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はじめに

中野市東江部地区に所在する旧山田家住宅は、平成20（2008）年８月に、山田家から中野
市に土地・建物・収蔵資料が寄贈され、中野市が（仮称）山田家資料館として管理している。
江戸時代から明治、大正、昭和、平成と、約400年間東江部地区に在住した山田家には、そ
れぞれの時代の資料や建造物が残されている。
それらを保存・活用するために、寄贈を受ける前の平成18（2006）年に「山田家活用検討

委員会」を設置し、７回の委員会を開催して議論を重ねた。その結果が、平成20（2008）年
６月に「山田家活用基本構想」として取りまとめられ、次のように答申された。
『地域の歴史や文化を知り郷土を愛する心を養い、先人の知恵を活用することを通じて文化

的生活環境の整備に貢献する重要な施設として整備していく。』
また、平成21（2009）年から５回にわたり「山田家資料活用検討委員会」が開催され、古

文書等の歴史資料及び建造物の保存活用の在り方について協議された。この結果が、平成22
（2010）年２月に｢山田家資料館（仮）の在り方について｣という形で提出され、その中で、
次のような提言がされた。
『山田家資料館（仮）を建造物と所蔵資料の保全、保存を行い、それらの公開、閲覧を行

う。』
そして、平成29（2017）年から平成30（2018）年にかけ「（仮称）山田家資料館整備計画

策定委員会」を視察を含め８回開催し、それらの結果を基に検討をし、整備計画案として取
りまとめた。

それらを踏まえ、令和４（2022）年１月に、旧山田家住宅保存活用計画を策定した。

旧山田家住宅
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（１）計画作成年月日
令和４年１月８日

（２）計画策定者
長野県中野市教育委員会事務局 生涯学習課

（３）策定体制（図１）
Ⅰ （仮称）山田家資料館整備計画案

本計画策定の基礎となる計画案。平成30（2018）年に、学識経験のある者、地元団体から
の推薦、地域の住民代表、公募に応じた市民の合計12名により構成された、中野市（仮称）
山田家資料館整備計画策定委員会によって策定された。

Ⅱ 旧山田家住宅保存活用アドバイザー（表１）
本計画策定にあたっては、専門的知識を有する旧山田家住宅保存活用アドバイザーによる

検討と助言及び指導を受けた。

Ⅲ 庁内オブザーバー
中野市経済部農業振興課の職員により、計画策定者案について検討を行った。

（仮称）山田家資料館整備計画案

長野県中野市教育委員会事務局 生涯学習課

旧山田家住宅保存活用
アドバイザー

庁内オブザーバー

図１ 策定体制

第１章 計画の概要

第１章 計画の概要

１ 計画の作成

１



表１ 旧山田家住宅保存活用アドバイザー

（４）検討経緯
検討経緯を表２に示す。

第１章 計画の概要

表２ 検討経緯

２



（１）登録有形文化財（建造物）の名称等
指定種別 登録有形文化財（建造物）

名 称 旧山田家住宅 奥座敷、新座敷、質蔵及び文庫蔵、裏門・台所味噌蔵及び
事務所、隅蔵、六間蔵及び二間蔵、酒売場

建築年代 奥座敷（明治中期／昭和26頃移築）、新座敷（昭和28）、質蔵及び文庫蔵
（弘化５）、裏門・台所味噌蔵及び事務所（明治13頃）、隅蔵（江戸末
期）、六間蔵及び二間蔵（明治13頃）、酒売場（明治中期）

登録年月日 ２０１６年１１月２９日（平成２８年１１月２９日）

所 在 地 長野県中野市大字江部字長井田46-3（図２ 旧山田家住宅位置図）

（２）登録有形文化財建造物の構造及び形式 （巻末資料１ P2 ～ P13 参照）
①奥座敷：木造平屋建、瓦葺

梁間3.636m × 桁行き8.181m 建築面積47㎡

②新座敷：木造平屋建、瓦葺
梁間4.545m × 桁行き6.515m 建築面積30㎡

③質蔵及び文庫蔵：土蔵造2階建、瓦葺
梁間4.545m × 桁行き12.272m 建築面積76㎡

④裏門・台所味噌蔵及び事務所：木造平屋一部2階建、瓦葺
梁間4.545m × 桁行き19.392m 建築面積87㎡

⑤隅蔵：土蔵造平屋建、瓦葺
梁間4.545m × 桁行き10.908m 建築面積54㎡

⑥六間蔵及び二間蔵：土蔵造平屋建、瓦葺
梁間4.545m × 桁行き25.452m 建築面積139㎡

⑦酒売場：木造2階建、瓦葺
梁間5.636m × 桁行き22.725m 建築面積128㎡

（３）所有者等の氏名及び住所
所有者 長野県中野市

所有者住所 長野県中野市三好町一丁３番19号

第１章 計画の概要

２ 文化財の名称

３



４

第１章 計画の概要

図２ 旧山田家住宅案内図（上段 S=1/12,000、下段 S=1/1,700）



（１）文化財の構成
ア 文化財の構成（保存対象）

奥座敷、新座敷、質蔵及び文庫蔵、裏門・台所味噌蔵及び事務所、隅蔵、六間蔵及び二
間蔵、酒売場

（図３ 旧山田家住宅登録有形文化財建造物配置図）

イ 一体となって価値を形成するもの
旧山田家住宅内：馬小屋、塀・得塀、水路、池、庭園、庭木、古文書、民具、美術品
周辺：水路、土蔵、農地、湧水、魚類、ホタル類、鳥類、祭り

（２）文化財の概要
ア 立地環境

旧山田家住宅の７棟の登録建造物群は、主要地方道に面した中野市大字江部46番地３に
位置し、長野県北部に位置する中野市南部の東江部地区の集落近くに江戸時代以降所在す
る（図４）。当地区は、北国街道矢代宿から松代藩・須坂藩・天領（小布施・中野）を経
由して飯山藩に至り、越後へと向かう十日町街道に合流する谷街道近くにある。江戸時代
はおおむね幕府直轄地で代官陣屋が置かれた高井郡中野村までは半里余（約２ｋｍ）の近
郷にあった。また、志賀高原から流れる夜間瀬川が運ぶ土砂から成立した「中野扇状地」
の南端に位置するため湧水や地下水が多く、水路にはホトケドジョウLefua echigoniaやゲ
ンジボタルLuciola cruciataが生息する。また北流する千曲川の氾濫原、延徳田んぼ周縁
にあって水害常襲地帯であり、江戸時代には荒地や未開発地が多く存在した。

旧山田家住宅には①奥座敷、②新座敷、③質蔵及び文庫蔵、④裏門・台所味噌蔵及び事
務所、⑤隅蔵、⑥六間蔵及び二間蔵、⑦酒売場、そして平成になって建築された主屋が配
置されている（図３）。

イ 創立沿革
山田家の先祖は戦国浪人といわれ、江戸時代の初期の元和年間（1615～24）に一族や抱

えの人々と共に、その開発のため移り住んだものと思われる。東江部地区は、千曲川の水
害と乾田化ができないため畑地が多く、また信州中野は幕府の直轄地で金納のため、その
畑で換金できる綿栽培や養蚕が盛んだった。

山田家は寛文年間（1661～73）に土地集積、近隣所領村々からの年貢地払い米を買い入
れ、穀物売買、酒造業を営んだ。元禄～享保（1688～1736）頃に質地地主経営が本格化し、
享保年間（1716～36）に経営帳簿が整えられた。山田家の家屋敷は、古屋敷と呼ばれる西
200ｍの場所から享保９（1724）年に４代当主庄左衛門顕良によって現在地に屋敷が構えら
れた（図３）。敷地面積3,970㎡、約1,200坪の敷地内には主屋を囲うように蔵々が建ち並
び、敷地を遮るように水路がある。東江部地区では千曲川の氾濫に備え、土蔵に穀物を貯
蔵していた。山田家にも穀物を貯蔵する蔵が現存する。７代当主庄左衛門顕孝は、生業の
かたわら江戸の文人と交流し、地域の門人たちに講義するなど、信州中野の教育・文化の
発展に貢献した。江戸時代後期から幕末にかけて幕府中野代官所の金融をにない、郡中取
締役などの役職をつとめた。山田家が村役人を務めた期間はごくわずかであったが、村政
に影響力を保持する有力農民であった。

山田家の屋敷構えは、主屋、①奥座敷、②新座敷、③質蔵及び文庫蔵、茶の間味噌蔵、
④裏門・台所味噌蔵及び事務所、⑤隅蔵、⑥六間蔵及び二間蔵、⑦酒売場、馬小屋などが
残されている。山田家の家屋は江戸時代から、たびたび水害・震災・火災などに遭遇し、
数次にわたって建て替えられている。弘化４（1847）年の善光寺地震の被害は甚大で、文
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第１章 計画の概要

庫蔵と水車小屋を残し20棟が倒壊した。③質蔵及び文庫蔵は、文庫蔵に「弘化五（1848）年
十月二日上棟」と記された棟札があり、善光寺地震の翌年に越後国三島郡尼瀬町（新潟県三
島郡出雲崎町）の大工棟梁中尾喜兵衛によって建て替えと大修理が行われたことがわかる。
⑤隅蔵は幕末期に建築され、穀蔵として利用されていたが、明治３（1870）年の中野騒動の
際に焼け焦げた建築部材の一部が残っている。この騒動で、主屋などは焼失した。⑥六間蔵
及び二間蔵は明治13（1880）年に建築された。六間蔵は２部屋あり、小作米や備蓄米を保管
する穀蔵として利用され、500俵ほど保管していたといわれている。④裏門・台所味噌蔵及
び事務所の裏門は長屋形式で、飯山城の城門の一つを移築したものとの伝承が残る。飯山城
内にあった建物は、明治５（1872）年以降取り壊されたり、払い下げられたりした。山田家
の旧飯山城門も、この時に払い下げられたと思われる。この城門は、櫓門であったが山田家
の長屋門に一部切り詰められ、組み込まれた。裏門に接続する台所味噌蔵及び事務所は、事
務所・休憩所として大正期に改造されている。①奥座敷と⑦酒売場の建築年代ははっきりし
ないが、明治期に建てられたものと考えられ、隣接する馬小屋も同様の造りである。⑦酒売
場が含まれる西側土蔵群も、創建から約130年の間には、木部腐朽箇所の修理、屋根瓦の差
し替え、壁の塗り替えなど何回か行われてきたが、⑦酒売場は、大正元（1912）年に酒造を
やめ、蚕室に改造され、昭和10（1935）年まで蚕室として使われた。その後、農機具庫・車
庫となり、現在に至っている。その明治時代、中野県から長野県へと移り変わるなか、善光
寺地震以降は、周辺地域の洪水被害が深刻化し、地域をあげてこの問題に取り組むようにな
ると、９代から11代当主は堤防組合総代を務めて対岸村々との交渉や江戸への出願などに奔
走し、明治５（1872）年には千曲川瀬直し（直流化）工事が完成するに至っている。山田家

図３ 旧山田家住宅登録有形文化財建造物配置図（S=1/900）
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図５ 明治末年頃の旧山田家住宅
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図４ 明治初期の旧山田家住宅位置図
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12代当主荘左衛門は貴族院議員・衆議院議員などを務めた。その弟、松三郎は、横浜生糸合
名会社の役員として生糸貿易に携わり、分家の山田亀吉が経営する江部製糸場の生糸も横浜
から海外に輸出された。明治10年代以後は従来のような資金貸付と土地取得より、投資を抑
えてより収益のあがる証券投資を積極的に行い、自らも明治23（1890）年第六十三国立銀行、
明治38（1905）年信濃銀行の頭取となっている。そして山田家は、大正期（1912～1926）に
は長野県下最大の地主に成長した。しかしその後生糸産業は衰退し、桑の畑は洋菜やアスパ
ラに変化した。

既に失われている建物もあり、表門脇には昭和中頃まで前の蔵と水車小屋が、邸内の中央
には風呂場があった。また質蔵の隣には三階の蔵と呼ばれる建物が同じく昭和中頃まであっ
たといわれている（図５）。新座敷は昭和28（1953）年に建てられている。現在の主屋は昭
和47（1972）年に新築された建物であり、以前は明治３（1870）年の中野騒動で焼失後、仮
普請として建てられた家があった。現敷地は、北側に国道403号線と西側の市道の角地に面
し、間口19間、奥行18間で長野県下最大の地主の豪壮な屋敷構えの名残が伺える。北面から
見ると左に下見板張りの２階建土蔵造り、中央部は一部２階建下見板張りの大壁造りで、南
面は真壁造りとなっている。国道沿いには水路が有り、この北面土蔵群の基礎は北信地方独
特のボタモチ石積みとなっている。白漆喰塗りの土蔵群と水路に面した職人技のボタモチ石
積みが美しい景観を作っている。西面から見る土蔵群は、隅の蔵と塀を除き、右には下見板
張り一部２階建土蔵造り、左に下見板張り一部２階建真壁造りの酒売場が北面と同様ボタモ
チ石積みの基礎上に建てられ、北面・西面と直角に連なり、大空間を醸し出している。新座
敷は、昭和28（1953）年に永年掛かって集めた良材を使い、客の接待と自らの想いを表現し
た建築である。奥座敷は、明治後期の建物を昭和26（1951）年頃90度回転させ、南北の庭園
を眺められるようにして客の接待と茶を嗜んだ施主の考えが良く現れた建築である。幕末か
ら明治初頭に建築されたこれらの蔵々には構造的な特徴がある。東江部を含む中野市の南部
は千曲川が氾濫するたびに浸水する水害常襲地帯であったため、床板を一段高くして集積さ
れた小作米や備蓄米、家財が濡れないように工夫されている。また床板も床下からの水圧に
耐えられるようにわざと隙間を作り、水を逃がす構造になっている。このような構造の影響
もあり、多くの資料が損失することなく受け継がれたとも考えられる。

（３）登録有形文化財建造物群の価値
ア 登録基準

１ 国土の歴史的景観に寄与しているもの

イ 説 明
①奥座敷（巻末資料１ P 2 ～ 4 参照）

名 称 旧山田家住宅奥座敷
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田46番地３
建築年代 明治中期／昭和26頃移築
規模・面積 47㎡
構造形式 木造平屋建、瓦葺

この奥座敷は、山田家建築関係史料によると明治12（1879）年の絵図には記載されていな
い。その後、明治20（1887）年に材木通寒沢村鈴木林蔵より木材を購入している。この木材
が奥座敷の物ではないかと考えられる。明治41（1908）年頃の絵図には座敷として、居宅の
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北に記載され、現在の位置とは建物の向きが90度異なっていて、移築前である事がわかる。
その後の昭和16（1941）年の絵図（図６）によると名称は中座敷となっているが、位置に変
化は無い。

昭和26（1951）年頃表座敷を壊して中座敷を90度回転させ、現在の位置に移築した。山田
家に保存されている古写真によると創建当初の屋根は柿葺きであった事がわかる。

現在建物は、木造平屋建寄棟造り、屋根は三州銀黒桟瓦葺き、壁は真壁造り、外部腰下見
板張りで白漆喰塗り仕上げ、内部真壁造り京壁仕上げ、南北に縁側が回っている。現状の雨
戸は、昭和61（1986）年にアルミサッシに変えられたが、以前の雨戸は隅で回転する仕掛け
で、開放的空間が造られていたといわれている。柱は杉の芯持ち材、北縁側の丸桁は杉の天
然しぼり丸太、南縁側は角材である。両縁側共天井は木小舞入で杉の化粧天井となっている。
内部は長押が杉柾で、天井はネズコ杉の竿縁天井、床柱は杉の天然しぼり丸太、落掛はカリ
ン、床框は杉の埋もれ木と推定される。床の間は紋縁付のゴザ床、天井は杉柾の鏡天井、脇
床の地板は杉の一枚板、地袋も同様である。この二間の座敷は数寄屋風に造られており、茶
を嗜んだ施主の考えが良く現れている。棟札は発見されていないが、聞き取りによると大工
棟梁は東京の人といわれている。当初の位置では中庭と東庭が眺められたが、現在の位置は
樹木の表を眺める北庭と池と石組の南庭を眺められ、お客様へのおもてなしで現在の位置に
移築したのではないかと思われる。

第１章 計画の概要
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②新座敷 （巻末資料１ P2 ～ P4 参照）

名 称 旧山田家住宅新座敷
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田46番地３
建築年代 昭和28（1953）
規模・面積 30㎡
構造形式 木造平屋建、瓦葺

この新座敷は、山田家関係史料によると昭和28（1953）年の中座敷建築関係帳は現在の新
座敷のことで、職人の賃金支払いが主であり、木材は戦前に揃えてあったといわれている。
大工棟梁は、東江部の山田八兵衛で、左官は分家の山田市司と記載されている。昭和16
（1941）年の絵図（図６）によると住家の南に小座敷が記載されている。この小座敷を壊し
て昭和28（1953）年に現在の新座敷が造られたことがわかる。

この新座敷は、北面が玄関ホールと繋がり、４帖の取次を通り、８帖の客間へ入る。客間
は東に床の間と脇床を設け、南に縁側が付けられている。この座敷は応接的な考えで計画さ
れたのか主庭とは板塀と脇門で区画されている。しかし、縁より外へ出ると脇門は主庭側に
閂が無く外からのお客様が自由に主庭に入れるよう考慮されている。

この座敷は、木造平屋入母屋造り起り屋根、屋根は三州銀黒桟瓦葺き、壁は真壁造り、外
部腰下見板張りで白漆喰塗り仕上げ、内部真壁造り京壁仕上げ。現状の雨戸は、昭和61
（1986）年にアルミサッシに変えられた。柱は杉の赤味で四方柾、長押も同様杉の赤味で柾
取り、４帖の天井は杉の猿頬縁天井、8帖の天井は杉の根杢で75㎝巾の猿頬縁天井、縁側の
天井は杉の40㎝巾３本入吹寄天井、床の間は紋縁付のゴザ床で、床柱は楓と推定、上部の落
掛は一位で下端変木、下の落掛は銀杏で同じく下端変木、床框、地板、脇床地袋天板は欅板
透漆塗り、脇床書院窓の落掛はネズコ杉の櫛形、部屋仕切の敷居は桜、縁境の敷居は欅、縁
側の縁甲板は桜と推定される。建具は書院が黒漆の塗縁でオサ組、各襖は黒漆の塗縁、各障
子は杉の素木で吹寄の組子となっている。このように座敷の材料を見ると、施主が約10年掛
かって銘木を収集して、大工棟梁に支給して自分の想いを表現した建築であることが伺える。

