に対する町家の割合は 6 割を超え、細街路沿い以外の敷地における町家の割合が 37% であるのに比べてかな

り高くなっている。つまり、有隣学区では、細街路沿いの敷地に特に高い割合で町家が残っていると言うことができる。

袋路と通り抜けで分けてみると、袋路沿いのほうが町家が立地する割合がやや高くなっている。

図 2-12　細街路沿いの敷地と町家の位置（有隣学区）

図 2-14　町家が存在する敷地の割合（有隣学区）
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2-4-4．細街路ごとの町家の割合

　有隣学区の細街路ごとの敷地数に対する町家率を図 2-15、2-16 に示す。町家率ごとの細街路の度数分布を見ると、

通り抜けでは中ほどにピークがあり、袋路では両端に偏りがある点では仁和学区と共通しているが、全体的に仁和学区

よりも町家率の高いものが多くなっている。通り抜け沿いの町家率ごとの度数分布を見ると町家率が 60 〜 80％のもの

が最も多く、次いで 40 〜 60% のものが続いている。袋路では町家率が 100％のものが最も多く、61 箇所の袋路のう

ち 28 箇所で町家率が 100% だった。一方で町家率が０％の袋路も 18 箇所あった。町家が存在しない袋路と、全く建て

替えが起きず袋路沿いの敷地の全てに町家が建っている袋路に大きく分かれている状況がわかる。

図 2-15　細街路ごとの敷地数と町家率（左）および細街路ごとの町家率別の度数分布（右）（有隣学区・通り抜け）

図 2-16　細街路ごとの敷地数と町家率（左）および細街路ごとの町家率別の度数分布（右）（有隣学区・袋路）
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2-5．本章の結論

2-5-1．結果のまとめ

　本章の分析により、京都市都心部における細街路沿いの敷地と町家の分布の関係性について以下の点が明らかになっ

た。

・細街路沿いの敷地と町家の分布には相関関係がある

　学区ごとの細街路沿いの敷地の密度と町家の密度との比較から、両者の間には中程度の相関関係が見られた。特に袋

路沿いの敷地と町家の密度の相関が高かった。細街路の多い学区、その中でも特に袋路の多い学区に町家も多く残って

いる。

・細街路沿いの敷地ににおける町家の割合

　細街路沿いの敷地と町家の位置を具体的に分析すると、仁和学区では細街路沿い以外の敷地のほうが町家率が高かっ

た。このことから、細街路と町家がともに多く存在する学区であっても、細街路沿いに町家が多いわけではなく、地区

全体として細街路も多く町家も多いという状況であることがわかった。

　一方で、市中心部の田の字地区内にあり町家が多く残る有隣学区では、仁和学区とは異なり、細街路沿いの敷地に特

に高い割合で町家が存在していた。

・通り抜け沿いでは個々の細街路ごとの町家の偏りは少ない

　個々の細街路に着目すると、２学区とも通り抜け沿いの敷地における町家の割合に偏りは見られず、全体として徐々

に町家が減少している様子が見られた。２学区を比較すると、仁和学区より有隣学区のほうが通り抜け沿いの町家率が

高かった。

・袋路沿いでは個々の細街路ごとの町家の偏りが大きい

　仁和学区の袋路では、町家が全く存在しない袋路が半数以上を占めており、通り抜け沿いとは大きく傾向が異なって

いた。有隣学区では、袋路においては全く建て替えられず全ての敷地に町家が残っているものが多数を占めた。一方で

有隣学区でも町家が全く残っていない袋路も多くなっており、袋路沿いの敷地においては、町家が多くあるかほとんど

無いかの両極端に分かれている状況が明らかになった。

2-5-2．考察

　以上の分析結果より、以下のように考えることができる。

(1) 細街路は町家とともに歴史的市街地の特徴である　

　細街路と町家の分布には相関があり、細街路が多い地区、特に袋路の多い地区に町家も多く残っていたことから、細

街路は町家とともに歴史的市街地の特徴的な存在であると確認された。細街路の拡幅や解消といった整備をそれだけを

目的に進めると、歴史的市街地としてのまちなみを損ねる可能性があり、配慮が必要である。その意味で新しい細街路

政策において歴史細街路という概念が提起されたことは意義深い。

(2) 細街路が町家の残存に影響を与えた可能性

　市中心部の利便性の高い地区である有隣学区では、仁和学区とは異なり細街路沿いに町家が多く残っており、特に特

定の袋路に固まって町家が残っている状況が明らかになった。細街路沿いの敷地における建築行為への規制が沿道建築

物の老朽化や空き家化の要因となっていると懸念される一方で、中心部の利便性の高い立地にあって、細街路の存在が

町家を残す方向に影響を与えている可能性が指摘できる。
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(3) 町家の多く存在する細街路について

　有隣学区だけでなく仁和学区においても町家が全て残っている袋路が見られたが、徐々に更新が進む様子が見られた

通り抜けとは異なり、袋路は町家が残っているものと全く残っていないものの両極端に分かれる傾向が見られた。すな

わち袋路では、歴史的な景観を有するものが多く残っていると言える。規模が小さいことや所有権の状態などにより、

袋路においては急激な変化が起こる傾向があると推測できる。袋路は行き止まりになっていることから通り抜けよりも

防災安全性の面での課題が大きいと考えられるが、「歴史細街路」として安全性を確保しつつ良好な景観を維持・継承し

ていくためには、個々の袋路への個別的なアプローチが有効であると考えられる。

　一方で、通り抜けでは２学区ともに町家の存在に大きな偏りが見られなかった。言い換えれば、通り抜けの中で、現

状で町家が多く存在し歴史的なまちなみを見せるものは、非常に貴重な存在であると言うことができる。特に有隣学区

において細街路沿いの敷地における町家の割合が細街路沿い以外より高くなっていたことも合わせて考えると、都心部

において町家が多く残る通り抜け細街路の存在は、町家の数が減少している表通りと比較して、特に重要な存在である

と考えることができる。
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3-1．本章の目的と研究方法

3-1-1. 本章の目的

　筆者は、京都市中心部に位置し、伝統的な意匠をよく残した町家の立ち並びが見られる細街路沿いの町のまちづくり

活動に 2009 年より継続的に参加してきた。この町では、細街路沿いの高層建築物の計画を契機にまちなみの変化への

危機感が共有され、地区計画などの具体的なルールづくりの活動に取り組んだが、合意形成に至らずまちづくり活動は

現時点では休止している。本章ではこの町のまちづくり活動の経緯を通して、細街路沿いのまちなみを維持・継承する

上での課題を明らかにすることを目的とする。

　京都市の新しい道路指定施策は行政による選定ではなく地域からのボトムアップが想定されていることから、具体的

な事例研究は重要である。また、建築ルールの策定の成功事例ではなく合意形成に至らなかった事例を扱っている点で

も貴重であると考えられる。対象細街路は、京都市都心部の「歴史細街路」に該当する貴重な事例である一方で、祇園

町南側地区のような花街という特殊な背景や景観保全等の地区指定が行われていない一般市街地であることから、他細

街路への示唆が得られると考えられる。

3-1-2. 本章の構成と研究方法

　まず 3-2 で対象細街路の概要を示し、3-3 において細街路沿いのまちなみを見る枠組みを提示した上で、現地踏査、

地図資料（白地図、住宅地図、京都市明細図）調査、登記簿調査により対象細街路沿いのまちなみの状況を明らかにする。

3-4 では、対象町のまちづくり活動に対するアクションリサーチにより、近年のまちづくり活動の内容を明らかにする。

筆者は 2009 年 9 月以降のまちづくり活動に継続的に参加し、関係者への聞き取り調査、記録作成および資料収集を行

った。3-5 では、まちづくり活動で行われたまちなみに関する事柄と現状の規制について整理し、まちなみの維持・継

承における課題について考察を行う。
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3-2.　対象細街路の概要

　京都市の中心部は田の字地区注 1）と称される地区であるが、対象である「膏薬辻子（こうやくのずし）」は、田の字地

区の中心に当たる四条烏丸交差点の少し西に位置する（図 3-1）。膏薬辻子は約 120m 角のほぼ正方形の街区を南北に抜

ける細街路である。中央付近で２回曲がる鉤型の形状を特徴とし、幅員は最大 3.2m、最小 1.85m である。途中に T 字

型をした袋路が接続している（図 3-2）。商業施設が立ち並び、２本の鉄道が交差する場所でもある四条烏丸交差点から

徒歩３分の極めて繁華で交通至便な立地である。京都市の中心部の町は通りを挟んだ両側町を基本としており、町の規

模は非常に小さい。対象細街路を含む街区においても、外周の道沿いにそれぞれの両側町があり、その４つの町に囲ま

れるように膏薬辻子を中心とする両側町である新釜座町がある。

　辻子（ずし）とは平安時代後期頃以降、近代までの間に形成された道につけられた名称と言われており、膏薬辻子は

室町時代頃には既にあったと考えられている注 2）。膏薬の名称は、この地にあった堂で空也上人が平将門を慰霊したこと

が転訛したのが由来と言われており、現在も町内に平将門を祀った祠である神田神宮がある。膏薬辻子を中心とする両

側町である新釜座町は祇園祭の山鉾町ではないが山鉾が数多く立ち並ぶ地区内に位置し、北側の K 町と南側の Y 町はそ

れぞれ山を持つ町である。町の南側には 2010 年に京町家として初めて国の重要文化財指定を受けた杉本家住宅の敷地

が接している。新釜座町の 1950 年の人口は 179 人であったが 2010 年の人口は 36 人となっている（図 3-3）。次章以降、

「辻子」とは膏薬辻子を指すものとする。

注 1）　田の字地区とは、南北の通りである河原町通、烏丸通、堀川通、および東西の通りである御池通（一部夷川通）、四条通、五条
通という幹線道路によって区切られる街区が田の字形を成す京都市中心部の地区を指す。幹線沿道を中心とする都心の商業地として
の性格と、長く続いてきた職と住とが共存する市街地としての性格を併せ持つ、京都市の歴史的都心であり、田の字地区の街区内部
は、都心のにぎわいと良好な住環境の調和を目的として、建物用途の規制や誘導を行う職住共存特別用途地区に指定されている。

注 2）　中・近世に、街区の内側に向かって開かれた短い道に対して「辻子」という言葉が用いられた。古くは平安時代末期頃に遡る
ものもあると言われる。江戸時代中期の資料を元にすると 100 以上の辻子の名称があり、膏薬辻子も含まれている。辻子について
は下記の文献に詳しい。足利健亮編：京都歴史アトラス，中央公論社，1994，　足利健亮：中近世都市の歴史地理−町・筋・辻子を
めぐって−，地人書房，1984，　高橋康夫：辻子−その発生と展開−，史学雑誌，86(6)，pp.909-950，1977.6

図 3-1　対象とする細街路沿いの町の位置
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図 3-2　対象細街路を含む街区

図 3-3　新釜座町と周辺町の人口変化
（資料）京都市：国勢調査による町別人口（2011 年、2006 年、2000 年）、京都市の町別人口（1996 年、1991 年、1986 年、1981 年）

　　京都市の人口（1975 年、1970 年、1965 年）、京都市の人口概要（1951 年）より筆者作成
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3-3.　細街路沿いのまちなみの視点

3-3-1. 細街路沿いのまちなみを構成する項目

　細街路沿いのまちなみは、狭幅員の道と道沿いに立つ建築物によって構成される。具体的には、沿道建築物に関する

項目として a 道に面する壁面の位置、b 規模（間口・高さ）、c 形態意匠、d 付属物、道に関する項目として e 舗装、f 道

上に存在する物に分けることができ、c の建築物の形態意匠はさらに、屋根や軒などの形態、仕上げや色彩、細部のディ

テールの３点に分けられる（図 3-4）。これは、伝統的な様式の建築物の外観を分析した既往研究において挙げられてい

る項目（建築物の配置、規模、断面形状、外壁の部位別仕上げ、要素のデザインであり、a~c に該当）注 3）に、付属物お

よび道に関する項目を追加したものである。この分類は、細街路沿い以外のまちなみについても適用が可能である。こ

の中で壁面の位置と高さは、２項道路における敷地後退の規制や、道路斜線制限の影響と直接的に関連する項目である。

注 3）　篠原修編：景観用語辞典　増補改訂版，彰国社，1998，pp.182-183 では、「街並み」の構成要素として「壁面線」「ファサード」
「中間領域と付属物」を挙げている。牛谷直子，増井正哉，上野邦一：歴史的町並みにおける景観形成の規範の抽出に関する事例的
研究，日本都市計画学会学術研究論文集 36，pp.775-780，2001.10 では、建築物の表構えの間口と高さを ' フレーム '、屋根や庇な
どの断面形状を ' シルエット '、外壁の部位別仕上げを ' パート '、格子や虫籠窓の要素のデザインを ' エレメント ’ としている。村西
真一，岡崎篤行，小柳健：伝統的様式を継承した現代の町家におけるファサードの発展過程−飛騨古川の「新町家」に着目して−，
日本建築学会計画系論文集，75（650），pp.883-888，2010.4 で挙げられている階数、材料、色彩、開口部、格子、軒や庇のディテー
ルなどは牛谷直子他 2001.10（前掲）の分類に含めることができるが、追加して「配置」を挙げており、接道・接隣する町家型の配
置と、セットバックしたものを分類している。

図 3-4　細街路沿いのまちなみの構成

沿道建築物沿道建築物

道：幅員 4m未満

沿道建築物に関する項目

道に関する項目

a道に面する壁面の位置
b道に面する部分の規模（間口・高さ）
c道に面する形態意匠
c-1 屋根、軒、庇、屋根勾配などの形態
c-2 仕上げ・色彩
c-3 開口部、格子などディテール
d看板、のれん、室外機などの付属物

e道の舗装
f井戸等の共用物、標識など道上の物
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3-3-2. 対象細街路沿いのまちなみ