③質蔵及び文庫蔵 （巻末資料１ P 5 ～ P 9 参照）

［質蔵］
名 称 旧山田家住宅質蔵
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田46番地３
建築年代 弘化５（1848）
規模・面積 25㎡
構造形式 土蔵造２階建、瓦葺

北面国道403号線沿いに建つ、外観は北面土蔵群として一連の景観を作り、水路に沿った
基礎のボタモチ石積みと白壁、下見板が美しい景観を作っている。屋根は、桟瓦葺きで置小
屋となっている。南面扉は黒漆喰塗りの本格的な防火扉、裏白戸、欅の板戸、網戸と付けら
れている。窓も同様防火扉、裏白戸、網戸が付けられている。内壁は縦板張り、２階小屋組
は中引きを入れた現しで、１階は根太天井。１階床下は束立てで土間は叩き仕上げである。
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［文庫蔵］
名 称 旧山田家住宅文庫蔵
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田46番地３
建築年代 弘化５（1848）
規模・面積 25㎡
構造形式 土蔵造２階建、瓦葺

北面国道403号線沿いに建つ、外観は北面土蔵群として一連の景観を作り、水路に沿った
基礎のボタモチ石積みと白壁、下見板が美しい景観を作っている。屋根は、桟瓦葺きで置小
屋となっている。南面扉は黒漆喰塗りの本格的な防火扉、裏白戸、欅の板戸、網戸と付けら
れている。窓も同様防火扉、裏白戸、網戸が付けられている。内壁は、横板の落とし板張り、
２階小屋の棟木、梁、その他一部の部材は寛政10（1798）年の木材と思われる。２階小屋組
は中引きを入れた現しで、１階は根太天井。１階床下は梁で飛ばし束は無く、床下には中央
部に大きな水抜き穴と思われる穴が有り、土間は叩き仕上げである。特に湿気に対する配慮
が伺える。

④裏門・台所味噌蔵及び事務所 （巻末資料１ P 5 ～ P 9 参照）

［裏門］
名 称 旧山田家住宅裏門
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田46番地３
建築年代 明治13（1880）頃
規模・面積 21㎡
構造形式 木造２階建、瓦葺

この門は、旧飯山城門の門で明治12（1879）年～13（1880）年頃移築されたと『飯山城門
遺構調査報告書』に報告されている。この門は、２階部分の外側は大壁の塗り籠、内側は格
子付きの開口部が有り、進入した敵を背後から狙う櫓門として機能していたと思われる。２
階の小屋組は、この城門と左右の蔵との外見を揃えるために切り詰められたと思われる。北
面の土蔵群の中にあり、欅造りの門がより豪農の風格を醸し出している。

［台所味噌蔵及び事務所］
名 称 旧山田家住宅台所味噌蔵及び事務所
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田46番地３
建築年代 明治13（1880）頃
規模・面積 66㎡
構造形式 木造平屋一部2階建、瓦葺

この建物も質蔵、文庫蔵に連なり、水路に沿った基礎のボタモチ石積みと白壁下見板が美
しい景観を作っている。屋根は桟瓦葺き、北面は大壁造りの土蔵風で、南面は真壁造りと
なっている。小屋組は、中引きを入れた和小屋で、出梁を入れ、端母屋を受けている。北面
外観は文庫蔵・質蔵に合わせている。台所味噌蔵の１階は土間で、内壁は漆喰塗りで根太天
井。２階は竿縁天井張りで、内壁は漆喰塗りである。事務所は、２室で10畳の和室は休憩室
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に使用され、天井は竿縁天井で、壁は京壁仕上げである。洋室は、大壁の漆喰塗りで、天井
には漆喰塗りの中心飾りが残っている。ここは土間も有り、帳場として使用されていた。元
は薪小屋であり、大正期に内部が改造された。

⑤隅蔵 （巻末資料１ P 5 ～ P 9 参照）

名 称 旧山田家住宅隅の蔵
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田46番地３
建築年代 江戸末期
規模・面積 54㎡
構造形式 土蔵造平屋建、瓦葺

北面国道403号線沿いに面し、西面市道との隅に建つ蔵で、南面入口に土庇が付けられてい
る。外観は、北面土蔵群と同様である。この蔵は、中野騒動（明治３年）の際に焦げた部材
の一部が残っている。内部は、床は板張りで壁は縦板張り、小屋組は中引きを入れた現しで、
屋根も質蔵、文庫蔵同様で置小屋である。

⑥六間蔵及び二間蔵 （巻末資料１ P10 ～ P13 参照）

名 称 旧山田家住宅六間蔵及び二間蔵
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田46番地３
建築年代 明治13（1880）頃
規模・面積 139㎡
構造形式 土蔵造平屋建、瓦葺

西面市道沿いに建つ、外見は隅の蔵と塀で繋ぎ、酒売場と一連で西面の景観を作り、水路
は無いがボタモチ石積みと白壁、下見板が美しい景観を作っている。小屋組は、中引きを入
れた和小屋で、屋根は置小屋ではなく、外部は塗籠である。土庇は、柱・桁を垂木で繋いだ
現しで、屋根は桟瓦葺きである。各蔵の出入口は、裏白戸、腰付き格子戸で、窓も裏白戸と
なっている。六間蔵・二間蔵共、内壁は落とし板であり、床は板張りで下屋の土間より90㎝
も高く張られており、この蔵も北側土蔵群同様水害を考慮して作られている。六間蔵の２階
は、戦後作られたものである。外観は元より内側の下屋からこの蔵を眺める景観も庭園と共
に美しい空間を作っている。

⑦酒売場 （巻末資料１ P10 ～ P13 参照）

名 称 旧山田家住宅酒売場
員 数 １棟
所 在 地 中野市大字江部字長井田４６番地３
建築年代 明治中期
規模・面積 128㎡
構造形式 木造２階建、瓦葺
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この建物は、明治41（1908）年の絵図では、２階部分と床板が張られていない部分が納戸
と描かれていて、その他が酒売場となっている。この酒売場も大正元（1912）年に酒造を
やめ、用途が養蚕に変更され、昭和10（1935）年まで蚕室として使われた。その後、農機
具倉庫、車庫と変遷してきた。西面の外観は、六間蔵・二間蔵の土蔵作りに連なり、真壁
作り漆喰塗り下見板張りの酒売場が北面の景観と異なる景観を形成している。内部は、変
遷過程の中で用途により何回かの改造が行われてきた。土間はコンクリート打ちで、腰壁
は横板張りで、壁は中塗り仕上げ。小屋は和小屋で現し、大きな中引きが入っている。野
地は木小舞を入れ、土居葺きとなっている。

（４）庭園の概要
旧山田家住宅敷地内東側には、池を持つ庭園が存在する。①奥座敷はこの庭園を眺めら

れるよう移築されたため、登録建造物群との関連が深い。そこで、この庭園の概要を以下
に記す。
・成立

庭園に関する情報は少なく、飢饉時に救済事業として庭を築いたということだけが伝承
されている。救済事業として庭を築いた伝承は、須坂市の田中氏庭園（天明年間）や下諏
訪の慈雲寺庭園（天保8年）などにも残っている。
・規模・形状 北庭280㎡、南庭260㎡

北庭は、棟つなぎに飛石が打たれ、石灯籠といくつかの石が配されている。植栽は、全
体的にヒバ類（チャボヒバ）が多く、飛石の両側にツツジ類やアカマツPinus densiflora
も大きく目立つ。オオバギボウシHosta sieboldianaも所々に植えられている。特定の形
式は成されていないが、豊富な植物が鑑賞できる。

南庭は、池泉庭園の体をなしており、二つの巨石を中心に構成されている。池は、東西
約10ｍ、幅はおよそ4ｍの小池があり、石は、横幅約4.3ｍ、奥行き最大2.5ｍの礼拝石と
高さ2.5ｍ、1.8ｍ、0.8ｍの三尊石を配している。池の手前に礼拝石、池の左奥に三尊石
が置かれている。また出島から入口近く石橋までの石組は、低く水平に揃っており、全体
が浮島のようにみえる珍しい手法をとる。

礼拝石の石質は片岩で、重さは10トン近いと予測される。池に迫り出して伏せられ、下
半分ほどが魚隠しになっている。三尊石は、大中小の石が左右非対称に配されている。南
庭での三尊石の主題は、古代中国における神仙思想に基づく蓬莱島を象徴したものと考え
られる。神仙思想は、古代中国で神や仙人など不老不死の存在を信じ、またそれらが住む
蓬莱島が存在するとしていた。作庭においてこの思想は、池や石組みに反映される。南庭
に配された石の表面には無数に穴や窪みがあり、頭部の凹みの形状と縦筋から、蓬莱山中
の滝をイメージしたものと思われる。こうした有孔体のある怪石の利用は、桃山時代以降
の作庭では、主に亀島に用いられることがある。

その他、庭を構成するものとしては、雪見燈篭、春日燈篭、飛石、石橋、植栽がある。
庭門から礼拝石、石橋、奥庭へ打たれた飛石は、対比的な素材が組み合わされ、全体の調
和をみせる。また、石橋は太鼓橋のような加工が施されており、橋は蓬莱島へ渡る架け橋
を意味している。それぞれの要素が組み合わさり、整然とした景観をみることができる庭
になっている。

南庭では、蓬莱島を表現する巨石が配されているが、同じく伝統的な石組である鶴島・
亀島がない事がひとつの特徴といえる。古代中国では、鶴亀は長寿の象徴として見るだけ
で寿命が延びると信じられていた。そのため伝統的な作庭において、そうした縁起の良い
対象を配することで、永寿を願うことは定番である。しかし本庭の場合は、飢饉の救済事
業としての作庭であり、長寿延命や子孫繁栄を願う鶴亀は作らなかったと推測されている。
救済事業として作られた南庭は、明快な主題を豊かな植栽と少ない石で効果的に構成した
庭園といえる。
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第３章 環境保全計画

カキ

図７ 旧山田家住宅庭園植栽図（S=1/450）
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・意義
飢饉の救済事業を目的とした築造で、地域住民と共に飢饉を乗り越え生きるために作られ

たと考えられる。救済事業では、庭を構成するための石は、巨石であるほど効果を得ること
ができたといわれ、本庭に運ばれた巨石からは、その労力と効果をみることができる。

またその構成は、事業に従事する人々に配慮した結果、省略的な作庭となる。一般的な庭
よりシンプルに整えられ、庭の主題は単純化しわかりやすい構成になっている。救済事業を
通して、地域に貢献したことを知ることのできる事例といえる
・植栽（図７）
三尊石の後ろと橋のたもとにゴヨウマツPinus parvifloraが植えられている。また各所に

アカマツも配されている。また庭全体的にヒバ類が多用されている。マツ類やヒノキ
Chamaecyparis obtusaは自然界における長い年月を生きる植物であり、和風庭園の定番であ
る。本庭でも、植物が多用され豊かな植栽が見られる。



（１）保存事業履歴
旧山田家住宅では、平成26（2014）年11月22日の長野県神城断層地震により被災を受けた

箇所について、平成27（2015）年度から平成28（2016）年度にかけて補修復旧工事を実施し、
平成29（2017）年度から令和３（2021）年度にかけては、一般公開に向けた整備工事を実施
した。①奥座敷では、屋根裏への断熱材の設置や内部と土台の改修を行った。②新座敷でも、
屋根裏への断熱材の設置や内部の改修を行った。③質蔵及び文庫蔵では、瓦修繕、外装の塗
装や漆喰塗り、腰板・壁修繕を行った。また、質蔵で水切り板加工を行った。④裏門・台所
味噌蔵及び事務所では漆喰塗りを行った。また裏門では土間工事を、台所味噌蔵および事務
所では瓦修繕、腰板・壁修繕と外装の塗装を行った。⑤隅蔵では、内外装の漆喰塗り、傷ん
だ壁の撤去と修正補強、瓦修繕を行った。⑥六間蔵及び二間蔵では、内外装の腰板修繕、内
装の壁撤去、内装の荒壁塗り、瓦修繕、内外装の漆喰塗り、内外装の大直し、内装の水切り
塗り、内装の腰付け送りを行った。⑦酒売場では、内装の塗装・補強、外装の漆喰塗りを
行った。

平成29（2017）年度には、登録有形文化財に登録となった7棟の建造物群と馬小屋、主屋、
離れについて、実測調査および耐震予備診断を行った。

（２）活用履歴
平成21（2009）年1月28日から離れにおいて、週１回の古文書調査ボランティア育成講座

をほぼ毎週実施しており、毎回３名程度の参加者がある。
その他の活用履歴を表３に示す。

４ 文化財保護の経緯
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表３ 活用履歴

期間 区分 タイトル 開館時間 備考

平成22年10月23日（土） 講演会 地域史講演会「多彩な山田家資料の魅力を探る

「目鱗」の手紙に見る江戸訴訟の実態」　　講

師　国文研高橋実氏　聴講57名

午後2時～3時45分 六間蔵

平成23年4月29（金）～5月31

日（火）

特別展・

邸内公開

「千曲川を掘り替えた地域の「百姓の力」－願

い29か村の瀬直し－」

午前9時～午後5時 資料館展

示室

平成23年5月29日（土） 講演会 地域史講演会「千曲川を掘り替えた地域の「百

姓の力」」　講師大滝・山田　聴講80名

午後2時～4時10分 六間蔵

平成24年6月4日（月）～7月31

日（火）

特別展・

邸内公開

「酒　－北信濃の酒造と家の酒宴－」 午前9時～午後5時 資料館展

示室

平成24年6月16日（土）・17日

（日）

体験会 綿繰り体験会（六間蔵・母屋西、綿繰り機・糸

車・布展示）

午前10時～午後4時 六間蔵

平成25年6月1日（土）～6月30

日（日）

特別展・

邸内公開

「激動の幕末から明治を生きた女性 山田家の

女子教育ことはじめ」

午前9時～午後5時 資料館展

示室

平成25年6月22日（土） 講演会 地域史講演会「女流歌人岩井貞子の生涯」 講

師木島平村教育委員会樋口和雄氏　聴講60名

午後2時～3時30分 六間蔵

平成26年6月7日（土）～6月22

日（日）

特別展・

邸内公開

「江戸時代後期北信濃の文化と文人山田松斎－

その思想と学問－」（「くらしと文化」資料目

録出版記念）

午前9時～午後5時 資料館展

示室

平成26年6月7日（土）～6月８

日（日）

特別公開 高橋由一「第11代山田荘左衛門像」「第11代山

田荘左衛門像Ⅱ」

奥座敷

平成26年11月8日（土）～11月

24日（月）

特別展・

邸内公開

「横浜・井村製のティーセット－明治・大正・

昭和を支えた生糸－」

午前9時～午後4時30

分

資料館展

示室

平成26年11月16日（日） 講演会 地域史講演会「製糸工場に勤めた女性たち－信

州中野日野村の事例を中心に－」 長野県短大

教授横山憲長氏　聴講62名

午後2時～3時30分 六間蔵

平成26年11月16日（日） 体験会 抹茶のおもてなし会　市川久子先生　定員55名 午後0時30分～1時55

分

奥座敷・

新座敷

平成27年5月30日（土）～平成

28年6月7日

特別展・

邸内公開

「明治維新　地域の近代を切り拓く」（明治維

新＝西江部篠田家文書・長野県庁造営＝間山村

中山登家文書）

午前10時～午後4時 資料館展

示室（通

年）

平成28年6月11日（土）～6月

19日（土）

特別展・

邸内公開

「江戸時代 書物を読む歴史」（書籍目録出版

記念）

午前10時～午後4時 資料館展

示室
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表２ 活用履歴
期間 区分 タイトル 開館時間 備考

平成28年11月12日（土）～20

日（日）

特別展・

邸内公開

「山田家資料にみる北信濃の400年」（登録有形

文化財登録記念・過去の特別展パネル一挙公

開）

午前10時～午後4時 六間蔵・

資料館展

示室

平成28年11月13日（日） 見学会 登録有形文化財登録記念 建物見学会（講師和

田勝氏）

10時・13時30分 屋敷内

平成29年5月27日（土）～6月

18日（日）

特別展・

邸内公開

「近代国家への第一歩 帝国議会が始まっ

た！」

午前10時～午後4時 資料館展

示室

平成29年5月28日（日） 抹茶 抹茶のおもてなし　　市川久子先生　53名 午前10時～午後2時 奥座敷

平成29年11月11日（土）～11

月19日（日）

特別展・

邸内公開

「私たちの村の近代がはじまる！」 午前10時～午後4時 資料館展

示室

平成30年6月9日（土）～6月17

日（日）

特別展・

邸内公開

「書を伝える―山田家と多様な書の世界―」

秋葉さん幟公開。

午前10時～午後4時 資料館展

示室・六

間蔵

平成30年11月10日（土）～11

月18日（日）

特別展・

邸内公開

「私たちのむらの幕末・維新」 午前10時～午後4時 資料館展

示室

平成30年11月10日（土） 煎茶 煎茶のおもてなし　長瀬鶴早社中 午前10時～午後1時 奥座敷

令和元年6月1日（土）～6月9日

（日）

特別展・

邸内公開

「村はこうして生きていた」 午前10時～午後4時 資料館展

示室

令和元年11月9日（土）～11月

17日（日）

特別展・

邸内公開

「明治から昭和の地域を支えた蚕糸業」 午前10時～午後4時 資料館展

示室・六

間蔵

令和2年10月17日（土）～10月

25日（日）

特別展・

邸内公開

「千曲川水害と人々の戦い」 午前10時～午後4時 資料館展

示室・奥

座敷

令和3年2月14日（日）・21日

（日）・28日（日）

体験講座 「江部・山田家の暮らしと文化」　参加29名 午前10時～午前12時 奥座敷・

新座敷

令和3年11月14日（日） 体験講座 「着付け教室」　参加７名 午前10時～午前12時 奥座敷・

新座敷
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（１）保存の現状と課題
ア 保存環境

旧山田家住宅は、北側は新潟県新潟市から長野県松本市に通じる国道403号に面し、南側
約200mの位置には長野県千曲市から飯山市に通じる中世から存在した谷街道がある。西側
には南下する国道403号沿いの自動車販売店、リサイクルショップ、家具屋などがあり、東
側は東江部地区の中心部で住宅、土蔵、江部神社がある。北から西へ権現の木川が流れ、
全体的に水路があり農地が点在する環境である。幹線道路によるアクセスの容易さと、土
蔵や神社などの歴史的な建造物と水路や農地などの周辺環境から、旧山田家住宅との関連
を活かした活用を図ることができる可能性を持っている。

イ 管理体制
平成20（2008）年８月に中野市に寄贈されるまでは山田家が管理していたが、中野市所

有となって以降は１人から４人の職員が常駐して建造物群の管理を行い、また庭木の剪定、
草刈り等の敷地内維持管理は専門業者へ委託している。

防災・防犯設備については、平成24（2012）年度より消火器を主屋内に３本、屋外に１
本設置した。また平成28（2016）年度から主屋内に２本、屋外に１本を増設した。③質蔵
及び文庫蔵では、寄贈される前の平成15（2003）年3月31日に中野市指定文化財に指定され
た「山田松斎資料一括」の保存・管理のため、煙、熱、画像のセンサーを市の補助金によ
り設置し、自動警備システムによる常時警備を行っており、寄贈後の平成20（2008）年度
からは主屋にも同様のセンサーを設置し、侵入者等からの警備と初期消火に努め、警察・
消防等への迅速な通報を図っている。

ウ 登録有形文化財建造物群の状態
平成26（2014）年11月22日の長野県神城断層地震により被災を受けた箇所を、平成27

（2015）年度から平成28（2016）年度にかけて補修復旧工事を実施し、平成29（2017）年
度から令和３（2021）年度にかけては、一般公開に向けた整備工事を実施してきた。しか
し⑤隅蔵では、南面の柱がずれ、付随する壁が崩落した後は傷んだ壁の撤去と修正補強を
行ったが、まだ壁の補修は終了しておらず、来館者が見学できる状態ではない。また平成
30（2018）年９月５日の台風に付随する大風により、敷地東側と南側の塀が傾いた。応急
対策は行ったものの、現在も危険な状態である。平成29（2017）年度に実施した耐震予備
診断では、規模・形状に係る事項で離れが、屋根構造に係る事項で①奥座敷が基礎診断が
要するとの結果が出ている。早急の基礎診断、保存修理工事が必要である。

（２）活用の現状と課題
ア 活用の状況

現在のところ、建造物によって状況には差異があり、（仮称）山田家資料館全体として
常時活用・公開できる状態ではない。一部の建造物を使用して、常設展示、企画展示、講
座等を短期的に実施しているが、施設として考えた場合、安全面やスペースで十分ではな
い。それらの問題を解決し、約400年の歴史と敷地を取り巻く自然環境の中に立地する個性
ゆたかな古文書館として整備・運営し、地元イベントや観光にも対応することを目指す。

イ 管理体制
現在は職員１名が常駐して暫定公開を行っており、清掃などの常時のメンテナンスと建

造物の破損・腐朽状況の監視などを行うことが可能である。しかし今後は、活用事業も考
慮し複数の職員体制を整えることが必要である。

５ 保護の現状と課題

第１章 計画の概要
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ウ 建造物群の状態
一部が崩落した壁の補修中であり、現状は施設全体で常時一般公開して内部での公開行事

等を行える状態にない。そのために、安全を確保できる工事を優先して行う必要がある。工
事終了後は、常時のメンテナンスを行いながら、登録建造物の魅力を活用した取り組みを
行っていくことが肝要である。
また、来訪者の便宜のために、バリアフリーに配慮したトイレ及びその排水施設、建造物

内部の利活用に対応した配水・配電等を行う等の整備、来訪者の動線・災害時の避難路等を
考慮に入れた場内整備、防火・防災施設等の配置が必要である。

第１章 計画の概要
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（１）計画区域
本計画の対象区域は、旧山田家住宅建造物群の敷地である。いずれも市の公有地である。

区域上の計画区分を表４に示す。

各区域範囲については、図８に示す。

（２）計画の目的
旧山田家住宅建造物群は、原位置で保存されている公有の施設である。この旧山田家住宅

の建造物群を健全な状態にし、周辺環境を整え、災害に備えつつ有効に活用することを本計
画の目的とする。

（３）基本方針
公有の施設として、中野騒動の焦げ跡を残し、水害を考慮して造られた、ボタモチ石積み

と白壁、下見板が美しい土蔵群や、豪農であった施主の思いが込められた２棟の座敷、飯山
城から移築した欅造りの門等からなる、登録建造物群の価値を有する施設として保存を図る。

本計画の基本方針は、以下のとおりとする。

Ⅰ 周辺の自然、歴史を体感できる街づくりの中核として、駐車場の位置を考慮し整備する。
Ⅱ 施設は安全性を第一に、現状から大きく改変しないよう整備する。
Ⅲ 旧飯山城門をメインゲートとしない場合、来館者にとって施設と顔となるような印象的

な入口の位置・デザインなどを考慮する。

基本方針は以上とするが、利用者の提案等により、施設の公開後に順次具体的な活用方法
については付加して、市民ニーズに応じた多様な活用を柔軟に実現していくものとする。

（４）計画の概要
本計画は、以下の４項目について定める。

Ⅰ 保存管理
登録有形文化財である旧山田家住宅建造物群について、文化財的価値の所在を明らかにし、

これを良好に維持するための保護の方針と管理の方法について定める。

第１章 計画の概要

６ 計画の概要

第１章 計画の概要

表４ 区域上の計画区分

２０

整備区域範囲

　文化財的・意匠的な価値があまりなく、補強及び防災等のため改造が
　必要となり、活用にともない変更していく範囲
　・北側の登録有形文化財建造物群と敷地中央を流れる水路の間の区
　　域、水路と馬小屋とそれに接続する得塀に挟まれた区域、庭園及び
　　⑦酒売り場・馬小屋とそれに接続する得塀の南側の区域

　文化財としての価値を特に有する範囲
　・登録有形文化財建造物群７棟が立地する区域

　文化財としての価値を特に有する範囲に関連し、文化財の価値を減じ
　ないよう配慮し、活用のために整備する範囲
　・庭園、敷地の中央を流れる水路、馬小屋とそれに接続する得塀とそ
　　の周辺区域

設　　定　　区　　域 区域の設定内容

保存区域範囲

保全区域範囲



保存区分範囲

保全区分範囲

整備区分範囲

図８ 旧山田家住宅保存管理区域図（S=1/900）

Ⅱ 環境保全
登録建造物群は、近世から近代に至る豪農の歴史的建造物であって、原位置に保存されて

いる。敷地内の保存環境の維持、整備の方針を定める。また、敷地周辺の環境を良好に維持
し、より良い景観を形成するための方策について提案する。
Ⅲ 防災

旧山田家住宅建造物群において想定される、人的災害及び自然災害について、予防と対応
の方策を定める。防災機器の設置及び維持管理、災害発生時の対処方針を定める。
Ⅳ 活用

旧山田家住宅建造物群の公開及び活用について方針を定める。あわせて効果的な文化財に
関連する公開方法及び必要な施設整備について検討する。
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登録有形文化財建造物群７棟が立地する区域
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する得塀とその周辺区域
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れに接続する得塀の南側の区域
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第２章 保存管理計画

１ 保存管理の状況

（１）保存状況
旧山田家住宅は、「中野扇状地」の南端、東江部地区に所在する。享保年間に現在地に屋

敷を構えた山田家が、江戸時代末期から昭和20年代に建てた建物が、原位置に保存されてお
り、平成20（2008）年８月に中野市が公有化した。

平成26（2014）年11月に発生した長野県北安曇郡白馬村を震源とした神城断層地震により、
土蔵群が壁の剥離など大きな被害を受けたが、通常望見できる位置の修繕はほぼ完了した。
その他に地震等の災害に関係なく、屋根等の建造物に経年劣化が見られる状況である。

（２）管理状況
平成20（2008）年８月に市有化されるまで、前所有者の住宅として使用されていた。現在

は、建造物群・敷地とも中野市の所有であり、平日に（仮称）山田家資料館として暫定的に
開館し、一部資料を公開している。そのため、平日は職員が常駐している。夜間及び休日は、
警備業者と契約し、防火防犯通報システムにより有事の際には駆けつけて、状況確認、警備
等を行っている。中野市は所有者として管理の責を負うが、公開活用に関する事業は、市と
施設を活用していく市民を含む団体及び地元住民の協力により実施する。
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（１）保護方針の設定
登録有形文化財である旧山田家住宅建造物群について、保護に関する基準を以下のとおり

設定し、保護の方針を定める。平成29（2017）年に建物実測調査及び耐震予備診断を実施し
ている。今後の一般公開に向けての改修工事にあたっては、本計画における保護の方針に
従って実施する。計画する建造物については、以下のとおり「部分」を設定する。また、部
位を設定し、部位の状況により基準を定める。なお、これらの方針は、保存・修理・活用工
事が行われる際の基本情報となる。

（２）部分の設定
登録有形文化財部分を原則「保存部分」とする。また、奥座敷、新座敷の活用や文化財的

価値を高めるために必要な庭園を中心に「保全部分」、登録有形文化財ではないが、活用ま
たは安全性の向上のために整備を行う建造物と外構を「整備部分」とする（表５）。
各建造物についての詳細は、巻末資料「保護方針図」に示したとおりである。

〔登録有形文化財〕
Ⅰ 外部
土蔵群の通常望見できる部分を「保存部分」とする。奥座敷、新座敷は主屋と接続してお

り、防火上の措置等現状に応じて判断する。

Ⅱ 内部
「保存部分」とする。

第２章 保存管理計画

２ 保護の方針

（３）部位の設定と保護の方針
「部位」とは、一連の部材等〔建造物の基礎、柱・梁等の構造材からなる軸組、床、土壁、

天井等〕を単位として設定される区分である。各部位に係る保存の基準を定める（表６）。
基本的に各「部位」の設定にあたっては、その「部位」が構成する「部分」の区分に準ずる
ものとするが、特に保存が必要な「部位」あるいは活用・公開等のための改修・改造が不可
欠となる「部位」については個別に行う。各建造物についての詳細は、巻末資料「保護方針
図」、「保存管理計画表・写真」に示したとおりである。

部分の区分 保　護　の　方　針

保存部分 登録有形文化財部分。

保全部分
登録有形文化財と一体として活用することにより、文化財的価値が高まると認められる部
分。

整備部分 登録有形文化財ではないが、活用または安全性の向上のために整備を行う部分。

表５ 保存の区分と保護の方針
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基準 部位の基準の選定方針

基準１ 当初の部材が残存もしくは修復された部位。材料自体の保存を行う部位

基準２（文化
庁要領の基準

２・３）

当初の部材が残存もしくは修復されているもののうち、定期的に材料の取替え等を行う補
修が必要な部位、または、当初意匠に配慮して更新される部位

基準３（文化
庁要領の基準

４・５）
近年の改変もしくは新たに設置された部位

表６ 部位の基準と選定方針
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３ 管理計画

（１）管理の体制
所有者である中野市を管理の主体とし、中野市教育委員会事務局が担当部局となり管理及

び管理に関わる対応を行う。建造物の状態は、現地での定期的な確認を主とする。

ア 所有者及び管理人
【名 称】 長野県中野市
【担当部局】 長野県中野市教育委員会事務局 生涯学習課
【住 所】 〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目3番19号
【電話番号】 0269-22-2111（代表）
【管理内容】 旧山田家住宅の公開活用がなされる場合に以下の管理を行う。

・登録建造物群の月例管理
・保存管理に係る年間計画の策定と実施
・保存管理に係る中長期計画の策定と実施
・破損状況調査及び軽微な補修、ならびに補修時の記録作成
・防災設備等維持管理
・保護の方針に基づく関係機関との協議
・その他所有者の権限に基づく行為

イ 活用・運営に関わる者
第1章第６節に示す計画の基本方針に基づき、第３章第２節の環境保全の基本方針及び第

５章の活用計画に沿い、保存修理・公開活用のための基本設計を行う中で、公開活用を有効
に行うことができる公共団体あるいは民間団体による運営主体を決定していくものとする。

（２）管理の方法
ア 保存環境の整備
Ⅰ 清掃・整頓

開館日には、各建造物の施錠・清掃・整頓等について運営主体が行う。建造物を傷めない
ように、注意を払って清掃を行う。
Ⅱ 日照・通風

奥座敷、新座敷は天候を見計らい、通風に努める。日差しによる内装の劣化に注意する。
Ⅲ 虫害と小動物侵入による破損の防止

建造物内に小動物が侵入したことにより建造物が破損することを防止するため、整備工事
に合わせて、穴や隙間を埋める等の修繕を行う。

また、虫害の兆候となる木粉等について、日常的に点検する。
異常が見られた場合は、防虫等の処理を行う。

Ⅳ 風水雪害
風水雪害によるき損は早期に発見し、被害の拡大防止に努める。
また、緊急修理、軽微な修繕を適宜実施する。
庭園の樹木が、風や積雪・着雪により倒れ、建造物を破損させることがないように、庭園

を管理する。
Ⅴ 防犯・防火等

防犯のため、公開時間以外は対象建造物及び管理用建物の施錠をする。
防火のため、対象建造物及び管理用建造物周辺の可燃物の管理に留意する。
詳細は第４章防災計画に定める。

イ 建造物群の維持管理（表７）
登録建造物群の管理上の留意点を以下に示す。あわせて、維持の措置及び軽微な修理とし
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て所有者が実施し、現状変更を必要としない行為（維持の措置）を示す。また、軽微な現状
変更でも、実施する際には記録を作成することとする。

維持の措置とは、登録建造物群の維持を目的とした行為で、形状を変更する部分の面積が
通常望見する範囲の4分の1以下の場合や内装のみを模様替えする場合が該当する。雨漏りや
壁のひび割れといったき損の発生やその拡大を防止するための工事もこれに該当する。

災害や経年により何らかの破損が発見された場合に、き損の拡大を防ぐための応急的な措
置や、仮設的に施す行為、修理にともなって取り外された部材のうち、資料的な価値がある
と判断されるものは、部材名称、場所、取り外し年月日等を記録して、定められた場所に保
管する。
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表７ 旧山田家住宅の維持管理に係る必要事項

ウ 管理に関わる届出
Ⅰ 滅失届

滅失の事実を知った日から10日以内に文化庁長官へ届出する。登録建造物が失われた場合
で、具体的には地震による倒壊、水害による流失や火災による焼失などが該当する。

部　分 留意事項 維持の措置

基礎 ・礎石等の不同沈下の早期発見に努める。

外壁・内壁 ・土壁の亀裂、崩落、剥離等に留意する。
・土壁の中塗り仕上げの補修は、適宜
　行う。外壁木武の腐食に注意する。

その他
・管理上の必要により、掲示板以外の箇所
　に掲示する場合には、ピンまたは画鋲を
　用いる。

建具

土間

・物品の移動の際には土間面を傷めないよ
　う注意する
・乾湿に注意し、乾燥する場合は水分を補
　い、湿潤する場合は通風に努める。

・土間上面の凹凸は適宜補修する。

雨落及び軒下
コンクリート

・コンクリートのひび割れの補修は適
　宜行う。

床及び畳

屋根

・雨落とその周辺の除草に努める。
・コンクリートのひび割れの点検に努め、
　地盤の変位等を早期に発見する。

・床の強度に注意し、重量物は置かない。
・物品の移動の際には、床板及び畳を傷め
　ないように注意する。

・床板の割れやひびの軽微な補修は適
　宜行う。
・畳は湿気に注意する。

・雨漏りの有無に注意する。
・屋根防水の劣化、欠落の点検、雨樋の堆
　積物、雑草等の清掃・除去を行う。

・開閉時には無理に力を入れないようにす
　る。
・同一材による修理を行う。

・障子紙は適宜張り替え、美しく維持
　する。
・開閉に不具合がある場合は、適宜調
　整する。
・押入れは湿気に注意し、時々ふすま
　を開けて換気をする。
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Ⅱ き損届
き損の事実を知った日から10日以内に文化庁長官へ届出する。登録建造物が何らかの原因

で破損・損傷してしまった場合が該当する。破損等の範囲が軽微な場合は長野県教育委員会
等と協議する。
Ⅲ 現状変更届

現状変更しようとする日の30日前までに文化庁長官へ届出する。現状変更とは、位置や形
（形状・材質・色合いなど）を変えようとする行為のことで、登録建造物では、移築する場
合や、外観を変更する範囲が通常望見できる範囲の4分の1を超える場合には、届出が必要と
なる。現状変更の規模・内容に関わらず、長野県教育委員会と密に連携・情報共有を行える
体制が望ましく、届出については事前に長野県教育委員会等と協議する。
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４ 修 理 計 画

（１）修理履歴と現在の破損状況
旧山田家住宅建造物群は、最古の建造物（③質蔵及び文庫蔵）で170年以上経過し、十分な

メンテナンスがなされていなかったため、経年劣化が進んでいる部位もある。

【主な修理履歴と現在の破損状況】
①奥座敷

平成27（2015）年度に、屋根裏への断熱材の設置や内部と土台の改修を行った。しかし、
南北側に壁は少なく、屋根が張り出した部分が大きいため、屋根部分の補強が必要である。
トイレが付属しているが、現在使用されておらず、活用のための改修が必要である。

②新座敷
①奥座敷と同様に、平成27（2015）年度に屋根裏への断熱材の設置や内部の改修を行った。

現在、大きな破損は認められない。

③質蔵及び文庫蔵
質蔵は、平成27（2015）年度から平成28（2016）年度にかけて瓦修繕、北面の壁は平成28

（2016）年度に漆喰塗り、平成29（2017）年度に水切り板加工、東面の壁は平成29（2017）
年度に漆喰撤去、平成30（2018）年度は漆喰塗りと水切り塗りを行った。北側道路の交通量
が多いため、外壁に泥水などが飛び、下見板は修理が必要である。東側には樹木があり、下
見板、外壁の修理が必要である。

文庫蔵は、平成27（2015）年度から平成28（2016）年度にかけて瓦修繕、北面の壁は平成
28（2017）年度から平成29（2018）年度にかけて漆喰塗りを行った。屋根瓦は経年変化で傷
んでいるので、なるべく早めに葺き替えが必要である。主要部分は健全である。北側道路の
交通量が多いため、外壁に泥水などが飛び、下見板は修理が必要である。

④裏門・台所味噌蔵及び事務所
裏門では北面の漆喰が傷んでいたため、平成29（2017）年度にそれを撤去し、同時に再び

漆喰塗りを行った。また土間の敷石が劣化し窪んでいたため、補修を行った。
台所味噌蔵および事務所では、平成27（2015）年度から平成28（2016）年度にかけて瓦修