　図 3-5（次頁）はこの街区内の建築物の状況を住宅地図、登記簿および閉鎖登記簿の調査により時系列で示したもの

である。街区の外側の敷地での建替が続き、高層化が進んでいく様子を読み取ることができ、その結果、辻子沿いを中

心に町家が残る状況となっている。

　伝統的な町家の外観について上述の a~c の項目ごとに記述すると、道に面してセットバックせずに立つ（a)、２階建

て以下程度の高さ（b)、切妻平入の屋根形状で通り庇を持つ（c-1）、瓦、真壁で壁面は土壁、軒裏にも木材表し（c-2）、

木製建具、格子など（c-3）となり、これらが狭い道沿いに連続して見られることが、伝統的な町家の立ち並ぶ細街路沿

いのまちなみの特徴である。また、私道が多数存在すると考えられる細街路では、石畳による舗装（e）や、地蔵祠、井

戸跡などの存在（f）があることも考えられる注 4）。

　図 3-6 は膏薬辻子を含む街区の建築物の現状を示している。図 3-6 に黒で示した伝統的要素のある町家は、上述の伝

統的な町家の外観についての a~c の特徴を持っているものである。

注 4）　京都市都心４区内の細街路のうち 1.8m 以上で調査可能なものを対象に行った現状調査の報告書によると、舗装はアスファルト
が全体の約６割、石畳 9%、砂利 6%、コンクリート 24% となっている。また、地蔵・祠がある割合は 21%、石碑・古井戸は合わせて 3％
となっている。国土交通省住宅局，京都市・大津市・宇治市三都市協議会：京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る
歴史都市の美しい細街路の維持・保全のための調査研究報告書，2007.3，p.22 および p.31

図 3-6　街区内の町家と建築物の階数
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図 3-5　街区内の建築物の更新の時期
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図 3-7　対象細街路沿いのまちなみ（上：北部分を北から南に見る、中：中央部分を東から西に見る、
下：南部分を南から北に見る）
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　辻子沿いでは敷地数 38 件中 27 件が道に面して建つ低層の伝統的な意匠を持った町家である注 5）。低層ではない建築物

は四条通に近い辻子西側の２件で、１件は 1985 年建築の 9 階建事務所ビル、もう１件は後述するまちづくり活動の契

機となった敷地に最終的に建てられた 2014 年建築の 10 階建ホテルである。いずれも２項道路の道路境界線以上の外

壁後退は行っていない。この２件の高層建築物がある位置の辻子の幅員は 3m 以上あるため、壁面線のずれはそれほど

大きくなっていない。辻子沿いの町家のまちなみの壁面線に対して外壁が大きく後退している建築物は２件ある。１件

は辻子中央曲がり角の東側に位置する住宅であるが、この住宅は辻子に面する幅約 1.8 ｍの路地状部分を持つ旗竿敷地

であり、辻子に面して扉のある門を設けており、後退した外壁は辻子からは見えない。もう１件は中央より少し南の西

側敷地に位置する 2007 年新築の一戸建ての住宅である。この住宅の前の辻子の幅員は 2.2m であり、現況の道路境界

から 1.1m 下がったところが軒先となっており、壁面の位置はさらに下がり両隣の町家の壁面とのずれを生じている。

　e として、辻子の舗装は 2012 年まではアスファルトであり、各家の配管の工事のための部分的な舗装が目立つ状態

であった。f として辻子沿いに古い井戸のポンプ跡であるパイプがあり、T 形の袋路の北端に地蔵祠があった。

注 5）　長屋については１棟であっても戸別に改修や改築が行われているおり、外観にも住戸ごとに仕上げ等が異なる状態になってい
るため、棟数ではなく戸数を計上している。

図 3-8　新築された 10 階建のホテル（写真左・中央、写真右）と以前からある 9階建のビル（写真左・奥）
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3-4.　対象細街路沿いの町におけるまちづくり活動

3-4-1. まちづくり活動の流れ

　新釜座町では、2007 年に、四条通と辻子の両方に面する敷地において 10 階建のホテル建設計画が持ち上がったこと

をきっかけに、まちなみについて考える活動を開始した。表 3-2（次々頁）は新釜座町のまちづくりに関連する事柄を

まとめた年表である。

(1) 第一活動期：まちづくり活動の開始と町式目づくり

　活動は大きく第一活動期と第二活動期に分けられる。前者は、2007 年のホテル建設計画をきっかけに町内の関係者

が辻子沿いのまちなみの変化に対して危機感を抱き、町内の役員経験者による臨時集会を行ったことに始まる。その話

し合いの中で、まず何かできることとして祇園祭期間中に辻子沿いに手作りの灯篭を並べまちなみをアピールする「花

灯篭」というライトアップイベントを開始する。活動のきっかけとなったホテル建設計画は、経済状況の変化の影響を

受け計画が頓挫し、敷地はコインパーキングのままとなり、町の活動としては 2008 年以降花灯篭だけを継続する。一

方でいつでもホテル計画が再浮上する可能性があり、それに対して町としては何をしてよいかわからないという状態で

あった。

　2009 年に、住民の１人が知人から京都市景観・まちづくりセンター（以下、センター）の存在を聞いたことから、

町内の数名でセンターを訪れ何をするべきかという相談を行った。相談を受けて、センター職員であるまちづくりコー

ディネーター１名、まちづくりのコンサルタント経験の豊富な専門家、および専門家の補佐として筆者の計３名が支援

者として活動に参加することとなった。以降は、専門家の意見を聞きながら、基本的な認識を共有するためのルールの

明文化に取り組んだ。話し合いを重ね「膏薬辻子式目（新釜座町ルール）」（以下、町式目）として取りまとめた。制定

された町式目は、制定以降辻子内に掲示されている。

図 3-9　辻子沿いのライトアップイベント「花灯篭」（左：2010 年、右：2012 年）
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図 3-10　まちづくり活動の様子（上：2010 年室外機カバー製作、下：2012 年石畳風舗装完成披露式典）

　同時に、具体的にまちなみに効果のある取組みとして、辻子沿いに露出していた空調の室外機に木製の格子状カバー

を設置することとした。室外機カバーは町関係者が自ら設計を行い、材料調達、切断、塗装、組み立て、取り付け全て

を町関係者、および支援者の関係者によって行った。計４回の合同作業日に町内延べ 36 名、町外延べ 22 名が参加し、

室外機 12 台分 11 機のカバーを設置した。

　町式目は拘束力の無い紳士協定であり、ホテル建設のような新規参入者に対しては効力がないため、町式目策定後も

地区計画等の策定も視野に入れた活動の継続を目指し、勉強会を行った。しかし、ホテル計画が頓挫して長くコインパー

キングとなり危機感が薄れたことや、町式目が制定されたことによって一段落したという感覚になったことから参加者

が極端に減少し、活動は一旦終息した。
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年 月 辻子・町に
関連する出来事 打合せ・集会等 まちづくり

ニュースの発行
参加人数

町内 町外
時期
区分町の活動

自主防災活動に関する取組を強化
新釜座町地域防災対策推進計画を策定、防災訓練の実施、2008 年には自主防災器具庫を設置。

2005 町内に初めて飲食店（居酒屋）が出店

第 1号（2月 )

第 2号（7月 )

第 3号（9月 )
第 4号（9月 )

第 5号（7月 )
第 6号（8月 )
第 7号（9月 )

第 8号（12 月 )

第 9号（2月 )

第 10 号（6月 )

2006

2007 4 辻子沿いに 10 階建のホテル建設計画
町内で緊急集会を行い花灯篭の実施を決定。後に不況により建設計画は中断。敷地はコインパーキングとなる。

7 祇園祭に合わせてライトアップイベント「花灯篭」を開催　宵山期間中に辻子沿いに手作りの灯篭
を設置。まちなみへの意識向上とともにポイ捨て防止を意図して実施。2013 年までの 7回開催。

2009 4 京都市景観・まちづくりセンターへ相談

まちセンとの会議×２回（まちのビジョンやまちなみに関するルール等について）

5 町内に２店舗目の飲食店（居酒屋）出店　町からのお願い事項の申し入れを行う。

9 第１回考える会（学区と町の歴史、地区計画や建築協定について）

12 第 2 回考える会（町の魅力について）

2010

2

ー

第 3 回考える会（町式目について、これまでの町の様子について）

ワーキング　2010 年に 4回（定例会の準備等）

4

6

第 4 回考える会（町式目の内容について、室外機カバー製作について）

第 5 回考える会（町式目の内容についてのワークショップ）

第 6 回考える会（町式目について、情報発信・周知の方法について、今後について）

室外機に木製カバーを製作　辻子沿いの空調室外機に木製格子カバーを製作。
７月までに４回合同作業日を設け、町内および町外のボランティアも参加。室外機 12 台分 11 機を設置。

6

町式目の制定　地蔵盆時の町内集会にて「膏薬辻子式目（新釜座町ルール）」の制定を承認8

9

第１回講座（ゲスト専門家によるセミナー「まちづくりってなんやろう」）12

第 2 回講座（ゲスト専門家によるセミナー「地区計画策定の取組を学ぶ」）

－

－

2011 ワーキング 　2011 年に 6 回（講座準備、助成事業等への申請、今後について）

3

新規出店飲食店と協定書を締結　営業内容について町と協定を交わす活動を開始。

まちづくりビジョン策定に向けた話し合いを開始
ワーキング　2012 年 5 月以降に 6 回（行政との連携、定例会の準備等）

第１回町内アンケート　まちなみ・まちづくりについての意識を問うアンケートを実施。

8

地域の絆づくり大賞受賞
第４回京都信用金庫地域の絆づくり大賞の「残そう町家、守ろうコミュニティ（保存・活用・再生賞）」を受賞

32012

5

辻子の石畳風舗装工事着工　アスファルトを石畳風の保水性舗装にする工事。京都市による事業。

  　保水性舗装は膏薬辻子と上七軒の２箇所で市内で初めて実施された。

5

H24 /6 月定例会（辻子の歴史、およびこれまでのまちづくりについて）6

H24 /8 月定例会（辻子・町の特性について、建物用途について）8

H24 /9 月定例会（これまでのまとめ、ビジョンづくりに向けて）9

辻子沿いに新ホテル建設計画　前回と同様の 10 階建のホテル建設計画の情報が地元に入る。11 月以降隣接各町内への説明9

H24 /9 月臨時集会（新ホテル建設計画について）

を開始。町は対策委員を選定し、町式目やこれまでの活動、辻子沿いの景観について説明。

9

H24 /12 月定例会（まちなみ調査・まちなみシミュレーションの作成について）12

ワーキング　2013 年に 9 回（定例会の準備等）ー

H25 /1 月定例会（ビジョン作成スケジュール、まちなみシミュレーションについて）1

2013

2014

H25 /2 月定例会（ビジョンたたき台検討、まちなみシミュレーションについて）2

H25 /3 月定例会（ビジョンたたき台検討、町内総会に向けて）3

町内総会（ビジョンたたき台配布、町内総会に向けて）3

第２回町内アンケート　ビジョンたたき台へのご意見シートの配布、回収を実施。3

辻子の案内標識、駒札設置　「膏薬辻子」の交通標識、および辻子の歴史を説明する木製駒札の設置。京都市による事業。

①～⑦：細街路沿いのまちなみの維持・継承に関係する事柄

ホテル開業

3

4

アンケート結果報告会（ビジョンたたき台へのご意見シート回収結果について）6

石畳風舗装完成披露式典　完成披露式典を町主催で開催。京都市長も列席。7

＊

＊
＊
＊
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＊
＊

＊
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表 3-1　対象事例の近年のまちづくり活動年表
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(2) 第二活動期：まちづくりビジョン策定に向けた話し合い

　活動がいったん終息してからも、町内の一部の住民は舗装の整備や辻子名看板設置といったことについて市の管轄へ

の働きかけを行っていた。また、町式目や室外機カバー作りの活動を地元の金融機関が行う表彰に応募したところ受賞

した。その他、新しく出店する店舗との間で店舗の営業内容や外観についての協議を行い、協定を交わすという活動も

始まった。

　地域のまちづくりを後押しするという意味と、京都市による細街路政策そのものの見直しのタイミングとの関係から、

京都市の事業として石畳風保水性舗装の整備、および辻子名看板と駒札の設置がそれぞれ事業化されることとなった。

さらに、地区計画の策定や３項道路指定の可能性といったことから、まちづくり活動に対して京都市からコンサルタン

ト派遣が予算化された。これにより、地区計画の準備段階として「まちづくりビジョン」の策定を目指し、再び住民集

会を定期的に行うこととした。コンサルタント会社によるまちなみ調査、および CG 作成も行われ、まちなみシミュレー

ション等も行われた。この活動を行っている最中に、新規事業者がホテル用地を取得し新たに 10 階建のホテル建設を

計画しているという情報が入った。対策委員を選定し、事業者に要望という形で辻子沿いのファサードの意匠について

の意見を述べる対話を重ねた。

　事業者との対話と同時に、まちづくりビジョンの内容についての話し合いも重ね、年度末の総会に合わせてビジョン

のたたき台を作成した。しかしビジョン策定の意義の理解は広がらず、たたき台作成の WG への参加者も限られており、

総会において承認を得ることはできなかった。ライトアップイベントも 2013 年を最後とし、以降は目立ったまちづく

り活動は見られない状態になっている。

図 3-11　四条通側の辻子北端に設置された辻子名看板（左）と辻子のいわれを書いた駒札（右）
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3-4-2.　個別の活動の内容

(1) 町式目の内容

　町式目策定に向けた話し合いでは、専門家からの情報提供により、祇園町南側地区の町式目を参考にした。住民集会

でワークショップを行い、町式目に取り入れる項目を取捨選択し、必要に応じて追加して作成した（図 3-12）。大きく、

１基本的な姿勢、２日常の暮らし、３まちなみの保全の３項目に分かれており、１の基本的な姿勢では、コミュニティ

のつながりの必要性について書かれている。２はさらに、防火・防犯、辻子の保全、店舗営業上の注意事項の３つに分

かれている。

(2) まちづくりビジョン案の内容

　まちづくりビジョンとして、まちなみの保全、コミュニティ、安心安全、住み続けられる住環境の４点を目標として掲げ、

この目標のもとに 10 の具体的な取組方針を示した案を作成した。まちなみに関する取組方針としては、現状のまちな

みを守り継承する、まちなみを活かし育てる、背景にある歴史や生活文化を大切にするの３点が該当する。１点目につ

いては、その説明文として外観の統一や高さ等への配慮等についての記述が付されていた注 6）。

(3) その他の活動

　町式目の策定以外に近年、町が主体となって行った活動は、飲食店への申し入れ、自主防災活動の強化、ライトアッ

プイベント（花灯篭）の開催、室外機カバーの制作、および新規店舗との協定書の締結が挙げられる。2005 年の店舗

への申し入れでは、特に防火対策と、騒音や衛生管理への注意を喚起するとともに、近隣と調和のとれた景観を保つよ

う求めていた。ライトアップイベントは、まちなみへの意識向上と、祇園祭期間中のポイ捨て等の防止の双方の意図が

注 6）　まちづくりビジョン案の取組方針のうち、方針１として「辻子沿いに町家が建ち並ぶまちなみを守り・継承します」に対する
説明文３文のうちの１文目「壁面や軒の位置、屋根材、形状、色彩、材質などの建物外観を統一し、狭い辻子と京町家の建ち並ぶ、
魅力ある通り景観を守り・継承します。また、辻子沿いの建物の高さやボリューム感にも配慮し、圧迫感や（原文ママ）周囲との調
和に努めます。」とされていた。

１　基本的な事柄（姿勢）

１）防火・防犯
１．常に日の用心に心がけます
２．みんなの工夫で「防災対策推進計画」を発展さ
　　せます
３．今後も非常ベルの設置に努めます
４．万一のため非常用連絡先を町内に知らせます
５．長期の旅行や入院など生活の変わり事は隣近所
　　に知らせます
２）辻子の保全
１．「かど掃き」などの習慣を大切にして、清潔に努
　　めます
２．カラス・猫等動物の被害を受けないよう、ゴミ
　　出しルールを守ります
３．共用空間の路地・道路を家の改装や車の駐車等
　　私的に使う時は町内に知らせます
３）店舗の経営者・従業者・利用者
１．居住中心の暮らしが多いことを認識し、良好な
　　関係をつくるように心がけます

１．みんなでつくった決まりごと（式目・町内会則）
　　を守り、受け継いでいきます
２．ご近所付き合いを大切にします
３．まちの魅力や活力を増進させます
４．引っ越しや慶事、弔事など、家族に移動がある
　　時は、町内に知らせます
５．何かあれば話し合って解決します

２．無人の時間帯についての防火・防犯対策は万全
　　を期します
３．店舗等のゴミの戸外放置は衛生と美観に注意し
　　ます
４．狭い辻子は音がよく響くという難点があるので、
　　騒音発生に気を配ります
５．就寝する方がすぐ近くに居られることを忘れず、
　　営業時間にも配慮します
６．タバコのポイ捨てはしません。４．５．６はお
　　客さんにも伝えます

２　日常の暮らし

３　まちなみの保全

１）建物の外観
１．建替えはもちろん、表構えの改修をしようとし
　　た時は速やかに町内に知らせます
２．町家の立ち並ぶ、美しいまちなみに調和する外
　　観とします（例えば）見える場所では、室外機
　　に格子カバーを付けるなどの細かな配慮に努め
　　ます
２）土地・家屋の売買や賃貸
１．町内の発展のために、権利の移動をしようとし
　　た時は速やかに町内に知らせます
２．特に、暴力団関係者が権利を取得することのな
　　いようにします
３．特に、暴力団事務所や風俗店、パチンコ店など
　　の出店に反対します

注）「町内に知らせます」とは、事前に町会長に相
　　談することを示します

図 3-12　新釜座町町式目（新釜座町ルール）
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あるものだった。2011 年以降の店舗との協定書では、2005 年の申し入れの各項目をより具体的に記述し、まちなみに

ついては配慮するという表現が盛り込まれている。協定を結ぶ際の協議においては、店舗の外観意匠やのれん等につい

て具体的な意見交換がなされていた。

　石畳風舗装工事は京都市による事業であるが、町内関係者から道路担当への相談は以前から行われており、またまち

なみを意識したまちづくり活動が行われていることが評価されて事業地として選定されたものである注 7）。案内標識と駒

札設置も京都市の事業ではあるが、町内関係者からの相談の上に実現した。

3-4-3. 関係者の参加状況と意識

(1) 参加人数の変化

　第一活動期の期間中は、町内での集会に概ね５〜 9 名程度の参加があり、セミナーでは最大 12 名の参加があった。

室外機カバーの製作には特に多くの参加があった。

　第二活動期の定例会は、初回は 10 名と第一活動期以上の参加人数があり、再びホテルの建設計画が持ち上がった直

後は７〜８名の参加があったが、まちづくりビジョンの内容に関する定例会として頻度を上げた 2013 年 1 月以降は参

加者が極端に減り、コアメンバー以外の参加が見られないようになった。次項で述べる第２回アンケートの結果を報告

する会の地域からの参加者は 5 名と少数にとどまり注 8）、ビジョンづくりへの関心が高まっていないことがさらに表面化

した。

(2) 関係者へのアンケート調査

　第二活動期の間に、ビジョン作成のための意見を収集する目的で、アンケートを２回行った。地区計画の際にはでき

れば辻子沿い全ての敷地を含めたいという意図から、隣接 Y 町の辻子沿いの敷地関係者も対象とした。調査概要を図

3-13 に、アンケートの結果の一部を図 3-14、3-15 に示す。第１回アンケートでは、高い割合でまちなみの変化を感じ

ているという回答が見られ、ちょうど半数に当たる回答者が地区計画のような建築に関わるルールがあるとよいと回答

し、必要がないとした回答者数を大きく上回っていた。一方で第一回の回収率は 51% と、規模の小さいコミュニティと

しては回収率が高いとは言えず、当初より関心の低さが伺われた。

　第２回アンケートでは回収率は少し上がり、ビジョンづくりの活動の認知度を聞く設問では８割以上の回答者がビジョ

ンづくりの取り組みを知っていたと答えた。一方で、ビジョン案の項目ごとに意見を自由に記入する設問では、ビジョ

ンづくりやまちづくり活動自体に対する疑問を示すものや店舗の増加への不安を示す意見が複数出され、ビジョンづく

りの意味が共有されていないこと、および関係者の価値観に開きがあることが明らかになった。

注 7）　石畳舗装完成披露式典における来賓挨拶より。

注 8）　第２回アンケートの結果報告会の支援者以外の参加者は５名で、うち 3 名は案を作成する WG の参加者、残り２名のうち１名
は隣接町の辻子沿い敷地の居住者、残り１名が町内からの参加者だった。
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第１回アンケート
調査時期　2012年5-6月配布　2012年5-6月回収
配布対象　町内および隣接町の辻子に面する土地の居住者・事業者・権利者
配布／回収方法　手渡しまたは郵送
配布／回収数　　43／22  回収率　51.2％
調査主体　京都市景観・まちづくりセンター、京都大学高田研究室
調査協力　新釜座町のこれからを考える会

第２回アンケート
調査時期　2013年4月配布　2013年4月回収
配布対象　町内および隣接町の辻子に面する土地の居住者・事業者・権利者
配布／回収方法　手渡しまたは郵送
配布／回収数　　42／27  回収率　62.8％
調査主体　新釜座町のこれからを考える会、京都大学高田研究室
　　　　　京都市景観・まちづくりセンター、京都市都市づくり推進課

所有者かつ利用者
うち住宅

うち非住宅
利用者（非所有者）

所有者（非利用者※）
※直接利用していない借家の大家を指し、空き家所有者を含む

配布対象者の内訳
15
10

5
15
13

所有者かつ利用者
うち住宅

うち非住宅
利用者（非所有者）

所有者（非利用者※）

配布対象者の内訳
15
10

5
14
13

図 3-13　町内アンケート調査概要

0 20 40 60 80 100(%)

大きく変化した 割と大きく変化した まあまあ変化した
「ほとんど変化していない」「変化は感じない」を選択した回答者は無し

無回答

思う 思わない わからない 無回答

0 20 40 60 80 100(%)

0 20 40 60 80 100(%)

仕方がない 多少は受け入れたい 大きく変わらなければよい
あまり変化してほしくない 今のままが一番よい

Q　この10年を振り返り、辻
子沿いのまちなみに変化
を感じますか

Q　辻子の場所（都心の商
業地）を考えると、この先10
年でまちなみの変化がお
こるかもしれません。どう感
じますか

地区計画という制度がありま
す。このようなルールがあっ
たらよいと思いますか

Q　2010年に町式目が制定されました。さらに、地域住民の思いを具体的な建築に関わ  
　るルールとしてとりまとめ、京都市が認めることにより法的に位置づけることができる

(N=22)

(N=22)

(N=22)

図 3-14　第１回アンケートの結果抜粋
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知っていた 知っていたが具体的な活動は知らなかった 知らなかった 無回答

Q　町内会では、『考える会』をたちあげ京都市や専門家と連携して
まちづくりビジョンの策定に取り組んでいますがこのことをご存知ですか。

Q　ビジョン案の『まちを取り巻く現状と問題・課題』で挙げている下記の
 ７点について、これらの事項は問題であると思われますか。

0

1．祇園祭の時などに、辻子での
　ポイ捨てなどの発生

2．人口・世帯数の減少や少子高齢化
　によるまちの活力の低下

3．空き家などにおける防災・防犯上
　の問題の懸念

4．店舗等が増加し、多様な価値観の共存
　が難しいことが顕在化

5．夜間における店舗などやその利用
　者による騒音等の発生

6．自転車やバイクの出入りが増加し
　騒音問題や歩行の交通安全性の確保

(N=27)

7．建替えや改装などによる辻子に面した
　まちなみの変化

20 40 60 80 100 (%)

(N=27)

問題だと思う 思わない わからない 無回答

0 20 40 60 80 100(%)

Q　ビジョン案の『具体的な取組方針』として挙げた10点の重要度について
　それぞれどのように思われますか。

0

1．辻子沿いに町家がたち並ぶまち
　なみを守り・継承します

2．まちなみを活かし、まちの魅力を
　育てます

3．まちなみを構成する歴史や生活
　文化を大切にします

4．地域の人々による活発な交流を
　促進し、地域力を高めます

5．防災・防犯活動を充実し、安全に
　暮らせるまちにします

6．交通ルールを守り、人にやさしい
　まちにします

(N=27)

7．幅広い世代が住みたくなる魅力
　ある住環境を維持・向上します

8．職住共存のまちづくりにより、
　活力と住環境の調和を図ります

9．住環境に悪影響を与える土地・
　建物利用を制限します

10．まちづくりビジョンを共有し、
　情報発信します

20 40 60 80 100 (%)

かなり重要 どちらかと
言えば重要

どちらかと
言えば重要
でない

どちら
でもない 無回答重要

でない

図 3-15　第２回アンケートの結果抜粋
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(3) 町内の土地・建物利用と建築物の変化

　2006 年から 2016 年の間に町内で生じた建築物の新築工事はホテル１件、改修工事は 16 件、うち建築物の外観の変

更を伴う改修は 11 件であった。改修は利用の変化に伴う場合も多くみられた。図 3-16 は 2006 年から 2016 年の間の

町内の構成の変化を示している。2006 年前はほぼすべてが住宅用途であり、店舗は 2005 年に開業した 1 件のみであっ

た注 9）。それに対して 2016 年は、居住中の住宅数が減少し店舗および非住宅の件数が増加している。一般向けの店舗は

2005 年開業の飲食店が初めてであったため、2006 年以前は大きな変化がなかったと推測でき、この 10 年で大きく変

化したと言える。ビジョン案作成に取り組んだ 2013 年以降だけを見ても、６件の居住世帯の減少注 10）があり、うち２

件は定例会や WG に頻繁に参加していた世帯であった。一方で新規の転入やそれに伴う改修工事もあり、工事と町内関

係者の入れ替わりがたて続けに起こり注 11）、合意形成を行うことはもちろん活動自体の担い手も不足する状態となってい

る。

注 9）　この町はもともと呉服関係の職業に従事する居住者が多く、事務所兼住宅となっていた住宅が複数件存在するが、ここでの居
住中の住宅には、事務所的に利用されている住宅も含んでいる。

注 10）　６件中４件は町外への転出、２件は居住者の死亡による空き家化である。

注 11）　２件の新規店舗の開業があり、さらにもう１件開業を目指して現在も改修工事が続けられている。その他、３件の新規居住世
帯の転入と、２件の非住宅用途の町内での移動があり、これら５件のうち４件は改修工事を伴っていた。

図 3-16　町内の土地・建物利用の変化

15
20
（件）

5
0

10

2006 年末頃

１２３４５６ １２３４５６ １２３４５６

１ 居住中の住宅
２ 空き家
３ 店舗併用住宅
４ 店舗
５ 駐車場
６ その他非住宅

2011 年末頃 2016 年現在
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3-5．現状の規制とまちなみの維持・継承における課題

3-5-1. まちづくり活動で取り組まれた項目

　表 3-1 中の①ライトアップにおける灯篭設置および②室外機カバー製作は d 付属物に、⑦の案内標識と駒札は f 道上

の物に該当し、e 舗装は⑥石畳風舗装が行われた。付属物や道に関しては、歴史細街路沿いのまちなみに合わせた物の

具体的な整備が行われたと言える。

　③町式目では、まちなみについて保全の大きな方向性のみ示された（図 3-12）。④新規出店する店舗との協定書は営

業内容についての協議が主であるが、c-2 仕上げ・色彩や d 看板・のれん等の付属物についても意見交換がなされていた。

⑤まちづくりビジョン案では「まちなみを守り育てる」を目標の一つとし、具体的な取組方針の案も作成したものの合

意が得られなかった。建築物自体のまちなみに関する項目については、緩やかな方向性を町式目で示しつつも、具体的

な方針や実効性のあるルールには至っていないと言える。

3-5-2. 対象細街路沿いの建築物に関する規制の現状

図 3-17　対象細街路を含む街区の容積率と高さの規制値
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*1 沿道型美観地区①都心部幹線地区　*2 いずれも斜線制限なし　*3 前面道路が二項道路であるため
*4 袋路部分は非道路であるため　*5 ２種の指定にまたがる敷地の容積率は面積按分、および特定
　道路からの距離による緩和は無視している 
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(1)a 壁面の位置と b建築物の規模について