繕、平成29（2017）年度に北面の壁の漆喰の修繕を行った。また、台所味噌蔵は土台が劣化
し若干傾いていたため、ジャッキアップして土台を補修し、２階の内装と階段の修繕を行っ
た。事務所は、内装が劣化していたため、漆喰の補修、畳の取り替え、電装品の改修を行っ
た。

台所味噌蔵および事務所北面の下見板は、質蔵・文庫蔵同様に修理が必要である。屋根瓦
は経年変化で傷んでいるので、北側土蔵群はなるべく早めに葺き替えが必要である。

⑤隅蔵
平成28（2016）年度から平成29（2017）年度にかけて、北面と西面の漆喰補修を行った。

また、北西隅のぼたもち石、南東隅・北東隅の礎石が沈下していたので、修理を行った。平
成29（2017）年度には瓦修繕を行った。平成30（2018）年度に、崩れ落ちた南面の壁の柱が
外側にずれており、ジャッキを用いて柱の位置を戻し、土台と関係する内装も修繕した。令
和２（2020）年度には壁が落ちた南面の荒壁塗りを行った。現在、南面は荒壁の段階であり、
仕上げまでの作業が必要である。南面外壁が剥離している部分もあるため、早急に修理が必
要である。
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⑥六間蔵及び二間蔵
平成27（2015）年度に、傷んだ北面と東面の漆喰と荒壁を撤去した。平成28（2016）年度

にそれらの荒壁塗りと西面の漆喰の補修を行った。平成29（2017）年度には、劣化の原因で
もあった北側に付属している塀との切り離しを行い、平成30（2018）年度には、北面・東
面・西面の壁の漆喰と水切りの補修を行った。令和元（2019）年度には北面と東面の漆喰補
修、令和２（2020）年度には東面の扉とその枠まわりの漆喰塗り、水切りの補修を行った。
現在、大きな破損は認められないものの、東面の水切りと北面の壁の仕上げが必要である。

⑦酒売場
平成28（2016）年度に瓦修繕と西面の漆喰塗りを行った。内部に柱が無く、構造的に問題

が有り、補強が必要であり、また一部の土台と一部の柱は、修理が必要であったが、平成30
（2018）年度に、柱改修による修正・補強を行った。現在は、屋根瓦、野地小舞も修理が必
要である。

（２）耐震診断
平成29（2017）年度に、旧山田家住宅の耐震予備診断を実施した。各建造物は、連続して

いるものが多いが壁はそれぞれ分かれており、独立した建物として診断を行った。以下に各
項目の結果を示す。

・土地に係る事項 基礎診断要す建造物はなし
・構造特性に係る事項

規模・形状に係る事項 基礎診断要す建造物はなし
軸部構造に係る事項 ⑦酒売場が基礎診断要す（平成30年度に修理済み）

・屋根構造に係る事項 ①奥座敷が基礎診断要す
⑦酒売場が基礎診断要す（平成30年度に修理済み）

・破損等の状況（構造的な健全性）に係る事項
基礎診断要す建造物はなし

本建造物群の構造補強については、通常の限界耐力計算のみならず個々の建物の構造特性
に応じて耐震性を把握し、修理・耐震補強工事設計を逐次行う必要がある。

（３）修理方針および修理計画
基本的に部分・部位の取り扱いは文化財としての価値に配慮して、第２章で定めた保護の

方針に従い、かつ時代ごとに特徴的な造作を残す。その上で、耐震性能の向上と活用の内容
に配慮する。大まかな間取りは以下のとおりとする（巻末資料１ 登録有形文化財建造物実
測図、２ 保護方針図、３ 保存管理計画表・写真 参照）。

①奥座敷
・外観の意匠を変えないよう屋根構造の補強を行う。また活用に必要な整備を行う。

②新座敷
・霧除屋根の柿葺きを修理する。

③質蔵及び文庫蔵
・質蔵は、屋根瓦の修理を実施する。東面・南面の雨水処理を行う。
・文庫蔵は、瓦を葺き替え、南面の雨水処理を行う。

第２章 保存管理計画
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④裏門・台所味噌蔵及び事務所
・瓦を葺き替える。南面の雨水処理を行う。

⑤隅蔵
・南面外壁を修理する。

⑥六間蔵及び二間蔵
・下屋の瓦を葺き替える。
・東面の水切りと北面の壁の仕上げを行う。

⑦酒売場
・活用計画に応じた改修工事を行う。
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（１）現状
旧山田家住宅は、中野市東江部地区の村落内に所在する。当地区は、志賀高原から流れる

夜間瀬川が運ぶ土砂から成立した「中野扇状地」の南端に位置するため、湧水や地下水が多
く、水路にはホトケドジョウLefua echigoniaやゲンジボタルLuciola cruciataが生息する。
また北流する千曲川の氾濫原、延徳田んぼ周縁にあって水害常襲地帯である。本件はこの区
域の中で、北から西に流れる権現の木川の南に位置し、周辺は全体的に水路があり農地が点
在する。敷地の北側は新潟県新潟市から長野県松本市に通じる国道403号に面し、南側約
200mの位置には長野県千曲市から飯山市に通じる中世から存在した谷街道が通っている。西
側には南下する国道403号沿いの自動車販売店、リサイクルショップ、家具屋などがあり、
東側は東江部地区の中心部で住宅、土蔵、江部神社がある。

（２）課題
建造物群敷地の北側は国道403号、西側は市道が接しており、その市道は街路として村落

内へと続いている。この街路は幅員が3m程度と狭く交差点も多いが、その周囲に古い土蔵、
畑地、水路、住宅がモザイク状に配置され、この地域に特徴的な歴史的・自然環境的な景観
をなしている。幕末期からのこの街路はそのような特徴を有しているが、景観保全の面から
いえば、それらが保全されることが望ましい。道路利用の便益・消防車等緊急車両の通行の
点では幅員の広い道路も必要と考えられるが、景観保全と地域住民の快適な生活との無理の
ない調整を図ることが求められる。
敷地周辺を流れる水路は、旧山田家住宅と国道403号との間や東側の塀沿いにも流れ、衆

目が及ばず清掃等が行われる機会も少ないため、水草が繁茂し、泥、ゴミが溜まった場合、
水があふれる可能性があり、また夏場などはヘドロの悪臭が気になる場面も見受けられる。
③質蔵及び文庫蔵に付属する塀の内側にはカキDiospyros kakiとアカマツが生育し、国道側

に張り出している。カキは枝下しを数年間隔で行っているが十分ではなく、塀の保存にも負
の影響を与えている。今後、どのようにしてボリュームをコントロールしていくかが課題と
なる。国道403号は小布施町と中野市街地を結ぶ幹線道路であり、自家用車のみならずト
ラック等大型車両も頻繁に往来する。このため、国道403号では、交通事故の危険性もはら
んでおり、例えば敷地より北部エリアに駐車場を設置するのであれば、車で来た来訪者が駐
車場から敷地に安全に入場できるようになることが好ましいと考えられる。

第３章 環境保全計画

第３章 環境保全計画

１ 環境保全の現状と課題
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旧山田家住宅は、公有化された歴史的建造物群を含む施設であり、近世から近代の豪農と
しての価値を維持しながら保存し、さらに地域活性化の拠点施設として活用を図り、公共財
として中野市民内外に親しまれる施設となることが求められている。このため、建造物群の
歴史的価値を損なうことなく、活用していくための保存整備の折り合いを如何につけていく
かが環境保全上の課題であり、両者の検討を常に行いながら各建造物及びその周辺の環境保
全を行っていく必要がある。

２ 環境保全の基本方針

第３章 環境保全計画
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現在、公有化されている旧山田家住宅建造物群及びその敷地・隣接地について、区分と保
全方針を定める（図９）。

（１）保存区域
保存区域は、登録建造物７棟が立地する区域である。この区域内では建造物等の新築・増

築及び土地の形質の変更は、原則として行わない。

（２）保全区域
保全区域は、庭園、敷地の中央を流れる水路、馬小屋とそれに接続する得塀とその周辺区

域で、歴史的な景観や環境を保全する。この区域では建造物等の新築・改築及び土地の形質
の変更は、原則として当該登録建造物の管理及び活用もしくは防災上必要な場合に限る。

敷地東側は北部が生垣、南部が塀であるが、防犯上は北部も景観的に違和感のない塀に替
えることが望ましい。また南部の塀は平成30（2018）年９月５日の台風に付随する大風によ
り傾き、応急対策は行ったものの危険な状態であるため補修が必要である。それらの塀の内
側は庭園となっており、その中央に①奥座敷が建っている。①奥座敷は南北に縁側があり、
池と石組の南庭と、樹木の表を眺める北庭を眺められる。しかし現状では樹木が繁茂しすぎ
て視界が悪いため、作庭の目的を明確にし、それが視認できるような樹木の管理が必要であ
る。

（３）整備区域
整備区域は、北側の登録建造物群と敷地中央を流れる水路の間の区域、水路と馬小屋とそ

れに接続する得塀に挟まれた区域、そして庭園及び⑦酒売り場・馬小屋とそれに接続する得
塀の南側の区域である。

敷地の北側と西側は、登録建造物群により敷地外と仕切られているが、西側の⑥六間蔵及
び二間蔵と⑦酒売場の間の下見板が老朽化しており、改修が必要である。

敷地の南側は、西端は⑦酒売場であるが、そこから東へ馬小屋、得塀と続く。そこから仮
囲いのパネルと旧表門の位置に仮の入口がある。さらにパネルが北へと続き、南側の塀へと
接続している。旧表門は以前は冠木門であり、敷地内外からの景観を良好にするためには、
付随する塀とともに意匠に注意した復元が望ましい。また南側の塀も平成30（2018）年９月
５日の台風に付随する大風により傾き、応急対策は行ったものの現在も危険な状態であるた
め補修が必要である。馬小屋と得塀の外側にヒバ類（チャボヒバ）が植栽されているが、駐
車スペースの確保、建築物への影響、旧山田家住宅の景観を考慮し、最適な管理を行うこと
が必要である。
敷地内中央部には庭園の池から西へ流れる石組みの水路があり、またその脇に錦鯉の生け

簀がある。東江部地区の特徴を活かすには、水路をゲンジボタルやサワガニGeothelphusa
dehaaniが生息できる環境とし、生け簀には在来魚類を飼育し、来館した子どもたちの採
集・観察が可能な保存活用が好ましい。

（４）周辺区域
旧山田家住宅建造物群の活用のために必要な施設の整備を行うことのできる、東江部地区

内を周辺区域とした。活用のための施設として駐車場等を整備することを検討する。駐車場
としての来訪者の利便性を確保するとともに、旧山田家住宅から少し離れた場所に整備する
ことが望ましい。駐車場から旧山田家住宅までの道のりを数ルート設置し、いずれもこの地
域の特徴的な自然、歴史を感じられるルートとした整備が必要である。また駐車場は、火災
等の罹災時の緊急車両の入場・活動を可能とするためには、できるだけ広い敷地を確保して
整備することが望まれる。
東江部地区には多くの水路があり、これらもゲンジボタル、サワガニ、在来魚類が生息し

やすい環境に復元し、子どもたちの採集・観察が可能な保存活用が好ましい。

３ 区域の区分と保全方針

第３章 環境保全計画
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保全区域 整備区域

図９ 旧山田家住宅保存活用計画基本方針図
（上段S=1/1,000、下段S=1/4,800）
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（１）活用に向けた環境整備が必要な事項
ア 衛生設備の整備

現状では、敷地内に２か所の水洗トイレ（合併浄化槽）及び２か所の水道施設があるが、
元々一般住宅のため数が少なく、また老朽化のため、このままでは利用していくことが困難
な状態である。施設の一般公開に際し、利便性向上のため活用計画にあわせてそれらを改修
する。今後、障がい者用トイレ、オールジェンダートイレ、ベビー専用チェアやベビーシー
トを設置したトイレ等の多機能トイレを整備することを検討する。また、④裏門・台所味噌
蔵及び事務所の和室を、授乳やおむつ交換のスペースとして利用することを検討する。

イ 駐車スペースの確保
現在旧山田家住宅南東側の空き地を駐車スペースとして借用しているが、雨が降るとすぐ

にぬかるみ、このままでは利用していくのが難しい。そこで、現在その駐車スペースまでの
誘導路周辺に、荷物搬入車と障がい者用の駐車スペースを確保する必要がある。一般来館者
用の駐車場は、周辺の自然、歴史を体感できる街づくりとして位置を考慮し、旧山田家住宅
から少し離れた場所に、道の駅のような「文化の駅」として整備することが望ましい。その
ような位置に、バス、乗用車、バイクいずれも数台程度の駐車スペースと案内看板を設置し、
駐車場から旧山田家住宅まで、いずれもこの地域の特徴的な自然、歴史を感じられる数ルー
トが設定できる。ルート上にも案内板を設置し、その後に、駐車場に案内施設、トイレを増
設し、資料の配布を行うことも可能となる。

ウ 旧山田家住宅や駐車場までの案内板の設置
現状では旧山田家住宅に関する案内板の設置はない。北側の国道403号からの自動車等によ

る入場や、南側の谷街道からの歩行者等の来訪者への誘導標識とあわせて案内板を設置する
ことが求められる。案内板の設置に際しては、敷地内及び周囲の歴史的景観を損なわないよ
うな配慮が必要となる。

（２）維持の上で必要な事項
ア 周辺樹木の管理

敷地内北側に植えられたカキやアカマツ等は、倒木や道路敷へ越境してしまう将来的なリ
スクを考慮し整備する必要がある。一方樹木は、防災林としての機能も持つ。整備後は、新
たな植栽を考慮しつつ市街地内の貴重な憩いの場として、建造物群の保存に悪影響を及ぼさ
ない範囲で、防災林としての機能も考慮し、コントロールしていくことが求められる。

イ 保存管理区域東側水路に求められる維持管理
旧山田家住宅周辺に存在する水路は、中野市用地であり維持管理も中野市が行っている。

旧山田家住宅の居心地の良い快適な環境を形成するためには、管理区域内を清浄に保つこと
のみならず、この隣接する水路について、雨水・生活排水等が滞水するなどして異臭を放つ
ことがないよう適切に維持管理されることが必要である。

４ 環境整備計画
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５ 建造物の区分と保護の方針

旧山田家住宅建造物群及びその周辺の建造物について、以下のように区分し保護の方針を
定める（図10）。

（１）保存建造物
登録建造物７棟を対象とする。保護の方針は、本計画第２章に詳述する。

（２）保全建造物
登録建造物である③質蔵及び文庫蔵の東側に連なる塀、庭園西側の塀、⑤隅蔵と⑥六間蔵

及び二間蔵との間にある塀、⑥六間蔵及び二間蔵の南側で東に連なる得塀、⑦酒売場の東に
連なる馬小屋と得塀、そして旧山田家住宅の庭園の南側と東側の塀は、登録建造物と一連で
保全を図ることが望ましい建造物である。また防火・防災の観点から、登録建造物と接した
り組み合ったりしている部分の切り離し等も含め、大幅な仕様の変更が必要な場合もある。
しかしながら、倉庫群の間を連携して倉庫を補完する作業空間を持っていた歴史的経緯や、
広い各倉庫を利活用する上でそれらの空間を連携するべき機能的役割を考慮した設計・施工
が必要となる。

（３）その他建造物
敷地中央には主屋とそれに接続する離れがあり、またそれらから②新座敷、①奥座敷に接

続する建造物がある。また同様に、主屋から③質蔵及び文庫蔵に接続する建造物がある。こ
れらの建造物は活用に応じた整備を行うとともに、登録建造物との組み合った部分の切り離
しも含め、周囲の景観を損ねることなく、保存活用する上で耐久性のある安全な仕様で付け
替えるか、あるいは撤去する必要がある。また、④裏門・台所味噌蔵及び事務所に付属する
外トイレは、令和２（2020）年度に改修工事が終了している。敷地南部の仮囲いと入口は、
今後の復元が課題となる。

第３章 環境保全計画
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図10 旧山田家住宅の建造物群の区分と保護方針図（S=1/450）
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（１）防災上の課題と対策
ア 東江部地区における治山・治水計画

旧山田家住宅から約3.5ｋｍ西側に千曲川が流れ、その支流である江部川は東側約650ｍに
あり、同様に支流の権現の木川は東側約200mの位置にある。敷地の立地は元来千曲川の氾濫
原である低地にある。平成29（2017）年に改正された中野市地域防災計画では、東江部地区
は防御対象氾濫区域に指定されており、また平成30（2018）年４月に改訂された洪水ハザー
ドマップでは、10ｍ～20ｍ未満の浸水想定区域とされている。その他、土砂災害警戒区域に
は該当していない。

イ 洪水・土砂災害等のおそれ
旧山田家住宅は、元来千曲川の氾濫原の低地である東江部地区に立地する。そのため、洪

水等の発生による被害を被る可能性がある。令和元（2019）年10月13日の台風19号による千
曲川からの水害は中野市にも発生したが、旧山田家住宅では被害は確認されなかった。しか
し、被害のあった地域からは650mしかなく、また中野地域の降雨量はそれほど多くなかった
ため、降雨量やその分布次第では洪水の被害を被る可能性は否定できない。また、敷地周辺
には多くの水路があり、大雨や台風時に水路の水がせき止められないよう注意するとともに、
定期的に清掃を行う。

ウ 危険木等の有無
旧山田家住宅建造物群に隣接する範囲での高木等については、現在確認されていない。

（２）当面の改善措置と今後の対処方針
保存修理工事・耐震補強工事に際しては、以下に留意して設計を行う。

ア 保存建造物の管理
保存建造物である７棟について、令和４（2022）年度以降に保存修理・耐震補強工事関連

の基本設計等を検討する中で、防災対策について実施し、その内容については第４章に記載
する。

イ 保全建造物の管理
保存建造物に付随する施設についても消防用設備等・防犯設備について検討する。

ウ 周辺樹木の管理
敷地内の北側のカキ・アカマツについては、隣接する質蔵や北側の塀よりも高く、樹幹も

太く生長している。枯死等の兆候はみられないものの、今後の管理上の問題や景観・防犯上
の問題を考えた場合、適切なボリュームにコントロールする必要がある。

奥座敷東側の庭空間にチャボヒバ等が植えられているが、これについては枯死等を防ぎ景
観上も適切な管理を行えば現状のままで問題はない。主屋西側のアカマツについては、主屋
と同程度の高木となっており、樹勢は旺盛で枯死等の兆候はないが、根の伸長による保存建
造物基礎等の危険性を考慮し、伐採等も含めて検討する必要がある。