　図 3-17 に対象地の地域・地区と、各制限の値を示す。膏薬辻子は２項道路であり、T 型の袋路は非道路である。前面

道路幅員により容積率は辻子沿いで 240％、袋路にのみ面する敷地は再建築不可、外周の道路に面する敷地は 700％ま

たは 400% である。道路斜線制限は勾配 1:1.5 であり、壁面後退による緩和がある。辻子沿いの大部分が 31m 高度地区

にあり、北側斜線は無い。２階建て程度の高さであれば 2 項道路の敷地後退以上の壁面後退をしなくても建てられるが

３階建て以上の高さになると壁面後退が必要となる。大きく壁面後退して前面に空地をとる場合、美観地区の規定により、

塀や門等の設置による配慮が求められている。斜線制限は天空率の利用により適用除外とすることも可能である注 12）。

　道に面する外壁の位置と建築物の規模は、このように相互に関連する規制の下で各建築計画の要件に応じるよう調整

され、a 現状の幅員の道に面して b 低層の建築物が建つという既存のまちなみの特質が継承されるとは限らない状況で

ある。

　新しい道路指定基準では歴史的な景観を有する細街路に対する３項道路指定についての基準を示しており注 13）、敷地後

退距離の緩和が可能となっている。３項道路指定により壁面線を揃えるためには、道路斜線の緩和についての対策も併

せて検討する必要がある。

(2)c 建築物の形態意匠について

　辻子沿いの敷地は四条通側の 30m の範囲を除いて旧市街地型美観地区注 14）に指定されている。他地区に比べて伝統的

な意匠を誘導する方向に比較的細かく規制されている地区であり、道路に面する１・２階の外壁への軒庇の設置、道路

に面する３階以上の外壁面の１階の外壁面から 90cm 以上の後退、道路に面する外壁の歴史的まちなみへの調和注 15）、お

よび歴史的まちなみと調和する色彩などが定められている。これにより、形態意匠の継承はある程度担保されていると

言える。しかし、従前に伝統的な意匠を持つ町家であったものが、建替時はもちろん改修時であっても従前の意匠が維

持されるとは限らない。

3-5-3. 新築されたホテルの形態

　図 3-18 は新築されたホテルの配置図と従前の状況を示している。辻子沿いと四条通沿いの土地が一体化してホテル

の敷地となっている。天空率による道路斜線の適用除外を利用しており、辻子の中心線から２ｍの道路境界線のすぐ内

側に 1,2 階の軒庇の先端があり、3 階以上の高さ 31m の外壁が 2 階の外壁から約 1m 後退した位置にある。

　a 壁面の位置としては、1,2 階の外壁がセットバックすることなく、現行の規制下では可能な限り従前のまちなみに近

い位置に設けられた一方で、b 建築物の規模としては、最上階までの高層の外壁が辻子側の比較的近い位置に立ち上がっ

ている。c 形態意匠については、辻子側の低層部には美観地区の規制に従い 1,2 階に日本瓦を載せた軒庇を設け、色彩

の面でも辻子沿いのまちなみに調和するものとなっている。色彩や屋根、軒庇以外の形態や仕上げの詳細については美

観地区では規定されていないが、真壁風の意匠や左官風の仕上げが採用されており、まちなみへの配慮が見られる。

注 12）　建築基準法第 56 条第 7 項の天空率の特例の利用。

注 13）　京都市の新しい道路指定基準に示す「歴史的細街路」を指す。第１章、1-1-1. 京都市の細街路施策にて詳述。

注 14）　景観法に基づく景観地区に該当するが、京都市では法制定以前より市街地整備条例（現市街地景観整備条例）によって美観地
区を指定していた経緯があるため、景観法制定後も美観地区という用語を使用している。「旧市街地型美観地区」は「歴史的市街地
内において，生活の中から生み出された特徴ある形態意匠を有する建築物が存し，趣のある町並みの景観を形成している地域」とさ
れている。

注 15）　外壁の意匠に関しては「歴史的まちなみとの調和に配慮すること」という表現になっており、それ以上の具体的な規定は行わ
れていない。
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図 3-19　斜線制限規制と緩和を利用したホテルの形態

図 3-18　対象細街路沿いの 10 階建ホテル（左）と従前の状況（右）
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3-5-4. 規制強化のための合意形成を阻害する要因の存在

　3-5-2 で示した通り、a 壁面の位置および b 建築物の規模については、敷地後退、容積率、道路斜線、および緩和規

定が複雑に存在し、結果として細街路に面してどのような形態が現れるか予測ができない状況である。c の形態意匠に

ついては、美観地区の規制によってある程度担保されているが、現状のまちなみに存在する要素が減少していくことに

対する対策とはなっていない。これらに対する上乗せ規制の手段としては地区計画による高さ制限、壁面の位置の制限

などが考えられる。c に関しては他にも建築協定、景観協定注 16）、およびその他の景観保全の地区指定が考えられる注 17）注

21）。

　細街路政策では、細街路を新しい道路指定基準で示された「歴史的細街路」に指定し、３項道路指定を行った上で条

例によって沿道建築物に制限を付加することができるようになっている。これにより、abc それぞれについて必要な制

限を加えることができるが、「歴史的細街路」の指定は関係者の合意形成が前提となっている。

　対象細街路では、地区計画を視野に入れて活動を進めていたが、その前段階となるまちづくりビジョンについての合

意が得られなかった。合意形成が困難となった背景としては、４章で示した無関心層の存在、近年の町内構成の急激な

変化、活動推進の担い手の不足が挙げられる。また、活動の契機となった高層建築物の建設が実際に行われ竣工したこ

とも影響したと考えられる。

　京都市都心部は対象細街路周辺と同様に整形の街区が多く、一般道路に囲まれた街区内に細街路が伸びる形態がよく

見られるため、細街路沿いのまちなみを考える単位は、対象細街路と同様に小規模になると推測できる。単位の小ささ

は合意形成を容易にする可能性もあるが、一方で担い手の不足の要因ともなる。また、都心部は住宅以外の多様なニー

ズが存在し、経済性に対する関係者の価値観の乖離も生じやすい。従来住宅利用が多かった細街路沿いにおいて商業的

な用途への転換が急激に起こることや、小さな規模のコミュニティで価値観の対立が生じると調整が困難になることな

ども一般的に想定される。これらが複合的に起こることで、都心部の細街路沿いにおける合意形成を困難にするという

ことは、ある程度構造的な問題であると捉えられる（図 3-20）。このことから、関係者の合意形成を前提とする制度設

計には限界があると考えられる。

注 16）　京都市市街地景観整備条例第 48~50 条に景観協定についての定めが設けられており、市長の認定を受けることも可能である。

注 17）　例えば祇園町南側地区では、地区計画、景観協定、市条例による景観保全地区の指定等が組み合わされている。祇園町南側地
区では、自主的なルールとして、祇園町南側地区町式目（祇園町南側地区規則）、祇園町南側地区景観協定（外観変更の届け出・協
議の仕組みを含む）、業種に関する自主規制があり、法令に基づく制度として、京都市市街地景観整備条例に基づく京都市祇園町南
側地区歴史的景観保全修景計画、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による規制、９路線を対象とした建築
基準法第４２条第３項による指定（「歴史的細街路」の指定）、祇園町南側地区地区計画（用途、最高高さ、壁面の位置、敷地の最低
限度、工作物に対する制限）がある。

図 3-20　合意形成の阻害要因の構造

複数の関係者の存在
関係者の数の少なさ

合意形成を阻害すると考えられる事柄：

細街路沿い
であること

都心部で
あること

細街路に関する制度の
複雑さ、理解困難

担い手・リーダー
の不足

意見対立時の
修復の難しさ

多様な価値観
認識のズレ

住宅以外の
ニーズの存在

関係者の入れ替わり
が連鎖する可能性



第３章　細街路沿いの町におけるまちなみの維持・継承の成果と課題

-80-

3-6.　本章の結論

　以上、本研究では、（１）まず対象細街路のまちづくり活動の経緯より細街路沿いのまちなみの維持・継承における本

事例の成果と限界を明らかにした。また、（２）対象細街路沿いの規制の現状および新築工事の内容より、規制の結果と

して誘導される細街路沿いの建築物の形態が不安定で将来像が読めない状況にあることを示した。（３）そのため細街路

沿いのまちなみを維持・継承するためには細街路側からの形態規制が必要となるが、本事例において実際に見られたよ

うに、都心の細街路沿いにおける合意形成には複合的な阻害要因が存在し、ボトムアップによる関係者の合意形成を前

提とする現状の仕組みでは実現性が低いことを明らかにした。

　（１）本事例のまちづくり活動における成果と限界は以下のようにまとめられる。対象細街路では、10 階建のホテル

建設計画を契機にまちなみの変化への危機感が共有されてまちづくり活動が開始され、拘束力の無い形ではあるが形態

意匠全般 (c) や付属物 (d) についてのルールが町式目として明記・共有された。また、付属物 (d) や道の舗装 (e)、道上の

物 (f ) については具体的な成果を上げていた。新規出店者との協議の中では、町式目の存在を背景に、建築物の仕上げ・

色彩 (c-2) やのれんなどの付属物 (d) についての協議が行われた。また、新築されたホテルの低層部の (c) 形態意匠には、

現行の規制以上の配慮が見られた。一方で、建築物の (a) 壁面位置や (b) 規模についての拘束力のあるルールの合意形成

には至らなかった。

　（２）規制の現状としては、特に道に面する外壁の位置 (a) と建築物の規模 (b) が不安定な状況にあると言える。まず、

一般道路との敷地一体化による容積率の急激な増大により建築可能な規模が大きく変化する。また２項道路による敷地

後退と、道路斜線制限および外壁後退による緩和規定により壁面位置と規模の設定が連動して変化し、道に面して建つ

というまちなみの特徴が維持されにくい状況である。さらに、天空率による道路斜線制限適用除外の利用も可能であり、

結果として現れる形態の予測が困難な状況である。

　（３）本事例では近年、店舗の出店が相次ぐなどにより町内関係者の入れ替わりが連続して起こり、従前から限りのあっ

た活動の担い手がさらに減少し活動の継続が困難となった。また関係者の入れ替わりや用途の多様化が価値観や認識の

ずれにもつながり、合意形成が困難な状況となった。細街路沿いであることの制度の複雑さによる理解の難しさ、複数

の関係者が存在するものの規模が小さいことによる担い手の不足、多様なニーズによる価値観の乖離といったことは、

都心の細街路沿いでは一般的に想定される事柄であり、これらが複合して合意形成を阻害する可能性が指摘できる。

　新しい細街路政策では、細街路沿いのまちなみ保全のための対策としての３項道路指定と沿道建築物に対する制限の

付加が制度として用意されているが、現状ではこれは関係者の合意形成が求められている。しかし本研究で明らかにし

たように、関係者によるボトムアップを前提とした制度設計には限界がある。そのため、関係者の合意形成を強く支援

する方法や、何らかの公的な位置付けを事前に与えた上で「歴史的細街路」の指定に向けて関係者と協議を行うといっ

た方法が検討されるべきである。
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4-1．本章の目的と対象地の概要

4-1-1. 本章の目的

　細街路を前面道路とする敷地は、細街路が非道路であれば再建築不可であり、二項道路であっても道路斜線や容積率

規定によって建築物のボリュームは抑えられる。しかし実際には、複数の接道を持つなどから細街路沿いの小規模な低

層家屋とは大きく異なるボリュームの建築が細街路に面して建つこともありうる。そこで本章では、細街路に面して建

てられる高層建築物に対する制御の方法についての知見を得ることを目的とし、京都市でも特に容積率が高く設定され

高層の建築物が建築可能な中心部の幹線道路沿いを取り上げ、細街路と高層建築物の関係の実態を明らかにする。さらに、

細街路沿いのまちなみへの影響という観点から考察を加えた上で、現在進められている施策との関わりについて考察す

る。

4-1-2．対象地の概要

　対象として、京都市中心部のいわゆる田の字地区内の幹線道路沿いの地区を取り上げる（図 4-1）。田の字地区は、幹

線沿道を中心とする都心の商業地としての性格と、長く続いてきた職と住とが共存する歴史的な中心市街地としての性

格を併せ持つ地区である。田の字地区の街区内部は、都心のにぎわいと良好な住環境の調和を目的として、建物用途の

規制や誘導を行う職住共存特別用途地区（以下、「職住共存地区」とする）に指定されている。本研究で着目する幹線道

路沿いの地区としては、職住共存地区と周囲の幹線道路に挟まれた地区を対象とする（以下、「幹線道路沿い」とする）。

対象地区はほぼすべてが商業地域、指定容積率 700％、31m高度地区に指定されている注1）。対象地区と職住共存地区を

合わせて田の字地区と呼ぶものとする。

注1）　北街区の一部に、容積率 600％ 20 ｍ第 4種高度地区、近隣商業地域・容積率 300％ 15 ｍ第 3種・第 4種高度地区、を含む。

図 4-1　対象地区の範囲
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4-2．田の字地区内の細街路の類型化と傾向

　田の字地区内の細街路について、2006（平成 18）年度に行われた京都市都心部の細街路の悉皆調査（以下、創発調査）注2）

のデータをもとに位置を把握し、住宅地図および現地調査により現存するかどうかと形状の確認を行った。現地調査は

2013 年 9月に行った。その結果、幹線道路沿いには 211 本、職住共存地区には 349 本、田の字地区合計では 560 本

の細街路が存在した。幹線道路沿いと職住共存地区の境界線をまたぐように存在する細街路は幹線道路沿いとして計上

した。

　細街路は、行き止まりになっている袋路と、一般道路に通り抜けることができる通り抜けの２種に大別できる。さらに、

袋路は接続する敷地の数によって専用通路型と共用通路型が存在した。通り抜けは、幅員４m以上の一般道路によって

囲まれる街区の一方から反対側へと通り抜けるＩ型、同じく正方形街区の一方からその直行方向の外周道路へと通り抜

けるＬ型、および、折れ曲がって同じ道路へと戻るＵ型が見られた。さらに、Ｉ型、Ｌ型、Ｕ型のいずれにも分類できない、

複数の経路が存在する通り抜けは複合型に分類した（図 4-2）。通り抜けに接続する袋路状部分は袋路として計上した。

　袋路と通り抜けの本数の割合を見ると、田の字地区では全体の 86%が袋路だった。幹線道路沿いと職住共存地区を比

較すると、職住共存地区のほうが袋路の割合が高く、90％が袋路だった。都心４区（上京・中京・下京・東山）の創発

調査の結果では袋路が 62％、2012 年の細街路対策指針では市内都市計画区域全域では袋路が 33％となっているのに

比べて、田の字地区は特に袋路の割合が高いと言える。

　形態類型別の本数の割合をみると、幹線道路沿い、職住共存地区ともに、最も多かったのは袋路共用型で、全体の本

数の 50％強を占めていた。また、職住共存地区では袋路専用型の割合が 37%に上っていたのに対し、幹線道路沿いで

は 25%とやや低くなっており、その分幹線道路沿いでは通り抜けの割合が高くなっていた。通り抜けの本数は全体的に

少ないが、その中では I 型が多く、Ｌ型、Ｕ型、複合型は少数である（図 4-3）。

　図 4-4、図 4-5 に、田の字地区内の袋路と通り抜けの分布図を示す。袋路は碁盤目状になった街区の内側へと伸びる

比較的延長距離の短い小規模なものが多い。対象地区内で見られたＵ型通り抜けは、通り抜けではあるものの比較的近

い距離で同じ道に戻ってくることから、通過利用は想定しにくいという意味で、袋路に近い性質を持っていると言うこ

とができる。

注2）　国土交通省住宅局，京都市・大津市・宇治市三都市協議会：京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る歴史都市
の美しい細街路の維持・保全のための調査研究報告書，2007.3

図 4-2　形態による細街路の分類
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図 4-3　形態類型別の本数の割合

図 4-4　田の字地区内の袋路の分布
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図 4-5　田の字地区内の通り抜けの分布
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4-3．細街路と高層建築物の敷地の関係の分析

4-3-1．細街路に敷地が面する高層建築物

　幹線道路沿いで細街路に高層建築物の敷地が面している事例を全て抽出した（表 4-1）。図 4-6 は該当する高層建築物

を地図上に示したものである。２階建程度を中心とする細街路沿いの低層のまちなみに対して突出する高さとして、高

さ 15mを超える建築物を高層建築物と定義した。対象地区である幹線道路沿い地区の高さ規制は 31mであり、隣接す

る職住共存地区は高さ規制 15mとなっている。また、「敷地が面する」とは敷地境界線が細街路の通路部分の外形線に

接している状態を指し、建築物自体の配置や形態は問わないものとする。住宅地図および現地調査により高さ 15m超と

思われる建築物の敷地が細街路に面する事例を抽出した上で、建築計画概要書により建築物の高さを確認した。その結果、

該当する高層建築物の数は 68件（建設中含む）であった注3）。これらの高層建築物の敷地が面する細街路は袋路が 23本、

通り抜けが 22本、合計 45本だった。対象地区内の袋路と通り抜けの本数に対する割合を見ると、袋路は全体の 13%

程度であるのに対し、通り抜けは約半数と高い割合で高層建築物が存在している（表 4-2）。

　高層建築物の主要用途で最も多かったのは共同住宅 35件で、続いて商業施設 13件、事務所 12件、宿泊施設 6件、

その他 2件だった。階数は 8〜 11階建程度を中心に４階建から 15階建まで分散している一方で、高さは 31m制限ぎ

りぎりである 30ｍ程度に集中している（図 4-7）。この地区は 2007 年に高さ制限が 31mに引き下げられたが、以前の

45m制限時に建てられた 31m超の建築物も 26件あった。

注3）　建築計画概要書が無い建築物が２件あったが、目視により明らかに高さ 15m超であったため件数に含めている。

表 4-1　対象地区内で細街路に敷地が面する高層建築物

注）位置：田の字地区内の５つの街区の位置を示す。北北：御池通以北、北東：四条通以北烏丸通以東、北西：四条通以北烏丸通以西、南東：四条通以南烏丸通以東、南西：四条通以南烏丸以西

　　※：高層建築物の重複を示す。数字が同じものが同一の高層建築物。
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図 4-6　幹線道路沿いの細街路に面する高層建築物の分布
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4-3-2．細街路に面する高層建築物の敷地の分類

　図 4-8 は、細街路に面する高層建築物の敷地を、細街路の通路部分、細街路沿いの敷地との関係性、および前面道路

から分類したものである。他のパターンも考えられるが、対象地区内に実在したパターンのみを記している。袋路に面

する事例は合計で 30件、通り抜けに面する事例は 42件あった。高層建築物は 68棟であるが、うち 4棟が２本の細街

路に面しており、各細街路に対する関係性によって事例の分類を行ったため、事例数の合計は 72件になっている。袋

路に面する事例は全て袋路以外の一般道路を前面道路としており、通り抜けに面するもののうち 2件のみ、通り抜け細

街路を前面道路としていた。

4-3-3．高層建築物の敷地が袋路に面するパターン

　23本の袋路中 7本の袋路には 2件の高層建築物の敷地が面しており、袋路に面する高層建築物の事例数は 30件だっ

た。袋路と高層建築物の敷地の関係は、袋−①〜⑤の５つのパターンに分類した。

　袋−①は、袋路の始端部から袋路の通路部分に高層建築物の敷地が接するパターンであり、袋路に接続する奥の敷地

が袋路の通路を挟んで高層建築物の敷地と反対側に位置するものである。袋−②も、始端部から袋路の通路部分に高層

建築物の敷地が接するパターンであるが、袋−①とは異なり、袋路に接続する奥の敷地が高層建築物と同じ側に位置す

るものである。

表 4-2　高層建築物が面する細街路の本数と割合

袋路 30
専用通路型

共用通路型

面する
高層建築物の
敷地数（件）

168

対象地区内の
細街路数
（本）

23 13.1
354 3 5.6

高層建築物の
敷地が面する
細街路数（本）

割合

%

%

27114 20 17.5 %

通抜 42
Ｉ型

Ｌ型

43 22 51.1

合計 72※211 45 21.3

1726 11 42.3

%

%

75 3 60.0 %

Ｕ型 46 3 50.0 %

複合型 146 5 83.3 %

%
※高層建築物の実数は 68 件。２本の細街路に面する
　建築物が 4件あったため、4件の重複を含んでいる。

図 4-7　細街路に面する高層建築物の階数と高さ
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図 4-8　細街路に面する高層建築物の敷地の分類
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　袋−③は、袋路の通路部分の一部に高層建築物の敷地が接しているが、袋路の始端部と高層建築物の敷地は接してい

ないパターンである。袋−④は袋−③と類似したパターンであるが、袋−③は高層建築物の敷地の前面道路と袋路が接

続する一般道路が同じであるのに対して、袋−④の高層建築物の敷地は、街区の直行方向の道路または街区の反対側の

道路を前面道路としている点で異なっている。

　袋−⑤は、以前は袋路に接続する奥の敷地のうちの一区画であったと推定できる土地が、隣接する別敷地と一体化さ

れたことにより、高層建築物の建つ敷地が袋路の通路部分に接するようになったものである。

　最も多く見られたのは袋−①のパターンで、14件が該当した。14件中 3件が袋路・専用通路型に面しており、残り

11件は共用通路型に面していた。田の字地区内の袋路は全般的に小規模なものが多く、11件の共用通路型の袋路も全

体的に延長距離の短いものが多かった。接続する敷地の数でみると、9件が敷地数 4以下の短い袋路になっており、残

りの２件は、敷地数 7と敷地数 11であり少し長い袋路だった。他のパターンは袋−①に比べて少なく、袋−②は 3件、

袋−③は 6件、袋−④は 5件、袋−⑤は 2件だった。

　袋−⑤は他の袋路のパターンとは異なり、袋路沿いの敷地の一区画を高層建築物の敷地として取り込んでいる。これ

に該当する事例は２件あり、いずれも袋路側に 2m程度の視線の通らない塀を立て、出入口は無く、完全に塞がれてい

る状態だった。うち１件は内部を自転車置き場として利用していたが、もう１件は共同住宅である高層建築物の利用者

も入ることの無い空き地になっていた。建築計画概要書によると、建ぺい率規制80%のところ79.62%で建築されており、

袋路沿いの一区画を取り込むことによって敷地面積を拡大し、建築面積を最大化する狙いがあったとみられる。

4-3-4．高層建築物の敷地が通り抜けに面するパターン

　22本の通り抜けに 42件の高層建築物の敷地が面しており、袋路に比べて、1本の細街路に面する高層建築物の数が

全体として多く、面する敷地数の最大は 5件だった。通り抜けと高層建築物の敷地の関係は、以下の 7つのパターンに

分類した。

　通−①および通−②は、Ｕ型通り抜けに高層建築物の敷地が接するパターンである。通−①は、高層建築物の敷地が

Ｕ型通り抜けの一方の始端部に接しているのに対して、通−②は始端部には接していない点が異なっている。

　通−③は、通り抜けの始端部に接して高層建築物の敷地があるパターンであり、通−④は通り抜けの始端部ではなく

途中部分に接して高層建築物の敷地があるパターンである。通−⑤は通−④と同様、通り抜けの途中に高層建築物の敷

地が接しているが、通−④が他の一般道路にも接道しているのに対して、通−⑤は他に接道を持たない点で異なっている。

　通−⑥は、高層建築物の敷地が通り抜けの始端部に接し、通り抜け沿いの小規模な別の区画を挟んで再度通り抜けに

接するというパターン、通−⑦は通り抜けの片側全てを大規模な高層建築物の敷地が占めるというパターンで、それぞ

れ１事例のみが該当した特殊な事例であると言える。

　最も多く見られたのは通−③のパターンで 19件が該当、続いて通−④が 15件該当し、他のパターンはいずれも少数

だった。通−③は細街路が一般道路に接続する角地に位置するもので、一般道路に囲まれた街区の外周で更新と高層化

が進んでいる状況を表していると考えられる。
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4-4．まちなみの視点と政策との関連性

4-4-1. 高層建築物の敷地のパターンの整理

　分類した高層建築物の敷地のパターンは、細街路の「始端部敷地」・「立ち並び敷地」との関係、および細街路の接続

する一般道路と敷地の前面道路との関係から表 4-3 のように整理することができる。

　細街路の「始端部敷地」とは、細街路が一般道路に接続する部分の角地に当たる土地を呼ぶものとする。細街路の入

り口として緊急時にも重要な位置であり、後述する政策的な視点にも関わりがある。

　「立ち並び敷地」とは、細街路を前面道路として接続する土地を呼ぶものとする（図 4-9）。細街路を通ってアクセス

されていた土地とも言い換えることができる。細街路沿いのまちなみは、「立ち並び敷地」に小規模低層の建物が複数連

続して並ぶことによって形成されると捉えることができる注4）。

注 4）　各細街路に対する「立ち並び敷地」の範囲を正確に把握するには厳密には各細街路が形成された時期の地図に遡る必要があるが、
本研究では現状の敷地割りおよび近年の住宅地図から推定している。

表 4-3　細街路に面する高層建築物の敷地のパターンの整理

パターン

袋-① 含まない 同じ 14該当する（立ち並び敷地
と前面道路の間を遮らない）

該当する（立ち並び敷地
と前面道路の間を遮る）

袋-② 含まない 同じ 3

袋-③ 含まない 同じ 6該当しない

袋-④ 含まない 異なる 5該当しない

袋-⑤ 含む 同じ

同じ

2該当しない

通-① 含まない

含まない

3該当する

異なる通-② 1該当しない

同じ通-③ 含まない 19該当する

異なる通-④ 含む 15該当しない

細街路を前面道路とする
(一般道路に面さない）

通-⑤ 含む 2該当しない

同じ道と異なる道共に面する

同じ道と異なる道共に面する

通-⑥ 含む 1該当する

該当
事例数

敷地が面
する細街路
の形状

※1  高層建築物の敷地が細街路の始端部に接している場合を示す
※2  高層建築物の敷地が、以前は細街路の立ち並び敷地であったと推定できる部分の土地を含んでいる場合を示す

袋路

通抜Ｕ型

通抜Ｌ型
・Ｉ型・
複合型

細街路の始端部敷地に
該当するか※1

細街路沿いの
立ち並び敷地
を含むか※2

細街路が接続する一般道路と
高層建築物の敷地の
前面道路の関係

通-⑦ 含む 1該当する

図 4-9　「始端部敷地」と「立ち並び敷地」の概念　
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　袋路は、通路部分の片側だけに「立ち並び敷地」がある場合と両側に「立ち並び敷地」がある場合が考えられるが、

今回の対象地区内で高層建築物の敷地が面した袋路はいずれも片側のみに「立ち並び敷地」がある袋路だった。そのた

め、「立ち並び敷地」の一区画を取り込んだパターンである袋−⑤以外の４つのパターンは、「立ち並び敷地」を含まな

いとしている。通り抜けについては、始端部以外で通り抜け通路に接している場合を、「立ち並び敷地」を含むと判定し

た。通−④、通−⑥は、「立ち並び敷地」部分の土地を別の土地と一体化した土地を敷地として高層建築物が建設された

様子が読みとれる。通−⑤は、「立ち並び敷地」そのものが高層建築物の敷地になっており２件が該当した。通−⑦は１

事例のみが該当した例で、周辺の敷地よりも極端に大きな敷地がＬ型通り抜けの片側を占めていることから、「立ち並び

敷地」を含む複数の土地が一体化して現状に至っていると判断している。

　細街路が接続する一般道路と高層建築物の敷地の前面道路の関係は、「異なる」または「同じ道と異なる道ともに面す

る」場合に、高層建築物の敷地が、細街路沿いの「立ち並び敷地」とは異なるコミュニティに所属する可能性を意味する。

4-4-2. 細街路沿いのまちなみの視点

(1) 袋路沿いのまちなみの視点

　細街路沿いのまちなみという観点からみると、まず、「立ち並び敷地」に小規模低層建築物が複数並んでいる中に、高

層建築物がそれらの低層建築物に並ぶように立つ場合に、まちなみへの影響が大きくなると考えられる。

　高層建築物の敷地が袋路の「立ち並び敷地」を含むパターンとしては袋−⑤が該当する。袋−⑤の２件は前述のように、

取り込んだ「立ち並び敷地」をオープンスペースとして利用しており、２事例とも袋路側に閉鎖的な塀が立てられてい

たが、袋路側の境界のしつらえがまちなみに影響するといえる。また、対象地区内では見られなかったが、袋路沿いの

「立ち並び敷地」を複数取り込むなどによりある程度の面積が確保されれば、袋路に面した部分に高層建築物が建つこと

も考えられる。その場合、現時点では基本的に袋路は非道路であるため注5）道路斜線規定がかかることもなく、隣地斜線

規定の範囲内で注6）袋路に面して高層建築物の建築が可能であり、袋路沿いに低層の建築物が立ち並ぶ場合、まちなみへ

の影響は大きい。

注5）　京都市は二項道路を指定する告示において、「ただし袋路は除く」と規定している。平成 26年４月施行の新しい道路指定基準
によって、一定の条件を満たし、権利関係者の合意によって申請された袋路については二項道路指定することも可能になった。

注 6）　対象地区の道路斜線規制は 1:1.5、隣地斜線制限は立ち上がり 31m+1:1.5 である。高度地区による絶対高さ制限が 31mである
ため、隣地斜線制限は実質的に無い状態である。

図 4-10　袋ー⑤の事例（左：袋路に面して立てられた塀、右：袋路沿いの建物と奥の 14 階建共同住宅）
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　袋−①は、「立ち並び敷地」を含むわけではないが、高層建築物が袋路の通路空間を挟んで袋路沿いの「立ち並び敷地」