６ 防災上の課題と対策
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第４章 防災計画

第４章 防災計画

１ 防火防犯計画

（１）火災時の安全性に係る課題
ア 当該文化財の燃焼特性

登録有形文化財である旧山田家住宅①奥座敷、②新座敷、③質蔵及び文庫蔵、④裏門・
台所味噌蔵及び事務所、⑤隅蔵、⑥六間蔵及び二間蔵、⑦酒売場について、①奥座敷、②
新座敷を除く土蔵群は、木造ではあるが瓦葺屋根、漆喰壁のため、外からの防火には耐性
がある。しかし、敷地内にある建造物は木造であり、収蔵品についても紙、着物、木製の
資料が多数保管されているため、適切な防火措置が必要となる。頻繁に火気を使用するこ
とはないが、体験講座や暖房のため石油ストーブ等を使用する可能性がある。また、①奥
座敷で催す予定の茶会は、以前は湯沸しに炭火を用いたが、炉や風炉とも電熱器を使用し
て、火気の使用を最小限にとどめる。

登録有形文化財ではないが、職員がいる事務室や仮設の展示室になっている主屋は、現
在は、暖房のために石油ストーブを使用している。①奥座敷、②新座敷と棟続きであるた
め、人為的ミスによる出火は防がなくてはならないが、今後、火気を用いない暖房器具の
使用に変更する必要がある。

イ 延焼の危険性
質蔵等の土蔵群は、瓦葺の屋根、漆喰壁で耐火性があるとはいえ、敷地内にある建造物

群は木造であり、多数保管されている収蔵品についても紙、布、木製である。また、徳塀
沿いに庭園管理のための資材など燃えやすい物が多いため、火気の取扱いには十分注意を
して、延焼防止に努める。

敷地内に生育する樹木は、防災林としての機能を有する。樹木の管理を行う場合、延焼
防止機能を考慮する必要がある。

ウ 防火管理と利用状況による課題
旧山田家住宅は、市が寄贈を受ける以前から防犯管理を外部の警備会社に委託していた。

寄贈後も市が引き継ぎ、夜間や閉館日、職員が外出している場合の防火・防犯管理を警備
会社に委託している。旧山田家住宅は、所轄消防署から約１kmと近い位置にはあるが、火
災の早期発見と、有効な初期消火活動が重要である。

活用計画内において、開館日、イベント開催時など複数の人々の利用を計画しているた
め、以下に示す防火管理計画により消防の基本方針を示す。詳細な活用方法が決定次第、
消防計画を策定し、それに沿った火災の予防と早期発見及び初期消火の徹底、火気の使用
箇所の限定が必要である。
一般公開に向けた改修、整備工事の中で、自動火災報知機等の消防用設備の設置を計画

する。また、施設を管理する職員には、消防計画に基づく消火・避難及び通報の訓練が必
要である。

（２）防火管理計画
ア 防火管理者の氏名及び住所
【名 称】 長野県中野市
【担当部局】 長野県中野市教育委員会事務局生涯学習課
【住 所】 〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目３番19号
【電話番号】 0269-22-2111

旧山田家住宅の防災計画については、中野市防災会議により策定された中野市地域防災計
画に則り、文化財保存状況の把握に努め、必要な消防・防災設備の設置を推進するとともに、
定期的な点検などの対策が求められている。
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イ 防火管理区域の設定
公有化された旧山田家住宅敷地内とする。

ウ 防火環境の把握
公有化された旧山田家住宅敷地内とする。

エ 予防措置
Ⅰ 火気などの管理

施設職員及び来訪者に対して火気使用範囲を限定し、明示する。施設敷地内は全面禁煙と
する。たき火は登録建造物および敷地の周囲おおむね10メートル以内を禁止とする。通常管
理における火気の使用に対しての管理及び後始末を厳重にし、火災を未然に防ぐ。
Ⅱ 可燃物の管理

敷地内の清掃における可燃物の除去及び整理整頓を徹底する。日常管理に使う燃料等の保
管場所を限定する。
Ⅲ 警備

開館時間内においては、特に火気管理を厳重にする。夜間、休館日に関しては、周辺に可
燃物を放置しないことを徹底し、施錠と機械警備システムにより管理する。
Ⅳ 安全対策
（ア）排煙 施設職員及び来訪者に対して、建造物内、敷地内での火気使用範囲を限定し、
明示する。建造物内、敷地内は全面禁煙とする。
（イ）避難 旧山田家住宅は、建て増し工事を複数回実施したため、複雑な構造になってい
る。そのため、来訪者が立ち入れる区域を限定し、避難経路を簡素化する。

各建造物における避難口は、下記に記す。
①奥座敷、②新座敷、展示室に改修予定の主屋は、建て増しや移築のため棟続きになって

いる。出入口は、住宅時代の玄関であった場所１か所であるが、窓を開け、縁側から庭に出
て避難することが可能である。民間住宅であったため、勝手口が複数あるが、防犯上締め切
りとする。

④味噌蔵は、主屋側の出入口の１か所のみである。
④事務所は、出入口は１か所であるが、奥の和室の窓を開け、主屋側の庭に出ることも可

能である。
⑤隅蔵は、南面に出入口が１か所のみである。
⑥六間蔵は２軒が棟続きとなっており、出入口はそれぞれ１か所である。
⑦酒売場は東面に２か所、市道に面した南面に１か所出入口がある。
登録有形文化財ではないが、体験講座等イベントで使用する予定の馬小屋は、庭に面した

北面と私道に面した南面に１か所ずつ出入口がある。
なお、③質蔵及び文庫蔵、⑥二間蔵は収蔵庫とするため、外からの見学のみとする。

オ 消火体制
火災の通報及び初期消火は、開館中は職員により、閉館時においては、近隣住民、地元消

防団などの協力及び警備会社による。
屋内消火栓を設置することは難しいため、敷地内の池や井戸の水を消火活動に使用する。

そのために動力消防ポンプを設置する必要がある。
消防訓練は、消防計画に基づき実施する。定期的に所轄消防署署員の指導を受けることが

望ましい。
消防車等大型車両は国道403号線に着ける。
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（３）防犯計画
ア 事故歴

き損・放火に係る事故歴はなし。
イ 事故防止のための措置及び今後の対処方法

計画策定時現在、職員（管理調査員）が在席している平日に限り暫定公開として開館して
いる。朝と夕方に職員による目視による点検を行い、異常の早期発見に努めている。夜間及
び土日、祝祭日の閉館日には建造物に施錠し、併せて警備会社のシステムにより常時監視し
ている。正式に公開した後も、同様に行う。

（４）消防用設備等計画
ア 消防用設備等設置の必要性

一般公開に向け、消防法で設置が義務付けられている消火器、自動火災報知設備、誘導灯
等の設置にとどまらず、下記の必要と思われる設備を設けることを検討する。
Ⅰ 地震時にも使用可能な自然水利等の確保
Ⅱ 地震時にも使用可能な可搬式ポンプ等の消火施設の整備
Ⅲ 登録建造物の所有者と消防団等地域住民の共助体制の構築
Ⅳ 周辺地域における建築物の不燃化や空地の確保による延焼拡大防止対策

イ 保守管理計画
防火管理者を選任し、防火設備の維持管理について、自動火災報知設備については消防法

に定められた点検を、また消火設備についてはこれに準じて点検を実施する。設備の維持・
構造・不良事項などを的確に把握するとともに、設備の機能が最良の状態で維持管理ができ
るように努める。
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（１）耐震診断
平成29（2017）年度に実施された旧山田家住宅の登録有形文化財以外の建造物も含めた耐

震予備診断により、建造物ごとに構造補強の必要性や、改善措置が示された。
その内容としては、第２章４修理計画（２）耐震診断に示したように、構造特性に係る事

項の軸構造に係る事項で⑦酒売場が、屋根構造に係る事項で①奥座敷と⑦酒売場がそれぞれ
基礎診断を要すとされている。このうち、⑦酒売場は平成30（2018）年度に修理済みである
ため、①奥座敷の耐震補強が必要である。

（２）補強計画と項目
今後は、一般公開に向けた建造物群の改修工事に併せて①奥座敷の耐震補強も行う。耐震

補強方法については、既存建造物の文化的価値を損なわず、現行の建築基準法に定められた
技術的基準及び耐久性等関係規定による木構造の材料及び接合部の緊結方法等を参照し、下
記のような小屋組みの重量に応じた補強を行う（図11）。
Ⅰ 現在の厚さ9ミリの野地板を、厚さ24ミリの野地板に交換する。
Ⅱ 野地板１枚の広さを、現在よりも広いものと交換する。
Ⅲ 野地板同士の接合部の形状を工夫し、緊結力を向上させる。

（３）地震発生時の対処方針
地震発生後に関係者がとるべき行動としては、以下の内容について行動できるようにする。

Ⅰ 施設利用者の避難誘導
Ⅱ 火災防止のための措置
Ⅲ 旧山田家住宅の目視による被害状況の確認
Ⅳ 当該文化財関係者への連絡
Ⅴ 倒壊の危険性のある場合は、建造物周辺への立ち入りを制限
Ⅵ 傾斜した柱や落下の恐れのある梁等には支柱、屋根のき損には養生シート等で応急措置

を実施
Ⅶ 倒壊した場合は、建造物の部材を確保

２ 耐震対策
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補強部分

図11-１ 旧山田家住宅①奥座敷小屋組み補強範囲（平面図）

S=1/150
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南面

東面

第４章 防災計画

補強部分

図11-２ 旧山田家住宅①奥座敷小屋組み補強範囲（立面図）
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３ 耐風対策

（１）被害の想定
当該文化財の建造物群には老朽化している部位もあり、これまでにない想定外の台風等に

より倒壊の危険性が排除できない。
また屋根についてはほとんどが瓦であり、目視においても一部で劣化が確認でき、強風時

には吹き飛ばされる可能性がある。
近年の暴風における被害は、平成30（2018）年９月５日の台風に付随する大風により、敷

地東側と南側の塀が傾いたというものである。応急対策は行ったものの、現在も危険な状態
である。今後も台風等の強風時には、屋根瓦の飛散以外にも、建具のき損、樹木の折損、倒
木による建物への被害等が予想される。

（２）今後の対処方針
今後の改修整備工事により、旧山田家住宅を公開活用するために、登録建造物及びその他

の建造物を良好な状態へ改修する。
建造物本体については、可能な限り早急に台風等への備えを検討する必要がある。屋根は、

不良となった瓦の葺き替えが必要であり、葺き替えにあたっては、屋根の重さを軽くするこ
とを考慮し、窓の補強等も含め、強風時の建造物の安全性について検討を行う必要がある。
強風下でも登録建造物を健全に維持するために、日常的な点検により異常を早期に発見し、

適切に修繕工事を実施する。また、倒木・落枝等により登録建造物及び近隣に被害を生じさ
せないように敷地内の樹木について樹勢に注意して管理する。台風による暴風警報などが発
令され、災害の発生が予想される気象条件下では、通常の公開・利用を中止し、必要な対策
を行う。建具等がき損した場合は、部材の確保に努めるとともに被害が拡大しないよう、応
急措置を早急にとる。
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第４章 防災計画

４ その他の災害対策

（１）予想される災害
降雪量に関しては、東江部地区は中野市内においては比較的少ない地域である。今まで積

雪による建造物への被害はないが、降雪状況や雪質によっては、建造物、庭園の樹木にも影
響があると考えられる。

旧山田家住宅がある東江部地区は、水防法に基づき、千曲川流域の浸水想定区域に指定さ
れているが、築堤、治水工事の実施で水害の危険性は低くなっている。しかし、近年の記録
的短時間豪雨が各地で報告されている状況を鑑み、浸透及び排水できなかった雨水が、庭園
や登録建造物に影響を与える状況も懸念される。

（２）今後の対処方針
冬期間の積雪状況には常に注意を払い、降雪時、降雪後は目視による点検を行う。大雪に

関しては、適切な安全対策をとりながら、屋根の雪下ろしを行い、被害が出ないように努め
る。積雪・着雪による倒木・落枝等により文化財建造物及び近隣に被害を生じさせないよう
に、敷地内の樹木について雪払いなどを行い適正に管理する。一般公開後は、来館者が屋根
からの落雪で事故に巻き込まれることがないように、対策を取る必要がある。また、災害発
生時に来館者が速やかに避難できるように除雪・排雪を行い、避難経路を確保する。

水害においては、浸水被害だけではなく、雨漏りにより登録建造物が傷むことや、所蔵し
ている歴史的資料に被害が出ないようにしなくてはならない。定期的に天井等を目視で異常
がないか確認し、異常を発見した時は適切な対処に努める。大雨、洪水警報などが発令され、
災害の発生が予想される気象条件下では、通常の公開・利用を中止し、資料を浸水の被害が
及ばない場所に移動させるなど必要な対策を行う。
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公有の施設として、旧山田家住宅は土蔵群や座敷の７棟の登録建造物群の価値を有する施
設として保存を図る。活用では、人々が気の向くままに足を止めたところで、何気無い事物
に対して眼差しを向け、関心を持ち、ふれ、学び、深呼吸するかのように深く理解し、この
歴史と環境への愛を育むことを目的とする。孫が夏休みにおばあちゃんの家に帰省するよう
なイメージである。そして、旧山田家住宅は、約400年の歴史と敷地を取り巻く自然環境の
中に立地する個性ゆたかな古文書館として整備・運営し、地元イベントや観光にも対応する。

本計画の基本方針は、以下のとおりとする。

（１）よりよい資料館へ：個性ゆたかな古文書館
ただ物を並べるのではなく、東江部地区と山田家に関する伝えたい事柄とストーリーを明

確にして、研究により得られた知見を基に、わかりやすいパネルと展示物で解説する。企画
展示では、なぜその企画展示を行うのかを明確にし、体験講座や講演会とセットで実施する。
常設及び企画展示の中で、体験できる展示品を置き、来館者に試用してもらう（例：糸繰り、
はた織り等）。東江部地区と山田家の歴史や自然に関する講座及び講演会を実施する。

（２）大地を讃える：旧山田家住宅を取り巻く環境
敷地内で行う体験講座では、東江部地区及び山田家に関係する事項を、実際に道具を使っ

て体験する（例：蚕の世話、みそ造り、地域の行事等）。敷地内での農業体験では、東江部
地区及び山田家に関係する簡単な農業を体験する。いずれも、学芸員やボランティアガイド
が同行し、説明を行う。

（３）歩き、しばし佇む：駐車場の設置とアプローチ空間
周辺の自然、歴史を体感できる街づくりとして、駐車場の位置を考慮し整備する。駐車場

から旧山田家住宅までの道のりを散策ルートとして、自然、歴史、生活などのテーマごとに
設定する。マップや資料の配布、案内板を設置する。学芸員やボランティアガイドが説明を
行う。また、日時を限定し、旧車や馬車を用い、東江部地区のさらに広い範囲の遊覧を行う。
学芸員やボランティアガイドが同乗し、説明を行う。また、可能なら周辺地域で段階的に農
産物オーナー制を採用し、県外の観光客に対して募集する。（例：野菜、綿花等の収穫）

また東江部地区のホタルマップを作成し、観察ルートを設定する。魚類、甲殻類、水生昆
虫などについても、東江部地区の採集地点を設定し、マップも作成する。東江部地区の野鳥
類、植物類についてもリストとマップを作成する。さらに、東江部地区の歴史的な遺構の
マップを作成する。

（４）施設の名称
周辺環境を含めた活用を考えた場合、「（仮称）山田家資料館」の名称では、施設コンセ

プトが伝わらないため、活用方針が表現され、かつ短い名称を検討する。

第５章 活用計画
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１ 公開活用その他活用の基本方針
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旧山田家住宅建造物群の公開活用計画については、平成29（2017）年から平成30（2018）
年にかけ「（仮称）山田家資料館整備計画策定委員会」を視察を含め８回開催し、それらの
結果を基に検討をし、整備計画案として取りまとめたものを考慮に入れながら、建造物群と
敷地全体及び外構・周辺地の公開活用の基本方針を示していく。

（１）旧山田家住宅建造物群の公開活用
山田家は、江戸時代から明治、大正、昭和、平成と、約400年間中野市東江部地区に在住

し、旧山田家住宅にそれぞれの時代の資料や建築物が残されている。旧山田家住宅に残され
ている、それらの貴重な歴史資料が伝えられていることそのものに価値があり、これらの山
田家の史料群を後世に伝えていくことが必要である。

また、旧山田家住宅の敷地は広く、登録有形文化財の建造物のほか、様々な工作物や環境
要素から構成されている。周辺には多くの土蔵が現存し、神社など歴史的な遺構も存在して
いる。これらの環境は、人の手によるという意味で文化的な景観を形成している。この山田
家を含む東江部地区の文化的景観を後世に伝えていくことも必要である。

さらに、この環境での動植物の分布は、旧山田家住宅を含む東江部地区の自然環境に起因
したものである。そのため、旧山田家住宅を核とした、この東江部地区の自然環境を後世に
伝えていくことも必要である。これらを行うことが、旧山田家住宅の役割である。

旧山田家住宅は、約400年の歴史と敷地を取り巻く自然環境の中に立地する個性ゆたかな
古文書館として、人々が気の向くままに足を止めたところで、何気無い事物に対して眼差し
を向け、関心を持ち、ふれ、学び、深呼吸するかのように深く理解し、この歴史と環境への
愛を育むことを公開活用の目的とする。

７棟の登録建造物群とともに、旧山田家住宅に収蔵されている資料群は、体験、展示、講
座、講演会、教育プログラム等に用いる。また子ども向けや、子どもから大人まで楽しめる
活用を行う。そして、その根拠となる知見の公開を行う。

これらの活用案については、前節に示された「公開活用その他活用の基本方針」の（１）
～（３）の各項内容を、ハード事業およびソフト事業でまとめたものを示す。

Ⅰ ハード事業
○修理
・登録建造物およびその他の建造物が破損した場合、随時実施する。
○整備
・旧山田家住宅から離れた位置に駐車場を整備する。
・活用のため登録建造物を大きく改修することは避ける。
・郷土食や着付けなど体験講座に必要な備品を整備する。
・敷地内の庭園、畑、水路を活用が可能なように整備し、説明板を設置する。
・郷土料理や飲み物等を提供可能な喫茶を、登録建造物以外の建物内か外構に整備する。
・売店を建物内か外構に設置し、東江部地区及び中野市の農産物や民芸品、お土産を販売

する。
・敷地内にベンチを設置する。
・駐車場から旧山田家住宅までの案内および説明看板を設置し、駐車場または旧山田家住

宅までの道のりの途中に休憩所を制位置する。
・旧山田家住宅周辺環境の遊覧が可能な旧車や馬車を整備する。
・教育プログラムに必要な備品を整備する。
○復元
・表門とそれに付随する塀を復元する。