と向かい合うパターンであり、該当する事例数も多い。該当する事例では、袋路全体の奥行きとほぼ同程度の奥行きを

もつ隣接する敷地に高層建築物が立っている例が多く見られた。これは、袋路が元はひとつの敷地だったところの奥に

家を建てて道を引き込み形成されたことによると推測できる。袋路は基本的に非道路であるため、高層建築物の敷地か

らみると袋路側との境界線は隣地境界線扱いである。隣地間のまちなみの不連続という点では、従来から京都市都心部

のまちなみ景観の問題とされてきた、町家に隣接して高層建築物が建つ状況と類似した状況であると言える。ただし、

共用通路型の袋路である場合その通路は袋路居住者にとっては道であること、特に「立ち並び敷地」の数が多く連続し

たまちなみを形成している場合もあることなどが異なっている。

(2) 通り抜け沿いのまちなみの視点

　高層建築物の敷地が、通り抜け沿いの「立ち並び敷地」を含むパターンとしては、通−④、⑤、⑥、⑦が該当する。

その中でも通−④は15件と比較的多くの事例が該当している。対象地区内の通り抜けは概ね袋路よりも延長距離が長く、

「立ち並び敷地」によるまちなみも形成されやすい状況にある。また、「立ち並び敷地」の関係者のみの利用が想定される、

私的な性質が強いと考えられる袋路やＵ型通り抜けよりも、通り抜けできる形状であり道としての公共的性質も相対的

に高いと考えられる。これらのことから、通−④はまちなみへの影響に最も注意が必要なパターンであると言うことが

できる。

　通−④に該当する事例を見ると、図 4-12 の (a) のように、細街路沿いに高層建築物が１件のみあるもの、(b)、(c) の

ように複数あるもの、さらに (d) のように細街路の片側に完全に高層建築物だけが並んでいるものもあった。対象とし

ている田の字地区は近代化以前から市街化している歴史的市街地であり、現存する細街路沿いには二項道路指定の基準

時には既に建築物の立ち並びがあったと考えてよいため、通り抜けは基本的に二項道路であると考えられる。道路斜線

の存在から壁面後退も誘導されやすい状況にあるが、細街路沿いに壁面線の揃った低層のまちなみが存在する場合は、

壁面後退によるまちなみの分断も生じる。

　さらに、このような高層建築物は、一般道路側に主要なエントランスを設けることで、細街路側には裏側としてのし

つらえをすることになり、建築物自体のボリュームによるまちなみの分断に加えて、意匠的な面からもまちなみへの影

響が危惧される。

　またこのパターンの敷地は、通り抜け沿いの敷地のいわゆる背割線をまたいで一般道路まで繋げた敷地形状となって

いる。京都市中心部のコミュニティは通りを挟んだ両側町を基本的な構成単位とするが、このような敷地はその単位を

図 4-11　袋ー①の事例（左：袋路入り口、中：袋路通路、右：袋路突き当り 12 階建事務所敷地の塀）
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逸脱したものであり、既存のコミュニティへの影響も懸念される。通−④、および事例数は少ないが通−⑥や通−⑦は、

通り抜け細街路側のコミュニティと外周道路側のコミュニティの両方に関わる敷地の形状となっており、既存のコミュ

ニティの境界線を壊すものとなっている。

図 4-12　通ー④に該当する事例　

（a） （b）

（c） （d）

細街路沿いの
立ち並び敷地

高層建築物
（通 -③）

高層建築物
（通 -④）

N

0 100m

図 4-13　通ー④の事例 (a)（左：セットバックして設けられた駐車場、右：12 階建事務所付共同住宅）
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　通−⑤は唯一細街路を前面道路とするパターンであり 2件が該当した。いずれも 45m制限時の建築であったが高さ

は 18.3m、19.9mとなっており、今回抽出した 62件の中では比較的低い。細街路を前面道路として 15m超の建築物が

建つのは、細街路が二項道路の場合である注7）。他に接道を持たないこのパターンでは、壁面後退による道路斜線の緩和

の影響は他のパターンより大きくなる注8）。しかし大きく壁面後退するにはある程度の敷地規模を必要とするため、小規

模な「立ち並び敷地」が連続しているような場合は、単独の「立ち並び敷地」では起こりにくいと考えられる。今回該

当した２件はいずれも細街路沿いにある程度の規模の商業建築が並ぶ立地であり、「立ち並び敷地」における小規模敷地

の連続も見られなくなっている街区であった。

　通−⑥、⑦は、対象地区内で各１事例見られたが、特殊なパターンと考えられる。「始端部敷地」と「立ち並び敷地」

の両方を敷地に含んでおり、通−③と通−④の両方の性質を持つと考えられる。

4-4-3. 現在進められている施策との関連

(1) 細街路対策指針で示された考え方

　2012 年に発表された京都市細街路対策指針では、基本的な考え方として、「ア細街路における避難安全性の向上」、「イ

細街路における建築物の更新」「ウ細街路における京都らしさの維持・再生」の３点を挙げている。「細街路における京

都らしさ」の内容として「町並み」と「コミュニティ」の２点が言及されている。

　３点目のウについては、前節の検討より、通−④、袋 - ⑤、①が特に、細街路沿いのまちなみに与える影響について

注意すべきパターンであると言える。

　アの避難安全性については、特に袋路における緊急時の避難経路の確保が求められる。今回の分類では、袋−②以外

のパターンの場合に高層建築物の敷地側に非常用の避難口を設置することが考えられるが、対象地区内の事例には見ら

れなかった。京都市は 2012 年 7月に袋路奥から避難経路をつくる工事費の助成事業を開始しており、このような事例

に対して避難経路確保を積極的に誘導することが考えられる。

　イの建築物の更新については、細街路沿いの建築物の老朽化を防ぎ耐震性と防火性を高めることを目標としており、

その観点からみると細街路沿いに建つ高層建築物は基本的に望ましいものと言える。袋路「始端部敷地」の建築物の安

注7）　非道路においても 43条但し書き許可または連担建築物設計制度を利用すれば建替えは可能であるが、3階建までに制限されて
いる。

注 8）　一般道路を前面道路としている通−⑤以外の通り抜けに接するパターンでは、２以上の前面道路がある場合の道路斜線制限の
緩和が一定の適用距離内で利用できることから、通り抜け細街路側からの道路斜線制限による影響は通−⑤より小さくなる。

図 4-14　通ー④の事例 (c)（左：奥に 14 階建ホテル、右：ホテルの通り抜け側の塀と正面の 10 階建共同住宅）
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全性は特に重視されており注9）、表３で「「始端部敷地」に該当する」となっているパターンはこれに該当する。非道路扱

いとなっている袋路では、「始端部敷地」に高層建築物が建つ場合、袋路側に敷地後退の義務が生じないため、袋路の幅

員は既存のまま拡幅されない。特に、袋−②のように袋路沿いの「立ち並び敷地」と表の一般道路との間を高層建築物

が塞ぐように建つことは、現状の袋路幅員および敷地割を固定化する方向に働く。そうであれば、単に防火性・耐震性

の高い建築物を建てることが望ましいという単純な評価はできない。

(2) 新しい道路指定基準と細街路条例

　京都市細街路対策指針に従い、2014 年 4月に非道路（袋路および 1.8m未満の細街路）を道路指定する際の基準と

手続きが明確化され、道路指定された道路にのみ接する敷地における建築物への制限を定める条例が施行された注10）。こ

れは、前述のイ建築物の更新という目的を実現するための方策と考えられ、非道路を道路化することにより、接道不良

敷地を接道させ、建築行為を可能とするものである。非道路が二項道路または三項道路に指定された場合、建築物の規

模や用途、構造に制限が課される。二項道路の場合は３階建以下、三項道路の場合は２階建以下が求められることから、

まちなみとしては低層のまちなみが継続すると考えられる。しかしこのような制限は当該道路のみに接道する敷地に対

する制限であり、今回実際の例として多く見られたような、他に道路で接道条件を満たしている敷地に対しては適用さ

れない。

注9）　袋路始端部の建物の耐震・防火改修を促進するため、2012（平成 24）年７月より「袋路始端部における耐震・防火改修助成事業」
によって工事費の 100%上限 150 万円の助成が行われている。

注 10）　「京都市道路の指定等に関する基準」および「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」を指す。第１章参照。
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4-5．本章の結論

　以上、本章では、まず京都市都心部の幹線道路沿いに位置する細街路に面する高層建築物の敷地を取り上げ、細街路

との関係性の全てのパターンを整理し、実態を明らかにした。

　通り抜けと袋路を比較すると通り抜けに高い割合で高層建築物の敷地が面しており、対象地区内の通り抜けの約半数

で該当する事例が見られた。ほとんど全ての事例が細街路ではなく別の一般道路を前面道路として計画されており、細

街路を前面道路とする事例は２件だった。細街路を前面道路とする場合は容積率制限と道路斜線制限によって規模が抑

えられるものの、道路斜線緩和と壁面後退によるまちなみへの影響は問題である。

　事例数が多く見られたパターンとしては、通り抜けの「始端部敷地」に高層建築物の敷地が位置するもの（通−③・

19件）、通り抜けの途中に高層建築物の敷地が接するもの（通−④・15件）、袋路の通路に隣に高層建築物の敷地が位

置するもの（袋−①・14件）が挙げられる。

　細街路沿いのまちなみに与える影響という観点からは、比較的延長距離が長く「立ち並び敷地」によるまちなみが形

成されやすいこと、それらの「立ち並び敷地」に並んで高層建築物の敷地が入ること、また袋路より道としての公共性

が高いことから、通−④のパターンが最も細街路沿いのまちなみへの影響が大きいと考えられる。またこのパターンは

コミュニティとの関係にも課題があることを指摘している。

　現在進められている施策は、非道路の道路化によって沿道建築物の更新を可能とするものであり、その際には建築物

は低層に制限されるが、通−④のような別に接道をもつ高層建築物には適用されない。この施策の目的は沿道建築物の

安全性の向上が主眼であり、まちなみの維持保全という目的はまだ具体的な施策に反映されていないと考えられる。高

層建築物は細街路沿いのまちなみを不可逆的に変質させるものである。現状では、２以上の前面道路をもつ道路斜線制

限の緩和やその他の緩和規定が複雑に存在しており注11）、結果的に細街路側にあらわれる建築物の形態によって、不連続

なまちなみが誘導されている状況にある。細街路沿いのまちなみの維持保全には、高さと壁面の位置といった点につい

ての細街路側からの形態規制が求められる。

注11）　建築基準法第 56条第７項による特例（天空率）による高さ制限の緩和や、建築基準法第 52条第 9項（特定道路への接続）
による容積率制限の緩和など。
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5-1．各章で得られた知見

5-1-1. 第２章で得られた知見

　第２章では、京都市都心部における細街路の分布と町家の分布の関係性の分析を行い、以下の知見を得た。

(1) 細街路沿いの敷地と町家の分布の相関関係の存在

　学区ごとの細街路沿いの敷地の密度と町家の密度との比較から、両者の間には中程度の相関関係が見られた。特に袋

路沿いの敷地と町家の密度の相関が高かった。細街路の多い学区、その中でも特に袋路の多い学区に町家も多く残って

いると言える。

(2) 細街路沿いの敷地における町家の割合

　細街路沿いの敷地と町家の位置を具体的に分析すると、仁和学区では細街路沿い以外の敷地のほうが町家率が高かっ

た。このことから、細街路と町家がともに多く存在する学区であっても、細街路沿いに町家が多いわけではなく、地区

全体として細街路も多く町家も多いという状況であることがわかった。

　一方で、市中心部の田の字地区内にあり町家が多く残る有隣学区では、仁和学区とは異なり、細街路沿いの敷地に特

に高い割合で町家が存在していた。

(3)通り抜け沿いでは個々の細街路ごとの町家の偏りは少ない

　個々の細街路に着目すると、２学区とも通り抜け沿いの敷地における町家の割合に偏りは見られず、全体として徐々

に町家が減少している様子が見られた。２学区を比較すると、仁和学区より有隣学区のほうが通り抜け沿いの町家率が

高かった。

(4) 袋路沿いでは個々の細街路ごとの町家の偏りが大きい

　仁和学区では、袋路沿いの敷地では町家が全く存在しない袋路が半数以上を占めており、通り抜け沿いとは大きく傾

向が異なっていた。有隣学区では、袋路においては全く建て替えられず全ての敷地に町家が残っているものが多数を占

めた。一方で町家が全く残っていない袋路も多くなっており、袋路沿いの敷地においては、町家が多くあるかほとんど

無いかの両極端に分かれている状況が明らかになった。

5-1-2. 第３章で得られた知見

　第３章では、京都市都心部の中でも特に繁華な地区に位置する細街路沿いのまちにおけるまちづくり活動を通して、

まちなみの維持・継承に関わる課題を検討した。

(1) 対象事例における成果と限界

　対象細街路では、10階建のホテル建設計画を契機にまちなみの変化への危機感が共有されてまちづくり活動が開始さ

れ、拘束力の無い形ではあるが形態意匠全般や付属物についてのルールが町式目として明記・共有された。また、付属

物や道の舗装、道上の物については具体的な成果を上げていた。新規出店者との協議の中では、町式目の存在を背景に、

建築物の仕上げ・色彩やのれんなどの付属物についての協議が行われた。また、新築されたホテルの低層部の形態意匠

には、現行の規制以上の配慮が見られた。一方で、建築物の壁面位置や規模についての拘束力のあるルールの合意形成

には至らなかった。

(2) 対象細街路沿いの規制の現状と課題

　規制の現状としては、特に道に面する外壁の位置と建築物の規模が不安定な状況にあると言える。まず、一般道路と

の敷地一体化による容積率の急激な増大により建築可能な規模が大きく変化する。また２項道路による敷地後退と、道
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路斜線制限および外壁後退による緩和規定により壁面位置と規模の設定が連動して変化し、道に面して建つというまち

なみの特徴が維持されにくい状況である。さらに、天空率による道路斜線制限適用除外の利用も可能であり、結果とし

て現れる形態の予測が困難な状況である。

(3) 複合的な合意形成の阻害要因の存在

　本事例では近年、店舗の出店が相次ぐなどにより町内関係者の入れ替わりが連続して起こり、従前から限りのあった

活動の担い手がさらに減少し活動の継続が困難となった。また関係者の入れ替わりや用途の多様化が価値観や認識のず

れにもつながり、合意形成が困難な状況となった。細街路沿いであることの制度の複雑さによる理解の難しさ、複数の

関係者が存在するものの規模が小さいことによる担い手の不足、多様なニーズによる価値観の乖離といったことは、都

心の細街路沿いでは一般的に想定される事柄であり、これらが複合して合意形成を阻害する可能性が指摘できる。

　新しい細街路政策では、細街路沿いのまちなみ保全のための対策としての３項道路指定と沿道建築物に対する制限の

付加が制度として用意されているが、現状ではこれは関係者の合意形成が求められている。しかし本研究で明らかにし

たように、関係者によるボトムアップを前提とした制度設計には限界がある。そのため、関係者の合意形成を強く支援

する方法や、何らかの公的な位置付けを事前に与えた上で「歴史的細街路」の指定に向けて関係者と協議を行うといっ

た方法が検討されるべきである。

　