２ 公開活用計画
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Ⅱ ソフト事業
○常設展示
・ただ物を並べるのではなく、東江部地区と山田家に関する伝えたい事柄とストーリーを

明確にして、研究により得られた知見を基に、わかりやすいパネルと展示物で解説する。
○企画展示
・なぜその企画展示を行うのかを明確にし、体験講座や講演会とセットで実施する。
○体験型展示
・常設及び企画展示の中で、体験できる展示品を置き、来館者が試用する。（例：糸繰り、
はた織り等）

○講座、講演会
・東江部地区と山田家の歴史や自然に関する講座及び講演会を実施する。
○体験事業

・体験講座 東江部地区及び山田家に関係する事項を、実際に道具を使って体験する。
（例：蚕の世話、生糸・棉の紡ぎ・染め・織り、郷土食づくり、着付けなど）
・旧山田家住宅に収蔵されている民具の状況から、郷土食および着付けを体験事業の重点

項目とする。詳細はⅡ-2に示す。
○農業体験
・東江部地区及び山田家に関係する農業を体験する。また、可能なら段階的に農産物オー

ナー制を採用し、県外の観光客に対して募集する。（例：野菜、綿花、穀物等の栽培・収
穫）

○ボランティア
・資料の調査、イベントの企画実行、観光案内、掃除や草刈り等、幅広く登用する。
○教育プログラム
・自然から歴史、そして現在の生活へのつながりを体験してもらう教育プログラムを作成し、

学校会社を通して参加者を募集する。
○小さな子どもが参加できる体験講座
・体験講座等を、妊娠中の女性とご家族、小さい子どもと保護者等の組み合わせで参加でき

るイベントとして開催することを検討する。子どものときから利用する習慣を確立してお
き、その後もイベントなどに参加しもらい、ボランティアとして資料館の活用に協力して
もらえることを目指す。

・イベントでは、妊娠中の女性用に椅子を準備したり、④裏門・台所味噌蔵及び事務所の
和室で託児を行うことを検討する。

・気軽に集まれるスペースの体験から、保護者たちの情報交換の場となり、活用の広がりが
期待できる。

・地域の高齢者と若い親子が交流するイベントも開催し、地域の行事や、新しい文化などを
楽しく学ぶイベントを企画する。、

○散策・遊覧
・駐車場から旧山田家住宅までの道のりを散策ルートとして、自然、歴史、生活などのテー

マごとに設定する。マップや資料の配布、案内板を設置する。学芸員やボランティアガイ
ドが説明を行う。

・日時を限定し、旧車や馬車を用い、東江部地区のさらに広い範囲の遊覧を行う。学芸員や
ボランティアガイドが同乗し、説明を行う。

○ホタル鑑賞
・東江部地区のホタルマップを作成し、観察ルートを設定する。夜の観察会だと視界が悪く

子どもが土や植物を傷めてしまわないよう注意する。学芸員やボランティアガイが同行す
る。

○生きもの採集
・魚類、甲殻類、水生昆虫など、東江部地区の採集地点を設定し、マップも作成する。学芸
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員やボランティアガイドが同行する。
・水生生物の採集は、夏休みに子どもたちが参加する講座の重点項目とする。詳細はⅡ-3に

示す。
○生きもの観察
・東江部地区の野鳥類、植物類のリストとマップを作成する。双眼鏡やルーペを貸出し、学

芸員やボランティアガイドが同行し、説明を行う。
・野鳥は東江部地区の自然環境を表す指標のため、その観察会は重点項目とする。詳細は

Ⅱ-4に示す。
○歴史探訪
・東江部地区の歴史的な遺構のマップを作成する。学芸員やボランティアガイドが同行し、

説明を行う。
○地元イベントへの参加
・来館者が、東江部地区のお祭りなどのイベントに参加する。
○地元イベントでの利用
・東江部地区のイベントで利用する。例えば、展示、実演、会議、学習会、読書、読み聞か

せ、紙芝居などで利用する。
○観光
・多様な手段を用いたPR、旅行会社との連携を行う。
○調査研究
・事業の根拠となるべき、歴史、自然に関する論文投稿や学会発表等の調査研究を学芸員を

中心として行い、その知見を公開する。
○ルートマップ作成
・ステップ１の段階で地域住民とともに旧山田家住宅周辺の各種マップを作成する。

Ⅱ-２ ソフト事業体験講座詳細
○郷土食事業

旧山田家住宅には、おひつ、お膳、角盆、徳利などの食卓の資料が140点、釜、鍋、やか
ん、包丁、まな板などの台所に関する資料が173点、樽、甕、手桶、鉢などの貯蔵に関する
資料が125点収蔵されている。そして中野市は味噌づくりが盛んな地域であり、それととも
に地域に伝わる郷土食という文化を、登録建造物内で作り、味わい、その感動を次世代へ残
すことが、旧山田家住宅の活用の目的である。

なぜ中野市は味噌づくりが盛んなのか？なぜこのような郷土食が伝わっているのか？とい
う学術的なストーリーを、大学の研究者や地域の団体と共同で、山田家の資料の解説ととも
に、作る、食べるという実体験の中で参加者に伝える取り組みを行う。現在は郷土料理を家
庭で伝えるのが難しく、より次世代へ伝えるために、参加者は子どもと大人の組み合わせを
中心に募集する。ステップ２から、大きな事業としては味噌づくり、単発的な事業としては
おやきづくり、そして米（米粉）、大豆、果物など、地域食材を利用した行事食や郷土料理
の講座の実施を予定している。

旧山田家住宅の④裏門・台所味噌蔵及び事務所の台所味噌蔵は、活用を目的として整備済
みである。可能なら味噌の原材料は農業体験での収穫物を用い、専門家の指導のもと、敷地
内外構と味噌蔵を使用して味噌作りを実施する。作業工程は長期間にわたるが、参加者に
よって自由に体験期間を選択できるようにする。仕込んだ味噌は参加者が持ち帰るか、また
は完成してから郵送する。完成した味噌は喫茶や売店で出品したり、郷土料理講座に利用す
る。近隣の市町村でも味噌料理を取り上げてはいるが、実食できる施設は少ない。旧山田家
住宅に行けば、懐かしい料理を食べることができるという施設を目指す。
おやきは長野県に特徴的な郷土料理であるが、中野市でも代表的な家庭料理のひとつであ
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る。おやきの生地を簡単に作れる粉を利用すれば、子どもでも作ることができる。中野市で
は家庭ごとのおやきの作り方や具材があり、同じおやきでも違った味わいが可能である。専
門団体の指導により、身近な郷土食の体験講座が可能である。またこれらの体験講座も、小
麦粉等地域食材を生産する農業体験とのつながりを持たせ実施する。

中野市では、地域の美味しい水を用いるのも特徴となる。そして郷土食から行事食への関
連から、中野市や東江部地区の歴史を伝えることも可能である。本物に出会えば、１回のイ
ベントにも心に残る。参加者にとってそのような体験講座になるように実施を目指す。

○着付け事業
旧山田家住宅には衣類に関する資料が789点収蔵されており、そのうち着物、羽織、襦袢、

帯、襟巻などの衣服の資料が394点ある。それらは主に大正時代から昭和初期のものが多く、
豪農の時代を示す資料もある。旧山田家住宅の建造物群が建築され、主に利用されていた時
代は着物を普段着としていたため、着付けの作法、所作から、当時の暮らしぶりを体験する
ことができる。

旧山田家住宅の①奥座敷と②新座敷は、着付け体験に利用可能であり、またそれらの座敷
から眺められる庭園は、景観的に着物との相性が良い（図12）。着付け体験には、基本的に
は参加者に着物類一式を持参してもらうが、県外からの観光客などが体験講座に参加した場
合、貸出できる着物類を複数用意する必要がある。そのためには、家庭で不要となった着物
の提供を募り、また集まった着物は保管する衣装ケースなども必要になる。また、講座で着
つけた後にはクリーニングも必要になる。

貸与する着物なら、前述した郷土食の講座等の他の講座に着物で参加することも可能であ
る。専門講師の指導で現代では非日常となってしまった着物を着ることにより、往時の日常
であった暮らしを体験し、当時の人々の気持ちに近づける講座を実施していきたい。

Ⅱ-３ ソフト事業生きもの採集
○水生生物の採集

旧山田家住宅が所在する中野市東江部地区は中野扇状地の扇端部であり、それに特有な自
然湧水がみられる。一方、中野市最南部で千曲川に合流する篠井川は東江部地区の近くを流
れ、東江部地区の水路と合流している。

令和２（2020）年7月から8月と令和３（2021）年9月に、旧山田家住宅周辺で水生生物の調
査を行った。その結果、旧山田家住宅周辺では18種の水生生物が確認されたが（表８）、緩
やかな流れ、藻類や水草の繁茂、きれいな水質、底ある泥や砂、湧水といった、様々な環境
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図12 旧山田家住宅の庭園と着物を着た来館者
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要因を好む種によって構成されていた。特にホトケドジョウLefua echigonia（図13）は、
長野県レッドリストで絶滅危惧II類（VU）とされている。本種は、伏流水のある河川敷の浅
い水たまりや、湧水があって水草が生える小川や水田の側溝など、きれいな水がゆるやかに
流れる砂泥底にすみ水辺環境の自然度を計るバロメータとされる。そのため、この地域の自
然環境の象徴種として位置付けることができる。これらの種を主に夏休みに子どもたちが、
専門家の指導により採集することで種の形態を学ぶとともに、生息環境から東江部地区や旧
山田家住宅の立地環境について伝える講座として実施していきたい。

Ⅱ-４ ソフト事業生きもの観察
○野鳥観察

鳥類や哺乳類を保護し管理するための法律である鳥獣保護管理法は、自然環境の恵沢を享
受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的としている。長野県
中野市の東江部地区は、数多くの水路と農地、そして住宅地が混在している。野鳥は自然
環境の指標となることから、その観察から環境の状況や変化を検出することができる。

令和２（2020）年の６月から12月において、旧山田家住宅周辺の東江部地区の鳥類調査を
行った。その結果、合計20種の野鳥が確認された（表９）。そして、農地の種が広く分布し
（図16）、種数は春から冬にかけて減少した。このような、環境の季節変化による鳥類の分
布の変化などを来館者に伝える講座の実施を目指す。

表８ 旧山田家住宅周辺で確認された
水生生物

図14 オイカワ

図13 ホトケドジョウ



春 夏 秋 冬

6月20日 8月15日 10月17日 12月19日

アオサギ Ardea cinerea ●

カッコウ Cuculus canorus ●

カワラヒワ Chloris sinica ● ● ●

キジバト Streptopelia orientalis ● ● ●

コムクドリ Sturnus philippensis ●

シジュウカラ Parus minor ● ●

スズメ Passer montanus ● ● ● ●

ダイサギ Ardea alba ●

チゴハヤブサ Falco subbuteo ●

ツバメ  Hirundo rustica ● ●

ドバト（外来種） Columba livia ● ● ● ●

トビ Milvus migrans ● ● ● ●

ノスリ Buteo japonicus ● ●

ハクセキレイ Motacilla albalugens ● ● ●

ハシブトガラス Corvus macrorhynchos ● ●

ハシボソガラス Corvus corone ● ●

ヒバリ Alauda arvensis ●

ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis ● ● ● ●

ムクドリ Sturnus cineraceus ●

モズ Lanius bucephalus ● ● ●

種数 14種 12種 12種 7種

種名 学名
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この調査で確認された
コムクドリSturnus
philippensisやチゴハ

ヤブサFalco Subbuteo
（図15）は、首都圏では
ほとんど観察できない種
であり、これらを観察す
るというだけで県外から
来館者の誘致が可能であ
る。また農地に特徴的な
種であるモズは、
「はやにえ」という餌を
枝に突き刺す行動を行う。 図15 コムクドリ（左）とチゴハヤブサ（右）



第５章 活用計画

図16 旧山田家住宅周辺の代表的な野鳥種の分布（S=1/4,500）
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この「はやにえ」は、その後食べられないこともあり、野鳥の行動の不思議の一つとなって
いる。そのような知見も伝えられる講座としたい。

（２）整備・活用計画のステップ
旧山田家住宅の、整備・活用計画の１ステップをおおむね４年として、以下の４段階でそ

れぞれの整備・活用項目を設定し、実施する（表10）。ステップ２（一般公開）は、令和５
年度を予定している。

ステップ１ 一般公開への整備期間
ステップ２ 一般公開（地域との連携）
ステップ３ 観光客等の県外からの誘致
ステップ４ 整備の完成

（３）計画条件の整理
ア 都市計画法
旧山田家住宅建造物群及びその周辺の建造物は、建築用途の制限がある地域には含まれて

いない。また、防火地域や景観計画区域にも含まれていない。

イ 建築基準法
活用方法は、各棟の文化財基準に合った改修及び整備の範囲とすることを前提とするが、

７棟すべての登録建造物が、建築基準法が制定された昭和25（1950）年以前に建てられた既
存不適格建造物であるため、かつての使われ方と異なる用途で活用する（用途変更をする）
場合には、文化財の保存基準に合わない改修を施す必要のある部分が出てくる。
①奥座敷、②新座敷、③質蔵及び文庫蔵、④裏門・台所味噌蔵及び事務所は、用途変更を

旧山田
家住宅
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表10 整備・活用計画のステップと整備・活用項目

敷地外 敷地外 敷地外 敷地外

文化財

建造物

その他

建造物

外構

（庭

園）

周辺

環境

文化財

建造物

その他

建造物

外構

（庭

園）

周辺

環境

文化財

建造物

その他

建造物

外構

（庭

園）

周辺

環境

文化財

建造物

その他

建造物

外構

（庭

園）

周辺

環境

修理

整備 駐車場

庭園・

畑・広

場・説

明板・

水路

案内説

明看

板・休

憩所・

水路

喫茶・

売店・

ベンチ

旧車・

馬車

復元
表門・

塀

暫定公開

一般公開

企画展示

常設展示 暫定 実施 実施 実施

収蔵

（体験）

講座
実施

講演会 実施 実施 実施

調査研

究・

知見公開

ルート

マップ
作成 更新 更新 更新

ボラン

ティア

地元イベ

ント利用
実施 実施 実施 実施 実施 実施

農業体験

地元イベ

ント参加
実施 実施 実施

ルート案

内
実施 実施 実施

旅行会社

連携

農産物

オーナー

制

実施 実施

歴史探

訪、自然

観察・採

集

馬車・旧

車による

案内

実施

学校連携

による教

育プログ

ラム

敷地内

ステップ1

一般公開への整備期間

ステップ２

一般公開（地域との連携）

敷地内

ステップ3

観光客等の県外からの誘致

敷地内

項目

ステップ

場所

ハード

事業

ソフト

事業

ステップ４

整備の完成

敷地内

随時実施

教育用備品

実施

実施

実施

随時実施

実施

実施

実施実施

実施

実施

実施

実施

実施

育成・活動

実施

実施実施

随時実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

育成

実施

（体験）講座

用

備品

実施

育成・活動

実施実施

育成・活動

５５



する場合には、その用途によって、建築基準と保存基準が合わない部分が生じる可能性が高
く、文化財保護の観点から景観を大きく改変する改修を避け、用途変更をともなわない公開
活用の方法を検討する必要がある。⑤隅蔵、⑥六間蔵及び二間蔵、⑦酒売場については、不
特定多数が利用する場所として、従来とは異なった使い方をすることを想定し、用途変更を
行う方向で検討する。

防火基準について遡及適用となる部分については、軒裏や外壁等の延焼の恐れのある部分
について防火構造とする。

登録建造物７棟及びこれらに付属するそれ以外の建造物は、各棟がそれぞれの機能や役割
をもちながら、互いに関係性をもち連携する１つの拠点を形成するものとする。

ウ 消防法
建築用途を変更する場合には、必要となる消防用設備等の設置基準及び避難管理に関する

基準等をはじめとする消防法に基づいた基準を遵守した設備の設置及び整備を行う。
また、東江部地区においては貴重な広い敷地をもった拠点施設として、消防法の適用内に

とどまらず、防火水槽の設置や避難場所等、地域防災の拠点としての役割を持たせることも
十分に考慮する必要がある。

エ 文化財保護法
登録有形文化財（建造物）として、文化財保護法の適用を受ける。文化的価値の高い建造

物であるため、改修にあたっては文化財的価値を損ねることのないよう配慮する。手続等の
詳細は、第６章に記載する。

（４）登録有形文化財建造物の公開活用
７棟の登録建造物の公開範囲は、表11・図17のように建造物の特性・現状から判断した

（A）～（E）の５つの区分に分け、それぞれの性格付けを行う。

（５）外構及び周辺地の公開活用
７棟の登録建造物以外の敷地内の建造物及び土地については、公開活用の魅力や、拠点施

設としての管理運営上の機能性、地域における役割等を高めるために、有効に活用し、必要
に応じて建造物や設備を新設することも検討する。

馬小屋および得塀の北側の空間は、イベント時や防災活動等に必要となる開けた土地は
“広場”および“畑”として活用する。

⑥六間蔵及び二間蔵の東側の土地は、各棟と主屋へのアプローチが可能な動線確保と、喫
茶・休憩のスペースとして活用する。

得塀の南側の土地は、荷物運搬等の管理用駐車場と障がい者用駐車場の整備を検討する。
周辺の自然、歴史を体感できる街づくりとして、駐車場の位置を考慮し整備する。旧山田

家住宅から少し離れた場所に、道の駅のような「文化の駅」として整備する。バス、乗用車、
バイクいずれも数台程度の駐車スペースと案内看板を設置し、後に案内施設、トイレを増設
し、資料の配布を行う。

敷地の周囲は、防災、防犯、管理、近隣との視線及び音の関係等の点で、必要に応じて、
壁やフェンス等を設ける。

（６）建築計画（基本方針）
ア 平面計画

①奥座敷は、（A）保存公開区分とし、必要な修理を行う場合、保護基準に従い、間取り及
び構造、仕上げは現状を基本とする。②新座敷、④裏門・台所味噌蔵及び事務所は、（A）

第５章 活用計画
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保存公開区分とし、現状とする。⑤隅蔵、⑥六間蔵及び二間蔵、⑦酒売場、馬小屋、得塀、
離れは、（B）交流活動区分とし、土蔵等が保護基準１であることに配慮しながら市民の能
動的な活動の場として有効に活用できるよう、活用方法に合わせてフレキシブルに間取りや
設備設置を行えるよう計画する。主屋事務室は、（C）管理区分とし、現状とする。③質蔵
及び文庫蔵は、（D）収蔵区分とし、現状とする。主屋展示室は、（E）展示公開区分とし、
一時的な多目的公開活用も可能なものとする。
また、その他公開活用するにあたって必要な設備について記述する。

第５章 活用計画

５７

表11 旧山田家住宅造物群の公開区分一覧
区　分 該当建造物 区分の性格付け

（A）保存公開

①奥座敷

②新座敷

④裏門・台所

味噌蔵及び事

務所

常時公開とするが、（B）～（E）区分の建造物との歴史的位置づけ

の連携をもちながら公開活用を行う。

〇東江部地区の歴史と環境を感じられる施設とする。

○客人をもてなそうという施主の考えを引き継ぎ、東江部の迎賓館な

どとしての公開活用を行う（①奥座敷・②新座敷）。

①奥座敷は茶を嗜んだ施主の考えから茶会などに活用し、樹木の表を

眺める北庭と池と石組を眺める南庭の景色を活かした活用を行う。②

新座敷は施主が約10年掛かって収集した銘木を活かした活用を行う。

○豪農の建物としての往時の規模を偲ぶことができる施設とする（③

質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所味噌蔵及び事務所）。

（B）交流活動

⑤隅蔵

⑥六間蔵及び

二間蔵

⑦酒売場

馬小屋

得塀

離れ

市民の能動的な活動の場として、以下に例示するような多目的な活用

空間となるよう基本設計を行い、公開する。

〇土蔵ならではの、建物の連なりの景観や水害対策、また穀蔵として

利用した経緯から、豪農としての歴史を感じられる施設とする。

〇土蔵ならではの空間ボリュームと建物の連続性を有効に活かした空

間活用を行う。

○市民が生き生きと活動できる場となることを重視し、使われ方とし

て可能性のある市民活動が行える機能や設備を、可能な範囲で持たせ

た施設とする。

○活用事業を行う場合、建造物に大きな影響をあたえないよう断熱・

暖房について注意する。

（C）管理 主屋事務室 常時は敷地及び建造物全体の管理事務所とする。

（D）収蔵

③質蔵及び文

庫蔵

⑥六間蔵及び

二間蔵

主屋収蔵室

資料を収蔵する。

（E）展示公開 主屋展示室
常時は展示スペースとして機能するが、イベント時などの際に多目的

に公開・活用することも検討する。



（A）保存公開区分

（B）交流活動区分

（C）管理区分
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図17 旧山田家住宅公開区分図（S=1/450）

（E）展示区分

（D）収蔵区分
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イ 公開活用に向けた施設整備
Ⅰ 防災に係る施設等
敷地内の登録建造物については、現状の非公開時の機械警備による自動警備

システムを、公開活用の運営形態に即したものとすべく、カメラやセンサー等を配備し、整
備する。
Ⅱ 公開、活用に係る施設

「第１章第５節保護の現状と課題」に記述したとおり、７棟の登録建造物群および主屋、
離れ、得塀に電気、主屋に水道が引き込まれているが、老朽化している部分も多く、活用に
伴い全体の規格の検討を行い、配線・配管を新たに整備する必要がある。

「第３章第４節環境整備計画」に記述したとおり、衛生設備（便所・浄化槽・活用のため
の水屋・炊事場等水回り）、周辺の自然、歴史を体感できる街づくりを考慮に入れた駐車場
の整備が必要である。全体の管理者が駐在・休憩するためのスペースは、事務所内に確保
（耐震改修）

利用者の安全を確保するため耐震改修（耐震壁増設、壁補強、構造上必要な補強材の設置、
地貫等の復原による足固め及びそれらにともなう柱脚部根継ぎ）を行う。
（照明・展示・空調設備）

塀を除く各建造物内に、公開活用事業に必要な照明、建造物の魅力を引き立てるための照
明を適宜配備する。公開活用を行うにあたり、旧山田家住宅の建造物群やその歴史について
解説展示等が可能となるよう施設整備を行う。空調については、各建造物の特性を活かし四
季折々に利用者が快適に過ごせるよう、保存・保全部分に影響が出ない範囲で整備を行う。
（建具・畳）

保全部分は旧状の建具に復することを基本とするが、（B）交流活動区分を中心とする多
目的な活用空間を活かすべく各建造物の歴史的景観を損なわない範囲で快適な活用空間を確
保する建具を用いる。離れの既存の畳は傷みがみられ、耐震・公開活用工事の際に畳床・畳
表の取り換えが必要である。
（既存のトイレ）

④裏門・台所味噌蔵及び事務所に付属する外部トイレは整備済みである。主屋内のトイレ
については、公開活用の方針に従い必要な整備を行う。
（炊事場・水回り）

（B）交流活動区分を中心に、各建造物の公開活用の方針に従い、基本設計によって配
水・排水計画を決定し、配備する。（D）収蔵区分においても、イベント時の多目的利用に
対応するため、水回り設備を整える。
（防火設備）

公開活用に伴い利用者の安全を確保するため、消火器や誘導灯、自動火災報知設備等を設
置し、消防法等の基準に従い設備を整える。
（外構）

北側国道・西側市道からの来場者誘導標識、場内建物誘導標識及び立ち入り禁止区域等の
表示は、内外の景観に配慮し設置する。①奥座敷の南北面は、庭園を意識した景観を十分活
かし、南側塀近くの井戸や庭園の池から水路、馬小屋北側のスペースも利活用の考慮に入れ
ながら多目的な活用を外構の基本設計に含める。
（駐車場）
駐車場は、現在旧山田家住宅の南側の空き地部分に普通乗用車約20台分のスペースがある

が、土地所有者から無償で貸与されているものであり、継続は難しい。そこで、周辺の自然、
歴史を体感できる街づくりとして、駐車場の位置を考慮し整備する。旧山田家住宅から少し
離れた場所に、道の駅のような「文化の駅」として整備する。バス、乗用車、バイクいずれ
も数台程度の駐車スペースと案内看板を設置し、後に案内施設、トイレを増設し、資料の配
布を行う。また、このような少し離れた場所に駐車場を整備することで、道幅の狭い旧山田

第５章 活用計画

５９



第５章 活用計画

家住宅の西側市道からの出入りではなく、北側の国道403号や南側の谷街道からの出入りが
可能となり駐車場としての機能が十分発揮され、かつ本建造物群への来訪者による用地西側
市道での大小車両の混雑解消・交通事故防止も期待される。また、十分な広さの駐車場は、
単に来場者の駐車のみならず、大小の消防車等の緊急車両の乗り入れや大規模災害時の避難
場所としての利用が可能となり、地域防災の観点からも求められるものである。
（バリアフリー）

観光・交流のための拠点的施設として広く市民に公開活用していくことから、高齢者や障
がい者、ベビーカーの使用者に配慮し、バリアフリーの観点から動線を確保する。具体的に
は、障がい者専用駐車場を設置し、近くの出入口までスロープ、舗装通路を設置するなど段
差を解消し、アクセスを容易にする。各建造物の土間等において、車椅子等の入場可能な幅
の出入口には段差を解消するためのスロープを非常設で設置する。
Ⅲ 動線計画

旧山田家住宅の敷地内の人の動線については、図17から図20に示した通りである。
⑦酒売場の３カ所の出入口は、拠点施設への主要な出入口となりうる。そこから土蔵群や

畑・水路に沿ったスペースを主要動線として、最終的に主屋へと出入りできる動線を計画す
る。⑦酒売場は、内部で行き来もできるよう計画する。⑥六間蔵及び二間蔵から⑤隅蔵を経
て④裏門までは、歴史的景観の一部となっている。構造的な耐震性を確保すべく改修し、利
用者が安全に入場できるようにせねばならない。またバリアフリーに配慮した利用者のス
ムーズな動線確保を、公開活用のための利便施設配置等も含めて検討すべきである。利用者
については、⑦酒売場南面の出入口か旧表門を正門として主要出入口とし、裏門を利用した
敷地内外の出入りも可能とする。管理事務所と展示室等として活用する主屋北西面に出入口
があり、利用者の徒歩動線を積極的に設けることはしないが、主屋 ⇔ 裏門 ⇔ 国道へ抜け
られると利用上便利であるため、通用口及び避難通路として、徒歩での通行は可能となるよ
う検討する。

主屋と建造物群では、その価値や景観に配慮しながら、脱着式のスロープ等バリアフリー
について検討する。また、障がい者用の別動線・仮設的動線も検討する。
火災等非常時に３か所の出入口以外に場外へ避難するための避難路として使用することも

期待される。
動線は整備ステップによって、安全性と建造物群の体感を考慮し、４段階で設定する。

○ステップ１（図18）
・動線１

⑦酒売場南面の出入口から内部を通り、東面北側の出入口から東側に出て⑥六間蔵およ
び二間蔵の東側を北へ進む。⑤隅蔵の南側で東へ進み、④裏門で南下し水路に沿って東に
進み、主屋出入口に至る。

・動線２
旧山田家住宅の南側道路から表門跡を通り、南側得塀と馬小屋の北側を通過して⑦酒売

場東面南側出入口から内部に入る。

○ステップ２（図19）
・動線１

動線自体に変化はないが、⑥六間蔵及び二間蔵と⑤隅蔵での企画展示・売店を周回し、
水路でのホタル・魚類・サワガニが観察可能となる。

・動線２
動線自体に変化はないが、南側得塀と馬小屋の北側のイベントスペースを見ることがで

きる。
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図19 ステップ２動線計画（S=1/1,250）

図18 ステップ１動線計画（S=1/1,250）



図20 ステップ３動線計画（S=1/1,250）
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○ステップ３（図20）
・動線１

⑦酒売場南面の出入口から入り、東面南側出入口から出て、馬小屋と南側得塀の北側を
通り、表門跡に北進する。整備された桑・綿畑の北側を通って水路沿いに西へ進み、⑥六
間蔵および二間蔵の東側を北へ進む。⑤隅蔵の南側で東へ進み、④裏門で南下し水路に
沿って東に進み、主屋出入口に至る。

・動線２
旧山田家住宅の南側道路から表門跡を通り、その後は動線１に接続する。



図21 ステップ４動線計画（S=1/1,250）
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○ステップ４（図21）
旧山田家住宅の南側道路から表門跡を通り、北進する。整備された桑・綿畑の北側を通っ

て水路沿いに西へ進み、⑥六間蔵及び二間蔵の東側を北へ進む。⑤隅蔵の南側で東へ進み、
④裏門で南下し水路に沿って東に進み、主屋出入口に至る。
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（７）管理運営計画
第２章で示した管理体制の継続を基本とし、関係機関等に協力を求めつつ管理運営を行う。

○駐車場からの人の動線
ルート１ 土蔵群と歴史ルート（図22）
・水害対策で床が高く、ボタモチ石積みの上に建つ土蔵、地元の祭りが行われる大小の神社、

古い家屋など、歴史を感じながら旧山田家住宅へ至る。
・中野市の東江部地区を訪れ散策する人にとっては、車通りが少なく安全なアプローチ。
・⑦酒売場南面の出入口付近から見える⑦酒売場、⑥六間蔵及び二間蔵、⑤隅蔵が連なる

旧山田家住宅西側土蔵群は、市道に接する西面が漆喰と下見板張りによる美しい景観を形
成し、歴史ある規模の大きな農家をうかがい知ることができる。

ルート２ 湧水と水路ルート（図23）
・東江部地区は「中野扇状地」の南端に位置するため、湧水や地下水起源の水路が多くあり、

地形、地質を感じながら旧山田家住宅に至る。
・水路には在来魚類やサワガニ生息し、夏季にはゲンジボタルも観察される。
・かつては生活にも使用されており、水路際へ下りる階段もある。

ルート３ 畑と植物・野鳥ルート（図24）
・東江部地区は、北流する千曲川の氾濫原で水害常襲地帯であり、水田よりも影響の少ない

畑地が多く、その環境に生育する植物、生息する野鳥を見ながら旧山田家住宅に至る。
・植物では、この環境の潜在的植生の代表種であるケヤキZelkova serrataの大木が見られ

る。
・野鳥では、ケヤキの樹洞に営巣し畑地で採餌するコムクドリや、中野市の鳥であるチョウ

ゲンボウFalco tinnunculusが観察される。

○車両の動線
資材搬入路・消防車等緊急車両進入路・通常の荷物搬入路・管理用駐車場・福祉車両用駐

車場
・イベント時の資材車両搬入路。
・消防車両等緊急車両の進入路。
・通常は車両が入らないよう、車止め等を⑦酒売場南面の出入口付近に設置。
・旧山田家住宅への日々の荷物搬入口
・管理者車両や業者車両の駐車スペース
・景観的にも管理用出入口の佇まいであり、歴史の雰囲気を感じづらいものであるため、利

用者の動線としては、補助的な出入口（通用口及び避難通路）として利用する。
・福祉車両駐車スペースを、馬小屋および南側得塀の南側（旧表門跡）に設ける。

○利用者用駐車場
・利用者用の一般駐車場
・観光バスの駐車も予想されることから、幅員の小さい市道からの出入りではなく、幅員の

大きな国道や谷街道からの出入りが望ましい。
・駐車場を広くとることで、大規模災害時の避難場所等に活用することも可能となる。
・公道からの出入口を示す案内を明示し、公道の交通を妨げず、場内への車両の出入りをス

ムーズに行えるよう計画する。
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図22 ルート１ 土蔵群と歴史ルート
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図23 ルート２ 湧水と水路ルート
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図24 ルート３ 畑と植物・野鳥ルート
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（１）建築的課題
市街地において複数棟で構成する既存不適格の木造建築物群には、拠点整備に際して、

様々な基準が複雑にかかってくるが、その基準による建築的対処によって旧山田家住宅の文
化財的価値を損なうことのないよう、その対処方法を十分に検討し最良の手法を選択する。

旧山田家住宅が建つ敷地の特徴として、「中野扇状地」の南端に位置するため、湧水や地
下水起源の水路がある。水路は東江部地区の地形的な特徴でもあることから、その特徴を魅
力として活かしつつ整備基準に適合した建築計画としたい。

旧山田家住宅は、住宅と畑地が存在する村落の中に位置するため、保存活用する上では、
近隣住民の理解がなければ継続的で良好な保存活用は難しい。よって、不特定多数の利用が
なされる拠点とするためには、騒音や人の流れ等について、近隣に配慮した活用やゾーニン
グ、プランニング等を行う必要がある。また、近隣住民にとって身近で親しまれる拠点とな
るよう、この地域住民の生活において求められる役割（防災・コミュニティ拠点等）をもた
せ、それに必要となる設備を設置することも検討する。

（２）管理運営に関する課題
今後の改修整備工事により、登録建造物として公開活用するための良好な状態へ改修する。
台風等の強風時には、屋根の飛散、建具のき損等の被害が予想される。
旧山田家住宅全体の整備は、数カ年を要する長期的な事業となるため、整備完了までに

整った建物から部分的に運営を開始できることが望ましい。そのためには段階的な施工と開
業（運営）が可能な、全体の整備スケジュールを計画する必要がある。特に、給排水や浄化
槽、電気、ガスなどの設備関係については、開業した建物を使用しながら、他の建物の工事
を同時進行できるよう十分に検討し計画する。
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３ 実施に向けての課題
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第６章 保護に係る手続き

１ 文化庁長官への届出

（１）登録有形文化財の滅失、き損等（文化財保護法第61条）
文部科学省令で定める事項を記載した書面をもって、その事実を知った日から10日以内に

文化庁長官に届け出なければならない。

（２）登録有形文化財の現状変更の届出等（同第64条）
文化財を移築する場合や、外観を変更する範囲が通常望見できる範囲の4分の1を超える場

合には、届出が必要であり、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定
めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。なお、本計画の保存部
分についてその外観を４分の１以上変更する場合は届出を必要とし、それ以外は届は不要と
する。保存部分で４分の１に満たない範囲の現状変更を必要とする場合においても、保存活
用アドバイザー等の専門家・機関に意見を求め、慎重に対応する。

（３）所有者変更に伴う登録証の引渡し（同第69条）
登録有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該登録有形文化財の引渡しと

同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。
新所有者は20日以内に届け出を行う。
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２ 文化庁長官への届出が必要ない場合

（１）非常災害のために必要な応急処置（文化財保護法第64条）
非常災害に備えて、事前に行う補強や改修行為、または非常災害後の復旧工事は、事前に

届出する必要がない。完了後は、愛知県教育委員会に報告することが望ましい。

（２）維持の措置（同第64条）
登録有形文化財の維持を目的とした行為で、形状を変更する部分の面積が外観の通常望見

できる範囲の４分の１以下の場合や、内装のみを模様替えする場合が該当する。
また、雨漏りや壁のひび割れといったき損の発生や拡大を防止するための工事もこれに該

当する。
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１ 登録有形文化財建造物実測図

①奥座敷・②新座敷 現状平面図・立面図・断面図 P 2 ～ P 4

③質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所
味噌蔵および事務所・⑤隅蔵 現状平面図・立面図・断面図 P 5 ～ P 9

⑥六間蔵及び二間蔵・⑦酒売場 現状平面図・立面図・断面図 P10 ～ P13

※有限会社信濃伝統建築研究所の作成による原図より引用

２ 保護方針図

①奥座敷・②新座敷 P14

③質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所
味噌蔵および事務所・⑤隅蔵 P15

⑥六間蔵及び二間蔵・⑦酒売場 P16 ～ P17

３ 保存管理計画 表・写真

①奥座敷 P18 ～ P20

②新座敷 P21 ～ P23

③質蔵及び文庫蔵 P24 ～ P28

④裏門・台所味噌蔵及び事務所 P29 ～ P34

⑤隅蔵 P35 ～ P38

⑥六間蔵及び二間蔵 P39 ～ P43

⑦酒売場 P44 ～ P47

巻末資料

巻末資料

１



①奥座敷・②新座敷 現状平面図

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図
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①奥座敷・②新座敷 立面図

３

S=1/150

南面

東面

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



①奥座敷・②新座敷 断面図

②新座敷

①奥座敷

４
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巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図