5-1-3. 第４章で得られた知見

　第４章では、京都市都心部の幹線道路沿いに位置する細街路に面する高層建築物の敷地を取り上げ、細街路との関係

性の全てのパターンを整理し、実態を明らかにした。

(1) 細街路沿いに面する高層建築物の実態

　京都市都心部の幹線道路沿いの地区で、該当する高層建築物は 68件あり、高層建築物の敷地と細街路との関係につ

いて分類を行った。通り抜けと袋路を比較すると通り抜けに高い割合で高層建築物の敷地が面しており、対象地区内の

通り抜けの約半数で該当する事例が見られた。細街路を前面道路とする事例は２件のみであり、残りの事例は細街路で

はなく別の一般道路を前面道路として計画されていた。細街路を前面道路とする場合は容積率制限と道路斜線制限によっ

て規模が抑えられるものの、道路斜線緩和と壁面後退によるまちなみへの影響は問題である。

(2) 多く見られた高層建築物と細街路の関係性のパターン

　事例数が多く見られたパターンとしては、通り抜けの始端部敷地に高層建築物の敷地が位置するもの（通−③・19件）、

通り抜けの途中に高層建築物の敷地が接するもの（通−④・15件）、袋路の通路の隣に高層建築物の敷地が位置するも

の（袋−①・14件）が挙げられた。

(3) 細街路沿いのまちなみへの影響

　細街路沿いのまちなみに与える影響という観点からは、比較的延長距離が長く立ち並び敷地によるまちなみが形成さ

れやすいこと、それらの立ち並び敷地に並んで高層建築物の敷地が入ること、また袋路より道としての公共性が高いこ

とから、通−④のパターンが最も細街路沿いのまちなみへの影響が大きいと考えられる。またこのパターンはコミュニ

ティとの関係にも課題があることを指摘している。



第５章　結論

-103-

5-2．結論

町家との関係からみた細街路に関する知見

（１）歴史的市街地の特徴としての細街路

　本研究では、細街路と町家の立地の重複関係の分析を行い、以下の点を明らかにした。

　まず、上京区・中京区・下京区・東山区の細街路と町家の悉皆調査データの分析から、細街路と町家の分布には相関

があり、細街路が多い地区、特に袋路の多い地区に町家も多く残っていることを明らかにした。細街路は町家とともに

歴史的市街地の特徴的な存在であることを確認した。次に細街路と町家がともに多い地区として西陣の仁和学区と市中

心部である田の字地区の有隣学区を対象とした詳細な分析を行った。その結果、有隣学区では仁和学区とは異なり、細

街路沿いに町家が多く存在し、特に特定の袋路に固まって町家が存在していた。細街路沿いの敷地における建築行為へ

の規制が沿道建築物の老朽化や空き家化の要因となっていると懸念される一方で、中心部の利便性の高い立地では、細

街路の存在が町家を残す方向に影響を与えている可能性が指摘できる。

（２）町家の多い袋路について

　袋路については、２学区とも町家が多く存在しているものと全く町家が存在しないものの両極端に分かれる傾向が見

られた。袋路沿いの建築物の数の少なさや、所有権が集約されているかどうかといった権利の状態などにより、袋路に

おいては変化がどちらかに振れやすい傾向にあると推測できる。各袋路の形態や周辺街区の状況、住民や所有者の置か

れている状況や考え方など、個々の事情を詳細に把握するような個別的なアプローチが袋路に対しては有効であると考

えられる。

（３）町家の多い通り抜けについて

　通り抜けでは、２学区ともに町家の存在に細街路ごとの大きな偏りは見られなかった。すなわち、現時点で町家が多

く立ち並んでいる通り抜け細街路は、数が少なく貴重な存在である。特に市中心部である田の字地区内の有隣学区では、

細街路沿いの敷地における町家の割合が細街路沿い以外よりも高くなっていた。つまり、細街路沿いは町家の立ち並ぶ

まちなみを残す貴重な場所となっている。このことから、現状で町家が多く存在している通り抜けは、特に貴重な存在

であり、施策としての対応を考える際に優先的に取り扱うべき存在である。

細街路沿いのまちなみの維持・継承の取り組みの成果と限界

　対象事例では、細街路沿いに 10階建のホテルが計画されたことを契機としてまちなみの変化に対する危機感が共有

され、まちなみに対する考え方を示した町式目の策定や、木製室外機カバーの設置、道の舗装、駒札の設置など、建築

物の付属物や道に関する項目での成果をあげた。また、新規店舗との協定に関する協議の中で店構えについての話し合

いが行われるなど、建築物の仕上げや付属物について、美観地区で規定されている内容以上のまちなみへの配慮を誘導

する可能性も見られた。このことから、普段からのまちづくり活動を支援する施策が考えられる。

　しかし、建築物についての拘束力のあるルールづくりの段階には進むことができず、まちづくり活動は現時点で休止

している。その背景には、町内関係者の入れ替わりの連鎖や用途の多様化による、担い手の不足や価値観・認識のずれ

があった。制度の理解の難しさ、担い手の不足、多様な価値観の存在といったことは、都心の細街路沿いでは一般的に

想定される事柄であり、これらが複合して合意形成を阻害する要因となると考えられる。

細街路沿いの建築物の形態に関する現状の規制に関する課題
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　高さや容積率の規制値が大きく設定されている中心部の地区では、細街路沿いの低層のまちなみとは異なるスケール

の高層建築物が細街路に面して建つことが可能である。特に細街路沿いの敷地と一般道路に面する敷地が一体化した場

合に急激な建築可能規模の増大が生じる。本研究で対象としたまちづくり活動事例において活動の契機となったホテル

計画はこれに該当した。田の字地区の幹線道路沿い全域を対象とした分析においても、細街路に面して高層建築物が立

つ事例が見られ、そのほぼ全てが細街路以外に接道を持つ敷地に立つものだった。さらに高層建築物の敷地と細街路の

関係を類型化した分析からは、通り抜け細街路の途中に高層建築物が建つ事例が特に細街路沿いのまちなみに対する影

響が大きいと考えられたが、そのパターンも多く存在した。

　建築物の形態意匠については改修によって復元や変更の可能性もあるのに対して、壁面の位置や建築物の高さは不可

逆的な変化をもたらすものであることから、細街路沿いのまちなみの維持・継承において、建築物の壁面の位置や高さ

に関する規制は大きな課題である。そのため、特に都心部の高さや容積率の制限値が高く設定されている地区での細街

路沿いのまちなみの維持・継承には、低層の建築物が道に沿って建つことを誘導する細街路側からの形態制限の導入が

必要である。

合意形成に関する制度設計上の課題

　細街路沿いの外壁の壁面位置および高さに関して上乗せ規制を行うには、３項道路指定による敷地後退距離の緩和、

および地区計画による壁面位置の指定と高さの制限が考えられる。地区計画は以前から制度的に利用可能なものであり、

３項道路指定は京都市の新しい細街路政策において基準が示され利用可能となっている。しかし、両者とも関係者によ

る合意形成が必要である。一方で、上述のように特に都心部の細街路では関係者間の合意形成を阻害する複合的な要因

が存在することから、実際には実現が困難であるもしくは時間がかかることが明らかとなった。新しい細街路政策にお

ける「歴史的細街路」その他の道路指定には関係者全員の同意が求められているが、関係者によるボトムアップを前提

とした制度設計には限界があることを示している。すなわち、壁面位置や高さについて細街路側からの形態制限を追加

的に実施するには、行政が積極的にリーダーシップをとっていく必要がある。

具体的な方策

　以上、本研究で明らかにした結論の中から、細街路沿いのまちなみの維持・継承に関する方策に関して具体的に考え

られる内容を整理すると、下記の点が挙げられる。

（１）町家が多く立ち並ぶ袋路は、ある程度の数存在する。袋路は個別性が高く、所有者および住まい手の状況など、個々

の事情に多面的に対応する個別的なアプローチが有効である。将来の展望について個別にじっくりと相談ができるよう

な事業や、町家が多く残る袋路に対する積極的な情報提供といった対策が考えられる。

（２）町家が多く立ち並ぶ通り抜けは特に貴重な存在である。通り抜けられることから袋路よりも多くの人が通り、みち

としての公共性も高い。優先的にまちなみの維持・継承を行う対象として位置づけるべきである。

（３）建築物の高さ制限の値が高く、広幅員の道路が近接しているなどの条件により、細街路沿いに高層建築物が建設可

能な地区において、細街路沿いのまちなみの維持・継承を行うには、細街路側からの高さ規制のような形態制限が必要

である。

（４）高層建築物が建ち、住宅以外の用途の需要も強い中心部の地区では特に、関係者によるボトムアップ型の制度には

限界がある。行政による積極的な介入が必要である。

（５）建築物の仕上げや付属物、道のしつらえといった点については、まちづくり活動による効果が期待できる。普段か

らの細街路沿いのまちづくり活動を支援する仕組みが有効である。
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5-3．結論を踏まえた提言
　

　本研究で示した内容を踏まえ、今後の細街路政策において検討が必要と考えられる点として以下の３点を挙げる。

（１）細街路政策と町家政策の連携

　細街路は防災面で問題があるという認識から、細街路に対する施策は、拡幅および解消を目標とする「細街路整備」

の促進と、現に存在する大量の沿道建築物に対する「救済措置としての建替え条件の緩和」という現実的な対応の２面

から進められてきた。しかし序論でも示した通り、細街路は都市環境的観点、生活環境的観点、経済的観点、歴史・文

化的観点からの多様な価値を持つため、１つの観点からの画一的な施策的対応は不適切である。防災安全性を高めると

同時に、個々の細街路が持つ多様な価値にも目を向けることが必要である。

　京都市都心部の細街路を考える際には、特に歴史的・文化的観点が欠かせない。本研究では、歴史的市街地の象徴的

存在としての町家に着目し、細街路と町家の分布の関係について分析を行った。その結果、細街路と町家の分布には相

関があることを示すとともに、市中心部では表通りの開発に対して細街路が町家を保全する役割を果たした可能性を指

摘している。京都市では以前から町家を保全の対象と位置付け積極的な施策展開を行ってきた。町家が立ち並ぶ細街路

は多いが、そこでは町家の保全と細街路の持つ歴史的・文化的価値の維持・継承の両者を一体として捉えることができ

るため、細街路に対する対策と町家に対する対策の連携を強めるよう検討すべきである。

（２）細街路の多様性・個別性に応える仕組みの整備

　前項では町家の存在に着目しているが、町家以外にも個々の細街路はそれぞれに異なった価値を持つ多様な存在であ

る。また、住まい手や所有者、利用者、周辺環境など個々の細街路が抱える事情は当然個別性が高い。このように多様性・

個別性の高い細街路に対して、考えられる対策のメニューの幅広い整備が必要である。

　考えられる対策のメニューとは、これまでの細街路対策の対象範囲とされてきた道の整備や沿道建築物の改修・更新、

および防災に関するものに加えて、私道に関するトラブルの解消など道の担保性を高める方法に関するもの、細街路沿

いの空き家に関する相談や権利者の調査、また資金融資といった土地・建物の利用方法に関するもの、生活や建築に関

するルールづくりや歴史文化の掘り起こし、関係者の組織化や権利の取得についてなど、関係者によるルールや組織体

制づくりに関するもの、などを挙げることができる
1

。

　また、こういった対策のメニュー化は概して複雑でわかりにくいものになりがちであるため、実効性を高めるには、個々

の細街路の関係者に適切に情報を伝え、必要に応じて実施可能な策を選択できるよう支援することも必要である。

1　この内容は、筆者も参加して都市居住推進研究会（略称：都住研）が 2015 年に京都市長に対して行った細街路に関する提言の中
の提言２「路地の未来を選び、実現するための支援策の充実」に関連している。都住研はよりよい京都のまちづくりを目的とした提
案型の研究会で、不動産関連事業者、建築設計者、土地建物関連の専門家、学識経験者らによって 1994 年に結成された任意団体で
あり、現在はNPO法人化されている。上述の提言は「路地を発信・再生・継承する〜選べる路地のまちづくり」と題するもので都
住研の第五次提言にあたり、2014 年 9月 7日に門川大作京都市長に提出した。提言１「路地の魅力と価値を発信する取組の促進」、
提言２「路地の未来を選び、実現するための支援策の充実」、提言３「路地のコミュニティ管理の促進」という３点を提言している。
提言の内容および添付資料等は都住研のホームページにて全文公開されている。http://www.tjk-net.com/proposal/proposal05.html
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（３）広幅員道路に対する狭幅員道路の扱い

　本研究では、調査対象としたまちづくり事例において活動の契機となった高層建築物の形態から、細街路沿いの建築

物に対する規制について、道に面する壁面の位置と建築物の高さの予測がつかず問題があると指摘した。また、京都市

中心部の細街路に面して立つ高層建築物はこの事例だけではなく、広幅員道路と細街路の両方に面する敷地に建つ高層

建築物が細街路沿いのまちなみに影響を与えている実態があることを示した。複数の道に面する敷地における建築計画

に対する規制のあり方自体が問題であり、特に細街路と広幅員道路に面する敷地においてその問題は極端に表れる。

　京都市の新しい道路指定基準と合わせて制定された細街路条例でも、当該の細街路にのみ面する敷地を対象としてい

る。すなわち、対象とする細街路に面する敷地でも他に接道をもっていれば除外される。この条例は基本的に建築行為

の条件緩和に対する代替的な条件付加であるためこのような構成になっているが、細街路沿いのまちなみの視点からは

細街路沿いの全ての敷地に適用される規制が必要になる。

　現在の建築基準法の枠組みでは、複数の接道を持つ敷地の場合基本的に広幅員道路の存在が優先される。前面道路幅

員による容積率の規定においては、広幅員道路の値が採用される。道路斜線制限は細街路が道路であれば細街路側から

も発生するが、広幅員道路からの回り込みの規定がある。細街路が非道路である場合は隣地の１つとして扱われ、敷地

に隣接して袋路が存在することは何も影響を与えない。また斜線制限や容積率規定はそもそも建築可能なボリュームを

規定するものであり、結果として現れる建築物の形態に対するまちなみの視点は欠如している。細街路沿いのまちなみ

には細街路側からの形態制限が必要であり、現状のような一方の「前面道路」によって他方を無視する規制の枠組みや、

道路斜線制限の考え方を転換することが必要である。
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2 2008.7　居住者アンケートから見る袋路内の住宅
の改修実態と居住性の評価　袋路空間にお
ける住宅の実態と居住者の意識に関する研
究　その 2