③質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所味噌蔵及び事務所
・⑤隅蔵 平面図

２階

１階

５

S=1/350



巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図

③質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所味噌蔵及び事務所
・⑤隅蔵 立面図

北面

南面

東面西面

６

S=1/350



③質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所味噌蔵及び事務所
・⑤隅蔵 断面図

③質蔵及び文庫蔵（文庫蔵）

④裏門・台所味噌蔵及び事務所（裏門）

７

S=1/120

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



③質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所味噌蔵及び事務所
・⑤隅蔵 断面図

④裏門・台所味噌蔵及び事務所（事務所）

④裏門・台所味噌蔵及び事務所（台所味噌蔵）

８

S=1/120

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



③質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所味噌蔵及び事務所
・⑤隅蔵 断面図

⑤隅蔵

９

S=1/120

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



⑥六間蔵及び二間蔵・⑦酒売場 現状平面図

⑥六間蔵及び二間蔵

１０

S=1/180

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



⑥六間蔵及び二間蔵・⑦酒売場 立面図

北面 南面 現状開口部南面

東面

西面

１１

S=1/350

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



⑥六間蔵及び二間蔵・⑦酒売場 現状平面図

⑦酒売場

１２

S=1/250

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



⑥六間蔵及び二間蔵・⑦酒売場 断面図

⑦酒売場

１３

S=1/100

巻末資料１ 登録有形文化財建造物実測図



①奥座敷・②新座敷 保護方針図

巻末資料２ 保護方針図

保存部分

保全部分

整備部分

１４

S=1/150



③質蔵及び文庫蔵・④裏門・台所味噌蔵及び事務所
・⑤隅蔵 保護方針図

巻末資料２ 保護方針図

保存部分

保全部分

整備部分

２階

１階

１５

S=1/350



⑥六間蔵及び二間蔵・⑦酒売場 保護方針図

巻末資料２ 保護方針図

⑥六間蔵及び二間蔵 保存部分

保全部分

整備部分

１６

S=1/180



⑥六間蔵及び二間蔵・⑦酒売場 保護方針図

巻末資料２ 保護方針図

保存部分

保全部分

整備部分

⑦酒売場

１７

S=1/250



巻末資料３ 保存管理計画

保存管理計画 ①奥座敷（明治中期／昭和26頃移築）

１８

部　分

各部分の名称 部　位 保護の基準

基準１ 下見板張 下見板張

基準２ 漆喰塗 漆喰塗

基礎 基準１ 沓石 沓石

基準１ 桟瓦葺 桟瓦葺

基準２ 亜鉛鉄板葺 亜鉛鉄板葺

開口部 基準１ 木製ガラス窓 木製ガラス窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準２ 京壁 京壁

天井 基準１ 化粧軒裏 化粧軒裏

開口部 基準１ 障子 障子

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準２ 京壁 京壁

天井 基準１ 化粧軒裏 化粧軒裏

開口部 基準１ 障子・欄間 障子・欄間

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準２ 畳敷 畳敷

壁 基準２ 京壁 京壁

天井 基準１ 竿縁天井 竿縁天井

開口部 基準１ 襖・障子・欄間 襖・障子・欄間

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床の間 基準１
床柱・床板・天

袋・琵琶棚
床柱・床板・天

袋・琵琶棚

床 基準２ 畳敷 畳敷

壁 基準２ 京壁 京壁

天井 基準１ 竿縁天井 竿縁天井

開口部 基準１ 襖・障子・欄間 襖・障子・欄間

備　考復　元現　状
区　分

①奥座敷外観

六帖間
（保存）

八帖間
（保存）

外部
（保存）

壁

屋根

①奥座敷内部諸室

南縁
（保存）

北縁
（保存）

外観の意匠を変え

ないよう屋根構造

の補強を行う。

畳に炉を切
るなど、活
用に必要な
整備を行

う。



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ①奥座敷（明治中期／昭和26頃移築）外観

【南東より】

桟瓦葺：基準１

木製ガラス窓：基準１

漆喰塗：基準２

亜鉛鉄板葺：基準２

下見板張：基準１

桟瓦葺：基準１

亜鉛鉄板葺：基準２

木製ガラス窓：基準１

漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

【北東より】

１９



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ①奥座敷（明治中期／昭和26頃移築）内観

【六畳の間 南より】

化粧軒裏：基準１

障子：基準１

京壁：基準２

床柱・床板・天袋・
琵琶棚：基準１

竿縁天井：基準１

畳：基準２

【南縁 西より】 【北縁 東より】

【八畳の間 南より】

板張：基準１

化粧軒裏：基準１

板張：基準１

京壁：基準２

京壁：基準２

竿縁天井：基準１

畳：基準２

京壁：基準２

障子：基準１襖：基準１

障子：基準１

障子：基準１

欄間：基準1

欄間：基準1

２０



巻末資料３ 保存管理計画

保存管理計画 ②新座敷（昭和28）

２１

部　分

各部分の名称 部　位 保護の基準

基準１ 下見板張 下見板張

基準２ 漆喰塗 漆喰塗

基礎 基準１ 沓石 沓石

基準１ 桟瓦葺 桟瓦葺

基準２ 亜鉛鉄板葺 亜鉛鉄板葺

開口部 基準１ 木製ガラス窓 木製ガラス窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準２ 京壁 京壁

天井 基準１ 化粧軒裏 化粧軒裏

開口部 基準１ 障子 障子

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準２ 畳敷 畳敷

壁 基準２ 京壁 京壁

天井 基準１ 竿縁天井 竿縁天井

開口部 基準１ 襖・欄間 襖・欄間

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床の間 基準１
床柱・床板・天

袋・琵琶棚
床柱・床板・天

袋・琵琶棚

床 基準２ 畳敷 畳敷

壁 基準２ 京壁 京壁

天井 基準１ 竿縁天井 竿縁天井

開口部 基準１ 障子・欄間 障子・欄間

②新座敷内部諸室

南縁
（保存）

四帖間
（保存）

八帖間
（保存）

②新座敷外観

外部
（保存）

壁

屋根
霧除屋根の
柿葺きを修
理する。

区　分
現　状 復　元 備　考



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ②新座敷（昭和28）外観

【南西より】

桟瓦葺：基準１

開口部：基準１

漆喰塗：基準２

亜鉛鉄板葺：基準２

下見板張：基準１

桟瓦葺：基準１

亜鉛鉄板葺：基準２

開口部：基準１

漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

【北東より】

２２



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ②新座敷（昭和28）内観

【八畳間 北より】

竿縁天井：基準１

京壁：基準２

竿縁天井：基準１

畳：基準２

【三畳間 西より】 【南縁 西より】

化粧軒裏：基準１

板張：基準１

開口部：基準１

京壁：基準２

京壁：基準２
欄間：基準1

畳：基準２

障子：基準１

襖：基準１

板壁：基準１

床柱・床板：基準１

障子：基準１

２３



巻末資料３ 保存管理計画

保存管理計画 ③質蔵及び文庫蔵（弘化５）

部　分

各部分の名称 部　位 保護の基準

基準１ 下見板張 下見板張

基準２ 漆喰塗 漆喰塗

基礎 基準１ ボタモチ石 ボタモチ石

屋根 基準１ 桟瓦葺 桟瓦葺

開口部 基準１ 無双窓・防火扉 無双窓・防火扉

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 小屋組 小屋組

開口部 基準１ 無双窓 無双窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 根太天井 根太天井

開口部 基準１ 防火扉 防火扉

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 小屋組 小屋組

開口部 基準１ 無双窓 無双窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 根太天井 根太天井

開口部 基準１ 防火扉 防火扉

文庫蔵１
階

（保存）

③質蔵および文庫蔵内部諸室

質蔵２階
（保存）

質蔵１階
（保存）

文庫蔵２
階

（保存）

③質蔵および文庫蔵外観

外部
（保存）

壁

質蔵は、屋根瓦
の修理も実施す

る。東面・南面
の雨水処理を行

う。文庫蔵は、
瓦を葺き替え、

南面の雨水処理

を行う。

区　分
現　状 復　元 備　考

２４



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ③質蔵及び文庫蔵（弘化５）外観

【北西より】

桟瓦葺：基準１
漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

桟瓦葺：基準１

漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

【質蔵 南東より】

ボタモチ石：基準１

格子窓：基準１

２５



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ③質蔵及び文庫蔵（弘化５）外観

【２階 南より】

桟瓦葺：基準１
漆喰塗：基準２

漆喰塗：基準２

防火扉：基準１

【文庫蔵１階 東より】 【質蔵１階 西より】

漆喰塗：基準２

防火扉：基準１

格子窓：基準１

２６



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ③質蔵及び文庫蔵（弘化５）内観

【質蔵１階 南より】

小屋組：基準１

【質蔵２階 南東より】

板張：基準１

板壁：基準１

板張：基準１

板壁：基準１

根太天井：基準１

２７



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ③質蔵及び文庫蔵（弘化５）内観

【文庫蔵１階 南より】

小屋組：基準１

【文庫蔵２階 南より】

板張：基準１

板壁：基準１

板張：基準１

板壁：基準１

根太天井：基準１

２８



巻末資料３ 保存管理計画

保存管理計画 ④裏門・台所味噌蔵及び事務所（明治13頃）

部　分

各部分の名称 部　位 保護の基準

基準１ 下見板張・壁板張 下見板張・壁板張

基準２ 漆喰塗 漆喰塗

基礎 基準１ ボタモチ石 ボタモチ石

基準１ 桟瓦葺 桟瓦葺

基準２ 亜鉛鉄板葺 亜鉛鉄板葺

開口部 基準１
無双窓・ガラス

窓・ガラス戸・木
製建具

無双窓・ガラス
窓・ガラス戸・木

製建具

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 小屋組 小屋組

開口部 基準１ 無双窓 無双窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 敷石 敷石

壁 基準２
漆喰塗・砂モルタ

ル塗
漆喰塗・砂モルタ

ル塗

天井 基準１ 根太天井 根太天井

開口部 基準１ 木製建具 木製建具

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準３ 合板張床 合板張床

壁 基準２ 土壁 土壁

天井 基準１ 根太天井 根太天井

開口部 基準１ 無双窓 無双窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 土間 土間

壁 基準２ 土壁 土壁

天井 基準１ 根太天井 根太天井

開口部 基準１ 木戸 木戸

裏門２階
（保存）

裏門１階
（保存）

台所味噌
蔵２階

（保存）

台所味噌
蔵１階

（保存）

立入不可

④裏門・台所味噌蔵および事務所外観

外部
（保存）

壁

瓦を葺き替
える。南面
の雨水処理
を行う。

④裏門・台所味噌蔵および事務所内部諸室

屋根

区　分
現　状 復　元 備　考

２９



巻末資料３ 保存管理計画

保存管理計画 ④裏門・台所味噌蔵及び事務所（明治13頃）

３０

部　分

各部分の名称 部　位 保護の基準

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

基準１ 板張 板張

基準２ 畳敷・モルタル塗床畳敷・モルタル塗床

壁 基準２ 漆喰塗 漆喰塗

天井 基準２ 漆喰塗 漆喰塗

開口部 基準１ 木製ガラス窓・障子木製ガラス窓・障子

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床の間 基準１ 床柱・床板 床柱・床板

床 基準２ 畳敷 畳敷

壁 基準２ 京壁 京壁

天井 基準１ 竿縁天井 竿縁天井

開口部 基準１ 襖・障子 襖・障子

区　分
現　状 復　元 備　考

事務所洋
室

（保存）

事務所和
室

（保存）

床



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ④裏門・台所味噌蔵及び事務所（明治13頃）外観

【北西より】

桟瓦葺：基準１

木製建具：基準１

漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

格子窓：基準１

漆喰塗：基準２

ガラス窓：基準１

【裏門・事務所 南西より】

桟瓦葺：基準１

格子窓：基準１

ボタモチ石：基準１

木製建具：基準1

ガラス戸：基準１

亜鉛鉄板葺：基準２

砂モルタル塗：基準２

敷石：基準１

根太天井：基準１

３１



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ④裏門・台所味噌蔵及び事務所（明治13頃）外観

【事務所 南より】

桟瓦葺：基準１

ガラス戸：基準１

漆喰塗：基準２

漆喰塗：基準２

【台所味噌蔵 南より】

桟瓦葺：基準１

格子窓：基準１

木戸：基準１

壁板張：基準１

亜鉛鉄板葺：基準２

亜鉛鉄板葺：基準２
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巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ④裏門・台所味噌蔵及び事務所（明治13頃）内観

【台所味噌蔵１階 南より】

竿縁天井：基準１

【台所味噌蔵２階 南東より】

合板張床：基準３

漆喰塗：基準２

土間：基準１

漆喰塗：基準２

根太天井：基準１
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巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ④裏門・台所味噌蔵及び事務所（明治13頃）内観

【事務所和室 西より】

【事務所洋室 南より】

漆喰塗：基準２

京壁：基準２

板張：基準１

【事務所洋室 南西より】

木製ガラス窓：基準1

畳：基準２

畳：基準２

障子：基準１

漆喰塗：基準２

竿縁天井：基準１

障子：基準１

床柱・床板：基準１

襖：基準１

畳：基準２

３４

板張：基準１

モルタル塗床：基準２



巻末資料３ 保存管理計画

保存管理計画 ⑤隅蔵（江戸末期）
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部　分

各部分の名称 部　位 保護の基準

基準１ 下見板張 下見板張

基準２ 漆喰塗・荒壁 漆喰塗

基礎 基準１ 切石・ボタモチ石 切石・ボタモチ石

屋根 基準１ 桟瓦葺 桟瓦葺

開口部 基準１ 格子窓・木戸 格子窓・木戸

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 小屋組 小屋組

開口部 基準１ 格子窓・格子引き戸格子窓・格子引き戸

⑤隅蔵内部

内部
（保存）

⑤隅蔵外観

外部
（保存）

壁

区　分
現　状 復　元 備　考

南面外壁を
修理する。



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑤隅蔵（江戸末期）外観

【南西より】

桟瓦葺：基準１

荒壁：基準２
漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

漆喰塗：基準２

【裏門・事務所 南西より】

桟瓦葺：基準１

格子窓：基準１

ボタモチ石：基準１

下見板張：基準１
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巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑤隅蔵（江戸末期）外観

【南東より】

桟瓦葺：基準１

木戸：基準１

漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

荒壁：基準２
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巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑤隅蔵（江戸末期）内観

【東より】

【南西より】

板張：基準１

小屋組：基準１

板壁：基準１

板張：基準１

小屋組：基準１

板壁：基準１

格子窓：基準１

格子引戸：基準１
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巻末資料３ 保存管理計画

保存管理計画 ⑥六間蔵及び二間蔵（明治13頃）
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部　分

各部分の名称 部　位 保護の基準

基準１ 下見板張 下見板張

基準２ 漆喰塗・中塗り 漆喰塗

基礎 基準１ 切石・ボタモチ石 切石・ボタモチ石

屋根 基準１ 桟瓦葺 桟瓦葺
下屋の瓦を葺き替

える。

開口部 基準１
格子窓・漆喰塗

窓・漆喰扉
格子窓・漆喰塗

窓・漆喰扉

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 小屋組 小屋組

開口部 基準１ 格子窓 格子窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 小屋組・根太天井 小屋組・根太天井

開口部 基準１ 格子窓 格子窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準１ 板壁 板壁

天井 基準１ 小屋組 小屋組

六間蔵
（保存）

二間蔵１
階

（保存）

二間蔵２
階

（保存）

⑥六間蔵および二間蔵外観

外部
（保存）

壁（水切り）

⑥六間蔵および二間蔵内部

区　分
現　状 復　元 備　考

東側の水切りと
北側の壁の仕上
げを行う。



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑥六間蔵及び二間蔵（明治13頃）外観

【南西より】

桟瓦葺：基準１

中塗り：基準２

漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

漆喰塗：基準２

【北東より】

漆喰塗窓：基準１

ボタモチ石：基準１
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巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑥六間蔵及び二間蔵（明治13頃）外観

【北東より】

桟瓦葺：基準１

漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

格子窓：基準１

漆喰扉：基準２
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巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑥六間蔵及び二間蔵（明治13頃）内観

【二間蔵１階 北東より】

【六間蔵 北より】

板張：基準１

小屋組：基準１

板壁：基準１

板張：基準１

小屋組：基準１

板壁：基準１

漆喰塗窓：基準１

【二間蔵１階 東より】

板壁：基準１

板張：基準１

根太天井：基準１
漆喰塗窓：基準１

４２



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑥六間蔵及び二間蔵（明治13頃）内観

【六間蔵２階 北より】

板張：基準１

小屋組：基準１

板壁：基準１

漆喰塗窓：基準１
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巻末資料３ 保存管理計画

保存管理計画 ⑦酒売場（明治中期）
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部　分

各部分の名称 部　位 保護の基準

基準１ 下見板張 下見板張

基準２ 漆喰塗 漆喰塗

基礎 基準１ 切石・ボタモチ石 切石・ボタモチ石

基準１ 桟瓦葺 桟瓦葺

基準２ 亜鉛鉄板葺 亜鉛鉄板葺

基準１ 格子窓 格子窓

基準３
ガラス戸・ガラス

窓
ガラス戸・ガラス

窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ モルタル塗床 モルタル塗床

基準１ 板壁 板壁

基準２ 土壁 土壁

天井 基準１ 小屋組・根太天井 小屋組・根太天井

基準１ 格子窓 格子窓

基準３ ガラス窓 ガラス窓

構造材（柱・貫等） 基準１ 素木 素木

床 基準１ 板張 板張

壁 基準２ 土壁 土壁

天井 基準１ 小屋組 小屋組

開口部 基準１ 格子窓 格子窓

⑦酒売場内部

屋根

壁

内部２階
（保存）

活用計画に
応じた整備
工事を行
う。

区　分
現　状 復　元 備　考

⑦酒売場外観

壁

外部
（保存）

開口部

内部１階
（整備）

開口部



巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑦酒売場（明治中期）外観

【南西より】

桟瓦葺：基準１

漆喰塗：基準２

下見板張：基準１

漆喰塗：基準２

【南東より】

格子窓：基準１

切石・ボタモチ石：基準１

ガラス戸：基準３

桟瓦葺：基準１

ガラス戸：基準３
ガラス窓：基準３

下見板張：基準１

亜鉛鉄板葺：基準２
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巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑦酒売場（明治中期）内観

【１階 南より】

【１階 北東より】

モルタル塗床：基準２

階段：基準１

小屋組：基準１

格子窓：基準１

モルタル塗床：基準２

根太天井：基準１

土壁：基準２

土壁：基準２

板壁：基準１

ガラス窓：基準１
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巻末資料３ 保存管理計画

旧山田家住宅 ⑦酒売場（明治中期）内観

【２階 北東より】

【２階 南東より】

小屋組：基準１

格子窓：基準１

土壁：基準２

土壁：基準２

小屋組：基準１

板張：基準１

板張：基準１
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