日本建築学会大会
（中国）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.71-72柴崎耕平
小林彩子
髙田光雄

神吉紀世子
安枝英俊
韓勝旭

前田昌弘
森重幸子
繪本啓太

3 2008.7再生集合住宅居住者の住宅に対する満足度
の傾向　求道学舎リノベーションにおける
居住者アンケートの分析　その１

日本建築学会大会
（中国）学術講演

梗概集 E-2 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.81-82森重幸子
髙田光雄
丸川景子
李容圭

柴崎耕平
土井脩史

4 2008.7再生集合住宅居住者の住環境に対する満足
度の傾向　求道学舎リノベーションにおけ
る居住者アンケートの分析　その 2

日本建築学会大会
（中国）学術講演

梗概集 E-2 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.83-84丸川景子
髙田光雄
森重幸子
李容圭

柴崎耕平
土井脩史

5 2009.4Urban Renewal and Sustainability of
Historical Urban Center - Case Study
on Urban Center of Kyoto -

12th International
Seminar de Forum 

UNESCO - University 
and Heritage

Forum
UNESCO

Reference no.107Sachiko
MORISHIGE,

Mitsuo
TAKADA,
Hisako
KOURA

6 2009.7馬町の家 日本建築学会大会
（北陸）学術講演

梗概集 G-1 分冊
（建築デザイン）

日本建築学会 pp.152-153森重幸子
朽木順綱

研究報告（学会発表）

12

13

2016.10

2017.4

京都市都心部における細街路の分布と町家
の分布の関係性の分析−元学区単位の分析
と仁和学区・有隣学区におけるケーススタ
ディ−

「歴史細街路」沿いのまちなみの維持・継承
における課題−京都市都心部の細街路沿い
のまちづくり活動を通して−

日本建築学会
計画系論文集

日本建築学会
計画系論文集

日本建築学会

日本建築学会

第 81 巻
第 728 号

pp.2095-2103

第 82 巻
第 734 号

（掲載決定）

森重幸子
髙田光雄

森重幸子
髙田光雄

No. 年月執筆題目 掲載誌 発行機関 巻・号・頁著者
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No. 年月執筆題目 掲載誌 発行機関 巻・号・頁著者

11 2010.7歴史的市街地の袋路集中地区における居住
の再生：京都市都心部における再建築不可
敷地と町家の立地の分析

日本建築学会大会
（北陸）学術講演

梗概集 E-1 分冊
（建築計画・

オーガナイズド
セッション）

日本建築学会 pp.29-30森重幸子
髙田光雄

神吉紀世子
安枝英俊

12 2011.7京都市の中心部における歴史的細街路の変
化と課題：膏薬辻子沿いの両側町・新釜座
町のまちづくり活動を事例として

日本建築学会大会
（関東）学術講演

梗概集  F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.341-342森重幸子
髙田光雄
安枝英俊

13 2011.7生活文化を含めた京町家の公開に関する研
究　一般の見学への対応方法を通して

日本建築学会大会
（関東）学術講演

梗概集 E-2 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.71-72鈴江悠子
髙田光雄
森重幸子

生川慶一郎

14 2011.7堀川団地の再生におけるまちづくり協議会
の設立と展開市街地型の公的住宅団地の再
生に関する研究　その 3

日本建築学会大会
（関東）学術講演

梗概集 E-2 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.185-186生川慶一郎
高田光雄
安枝英俊
森重幸子
土井脩史
桜井俊彦
宮野順子

15 2011.7堀川団地の再生における法的側面からみる
改修可能性の検討　市街地型の公的住宅団
地の再生に関する研究　その 4

日本建築学会大会
（関東）学術講演

梗概集 E-2 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.187-188宮野順子
高田光雄
安枝英俊
森重幸子
土井脩史
桜井俊彦

生川慶一郎

16 2012.9京町家の承継に対する所有者の意識：相続
承継問題から見た京町家の保全に関する研
究その 1

日本建築学会大会
（東海）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（ 建築社会システム）

日本建築学会 pp.349-350鈴江悠子
高田光雄
森重幸子

生川慶一郎

8 2009.7細街路の事例調査から見る更新可能性に関
する問題点の抽出：京都市都心部における
細街路沿いの建物の更新可能性に関する研
究　その２

日本建築学会大会
（北陸）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.943-944南井厚美
髙田光雄

神吉紀世子
安枝英俊
森重幸子
繪本啓太
平井陽

9 2010.7堀川団地再生に向けた検討課題の整理　市
街地型の公的住宅団地の再生に関する研究
　その 1

日本建築学会大会
（北陸）学術講演

梗概集 E-1 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.61-62垣田悠三子
土井脩史
髙田光雄

神吉紀世子
安枝英俊
森重幸子
宮野順子
岡本陽平

10 2010.7各住棟のキャパシティからみた堀川団地の
再生の方向性の検討　市街地型の公的住宅
団地の再生に関する研究　その２

日本建築学会大会
（北陸）学術講演

梗概集 E-1 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.63-64土井脩史
垣田悠三子
髙田光雄

神吉紀世子
安枝英俊
森重幸子
宮野順子
岡本陽平

7 2009.7都心四区における細街路沿いの建物の法制
度からみた更新可能性の検討：京都市都心
部における細街路沿いの建物の更新可能性
に関する研究　その１

日本建築学会大会
（北陸）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.941-942平井陽
髙田光雄

神吉紀世子
安枝英俊
森重幸子
繪本啓太
南井厚美



-111-

No. 年月執筆題目 掲載誌 発行機関 巻・号・頁著者

22 2013.8京都市都心部における不動産所有権の権利
実態：相続承継問題から見た京町家の保全
に関する研究　その３

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.471-472生川慶一郎
森重幸子
髙田光雄

23 2013.8平成の京町家・市街地型集合住宅団地 K 町
プロジェクト　その 1

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 G-1 分冊
（建築デザイン）

日本建築学会 pp.28-29村田真悟
森重幸子
髙田光雄
安枝英俊
土井脩史

24 2013.8平成の京町家・市街地型集合住宅団地 K 町
プロジェクト　その 2

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 G-1 分冊
（建築デザイン）

日本建築学会 pp.30-31森重幸子
村田真悟
髙田光雄
安枝英俊
土井脩史

25 2013.8理論的検討を通した住宅への愛着形成過程
のモデル化

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 E-1 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.707-708安福賢太郎
髙田光雄
森重幸子

26 2013.8地蔵盆の運営実態とその継続要因の考察：
京都市都心部における地蔵盆の運営と地域
のレジリエンス向上に関する研究その１

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.787-788前田昌弘
髙田光雄
森重幸子
西野克裕

19 2012.9堀川団地 ’ やわらかい ’ まちづくり再生ビジ
ョン　その１

日本建築学会大会
（東海）学術講演

梗概集 G-1 分冊
（建築デザイン）

日本建築学会 pp.66-67生川慶一郎
髙田光雄
安枝英俊
森重幸子
土井脩史
宮野順子
石田洋輝

20 2012.9堀川団地 ’ やわらかい ’ まちづくり再生ビジ
ョン　その 2

日本建築学会大会
（東海）学術講演

梗概集 G-1 分冊
（建築デザイン）

日本建築学会 pp.68-69石田洋輝
生川慶一郎
髙田光雄
安枝英俊
森重幸子
土井脩史
宮野順子

18 2012.9ネパール、パタン旧市街地の中庭型集住体
における共同的空間管理に関わる主体間関
係

日本建築学会大会
（東海）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.517-518サキャラタ
髙田光雄
森重幸子

17 2012.9承継支援の仕組みに対する京町家所有者の
ニーズ：相続承継問題から見た京町家の保
全に関する研究　その 2

日本建築学会大会
（東海）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（建築社会システム）

日本建築学会 pp.351-352森重幸子
鈴江悠子
高田光雄

生川慶一郎

21 2013.5地蔵盆の運営実態と地域のレジリエンス向
上に果たす役割に関する研究

2012 年度「未来の
京都創造研究事業」

研究成果報告書

公益財団法人
大学コンソー
シアム京都・

京都市

pp.23-42前田昌弘
森重幸子
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35 2015.9京都市都心部における細街路の使用者・所
有者の意識

日本建築学会大会
（関東）学術講演

梗概集 E-1 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.1311-1314森重幸子
髙田光雄
前田昌弘
大森聡子

36 2015.9細街路沿いの家屋の空き家化の状況 : 京都市
都心部における細街路の現状 その 3

日本建築学会大会
（関東）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.643-644大森聡子
森重幸子
髙田光雄
前田昌弘

32 2014.8韓屋建築家の自邸と彼の作品に見る伝統的
生活文化の現代的継承　韓国における伝統
的木造住宅の現代的価値に関する検証　そ
の１

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 E-1 分冊
（建築計画）

日本建築学会 pp.983-984金海梨
髙田光雄
森重幸子

33 2014.8行事運営への関わり方に着目した地蔵盆の
役割　京都市都心部における地蔵盆の運営
と地域のレジリエンス向上に関する研究　
その３

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.235-236西野克裕
髙田光雄
前田昌弘
森重幸子
山崎圭史

34 2014.8レジリエントなコミュニティの形成と地蔵
盆の関係性京都市都心部における地蔵盆の
運営と地域のレジリエンス向上に関する研
究　その４

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（建築社会システム）

日本建築学会 pp.237-238藤田麻由実
髙田光雄
前田昌弘
森重幸子
西野克裕
山崎圭史

31 2014.8田の字地区内の 2006 年以降に消滅した細
街路　京都市都心部における細街路の現状
　その２

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.1117-1118大森聡子
森重幸子
髙田光雄
前田昌弘
他 5 名

30 2014.8田の字地区内の細街路の属性　京都市都心
部における細街路の現状　その１

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.1115-1116森重幸子
髙田光雄
前田昌弘
大森聡子
他 5 名

29 2014.5幹線道路に隣接する細街路の都市計画上の
課題〜『歴史細街路』の維持保全に向けて
〜

2013 年度「未来の
京都創造研究事業」

研究成果報告書

公益財団法人
大学コンソー
シアム京都・

京都市

pp.53-77森重幸子
前田昌弘

28 2013.8バリ・ウブドの家：裸形の建築への遡行と
して

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 G-1 分冊
（建築デザイン）

日本建築学会 pp.2-3朽木順綱
森重幸子

27 2013.8地蔵盆が地域のレジリエンス向上に果たす
役割：京都市都心部における地蔵盆の運営
と地域のレジリエンス向上に関する研究　
その２

日本建築学会大会
（北海道）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会 pp.789-790西野克裕
前田昌弘
髙田光雄
森重幸子



-113-

No. 年月日講演題目 講演会名 主催

1

2

3

4

2014.11.17

2014.12.13

2015.11.25

2016.9.15

平成の京町家・東山八坂通

平成の京町家・東山八坂通プロジェクト

歴史的市街地の細街路沿いの居住の現在
−京都の路地とまちづくり−

京の路地（ろうじ）と京町家
−歴史と安全を引き継ぐために−

京都府建築工業
協同組合セミナー

第 27 回市民講座 2014

神戸大学持続的住環境創成
（積水ハウス）寄附講座

SLED LECTURE#18

景観・まちづくり大学
「京町家再生セミナー」

京都府建築工業
協同組合

学校法人京都建築学園
京都建築専門学校

神戸大学大学院工学研究科
持続的住環境創成講座

京都市景観・まちづくり
センター

研究報告（依頼講演）

No. 年月執筆題目 掲載誌 出版社 掲載頁著者

1

2

3

2010.9

2014.4

2014.8

歴史的建築物のリノベーション　定期借地
権付きコーポラティブ方式による再生 - 求
道學舎リノベーション

Environmental governance of dwellings
of a small-scale community along a
historical alley in Kyoto City

工務店をとりまく背景

現代集合住宅のリ・デザ
イン - 事例で読む「ひと・

時間・空間」の計画
（日本建築学会編）

RURAL AND URBAN
SUSTAINABILITY

GOVERNANCE
（Kota ASANO, Mitsuo 

TAKADA 編）

木の住まい（日本ぐらし
館木の文化研究会編）

彰国社

United
Nations

University
Press

日本ぐらし館

pp.92-93

pp.216-224

pp.166-177

森重幸子

森重幸子

森重幸子

著書１

No. 年月執筆題目 掲載誌 発行機関 巻・号・頁著者

37

38

2015.9

2015.9

所有者の意思を尊重する承継支援型民事信
託の試行的実施 : 京町家の住み継ぎを支援す
る承継システムに関する研究 その 1

岡山県瀬戸内市牛窓地区における木造住宅
の住み継ぎに関する研究 : 住み継ぎを実践す
る居住者へのインタビュー調査を通して

日本建築学会大会
（関東）学術講演

梗概集 F-1 分冊
（都市計画）

日本建築学会大会
（関東）学術

講演梗概集
（農村計画）

日本建築学会

日本建築学会

pp.187-188

pp.103-104

生川慶一郎
森重幸子
髙田光雄

藤田 麻由実
前田昌弘
髙田光雄
森重幸子
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No. 年月執筆題目 掲載誌 発行機関 巻・号・頁著者

1 2010.4［学会ニュース］2009 年都市住宅学会関東
支部・関西支部合同企画「ネパール都市住
宅事情視察調査」報告

都市住宅学 都市住宅学会 第 69 号
pp.101-107

森重幸子
サキャ・ラタ

前田昌弘

3 2015.4密集市街地・細街路の状況 京都の都心居住と
京町家に関する
研究（その２）

報告書

公益財団法人
アーバンハウ

ジング

第２章 2-2
pp.43-49

森重幸子

2 2014.12まちに馴染むまちをつくる−平成の京町家・
東山八坂通

建協會報 京都府建築
工業協同組合

平成 27 年 1 月
新春号 (2015）

森重幸子

5 2016.12選べる路地のまちづくり – 路地・いえ再生
の多様なメニュー

建協會報 京都府建築
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