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集落再生に向けての家屋等の記録と発信ツールの検討
一中越地震による被災集落「法末」を通して一
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対象とした法末集落は、中山間地という地理的条件に、豪雪が加わり、さらに2004年、2007年に震災に遭った。高齢化率が66.4%、
集落の担い手不足は深刻で、約20年前から各種対策を講じている。

震災復興に際し我々は、建築や景観資源が豊かであることに着目し、それらを学術的に位置づけ、発信する方法を検討した。

その結果、法末の民家は江戸末期から明治期までのものが大半を占め、積雪のための補強や、冬季の採光の確保、降雪・積雪時

の出入りへの配慮など、雪に対する知恵が集積していた。

また試みた魅力の視覚化は映像資料や模型等で行い、遠方の第三者が評価することで集落の人々は自身の持つ魅力を捉え直す機

会となり、集落内側に効果があった。

キーワード:中山間地,震災,定住,雪対策,景観
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1.はじめに
1.1背景と目的

本研究で対象とする新潟県長岡市法末集落は、棚田と

伝統的な屋敷からなる美しい集落である。長岡市の内陸

部、柏崎市の東方の山間部に位置し(図1)、冬季の積

雪が多い特別豪雪地帯に属す。他の中山間地がそうであ

るように過疎化・高齢化が進行し、それに対して集落活

性化を模索していた。そんななか中越地震が起こった。

自身の家屋や田畑の再建の傍ら、棚田体験ツアーを規模

を縮小して実施するなど、集落活性化の取り組みは今な

お継続している。

本研究は調査研究と同時に、法末集落の震災復興の一

助となることを視野に入れている。法末集落の家屋の実

地調査によって建築年代や形態、増改築の履歴をおさえ、

その上で典型例を抽出し、伝統的な家屋の構造や改修実

態を明らかにし、民家史に位置づける。また棟梁や大工、

左官などヘヒアリングを行い建物の生産システムの時代

的変遷も合わせて検討する。このように集落内の建築的

資源を掘り起こして考察整理し、可視化する。

1.2調査概要

2005年にNPO日本都市計画家協会を中心に中越震災

復興プランニングエイドが設立された1)。現在メンバー

は18名、集落センターを拠点として毎週末にメンバー一

が複数人で出向き、住民との交流や諸提案、集落活動へ

図1法末の位置
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の参加等の活動を行っている。2006年6月からは、集

落の総合的な未来に向けた再生計画である「いつまでも

住み続けられる法末地区」を、たっしゃら会という住民

組織の中に入って協議し、策定した。

そのなかで当調査メンバーは月に1～2回、法末へ

赴き調査・活動を行った。観察調査や聞き取り調査は

2005年12月から2007年10月までの間随時実施した。

一定量の聞き取り調査は適宜アポイントを取り、13件

に対して行った(表1)。詳細な実測調査は2007年6月

に、また被災およびその復旧に対するアンケート調査は

2007年7～8月に実施し、転出した世帯も含め54戸に

配布、38戸(回収率70%)の回答を得た。回収した世帯

に対し、8月に聞き取りによる補足、および柱の傾きの

計測や基礎・土台の調査等を行った。

2.法末地区の変遷
2.1人口の推移

1960年には577名103世帯を数えたが、平成17年に

は113名となった。若年層の転出が著しく、平成17年

度の人口分布を見ると50歳以上が大半を占め、高齢者

率は66.4%、集落生活・集落維持が困難な状況になりつ

つある(図2)。

震災前後で世帯数は54世帯から43世帯となり、8割

が帰村、残りの2割は公営住宅や長岡市内へ転居し、帰

村率は高いが震災も世帯・人口減の一因となっている。

2.2法末集落の帰属の変遷

法末は小国町史によると500年近くの歴史があり、16

代続いていると言われている(表2)。それ以前の記述は、
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図2法末の人口推移と現在の人ロピラミッド

近傍の小国沢集落との山争いの古文書が知られ、また縄

文期といわれる長者池遺跡があるが、詳細は不詳である。

明治11年の「皇国地誌越後国刈羽郡法末村」(以降「地

誌」と略す)の記述によれば、往時は不詳であるが、法

末地区は天正年間(16世紀末)の上杉景勝の領地以来、

慶長3年(1598年)堀氏、慶長15年(1610年)松平氏、

元和元年(1615年)幕府直轄、享保9年(1725年)牧

野氏(長岡藩)、宝暦10年(1760年)榊原氏(高田藩)、

宝暦…13年(1763年)幕府直轄、天明8年(1788年)榊

原氏、寛政元年(1789年)幕府直轄、寛政12年(1800年)

松平氏、(桑名藩柏崎陣屋)、文久2年(1862年)牧野氏(長

岡藩)と、1868年の明治維新に至るまで、諸大名や直

轄領を変遷してきている。

明治維新後は明治2年(1869年)に柏崎県小千谷市民

生局、明治3年越後府、明治4年柏崎県を経て明治6年

(1873年)に新潟県に属した。

明治22年(1889年)市町村制が施行され9ヵ村誕生

し刈羽郡法末村、昭和31年(1956年)に合併により小

国町、平成17年(2005年)4月1日に合併により長岡

市の一部となって現在に至っている。

この系譜は、法末地区の微妙な位置づけをよく示して

おり、現在では上越(高田)との関連は少ないが、柏崎

市とは警察管轄が同じであり、小千谷市は生活圏でもあ

り医療圏でもある。長岡市とは唯一の近傍公共交通機関

であるバスルートが旧小国町と長岡市街を結ぶ。

また、本調査等のヒアリングでは、小千谷市、長岡市(旧

小国町および市街地)、柏崎市に住む子供たちは、「近く

にいる」という意識であった。ちなみに県内以外では関

東に住んでいる子供が多く、行事の折には戻ったり、雪

下ろしを手伝ったりして父母を助けている。

2.3戦前の生業や教育の状況

明治期の法末村の姿を地誌の記述から拾い上げると、

新潟県庁より南方25里30町にあり、地勢は山、渓谷で、

愛宕山、竹葉山及び桜木山等の嶺から西北に流れる山地

の中央に村落があり、その西北は少し低くなり、耕地は

全てこの渓問にある。これを育てるに渓水、或いは雨水

を持って灌概した。そのため、時々、旱魎の心配があっ

た。陸の運搬は特に不便であり、薪炭は他に売れず、魚

や鳥も不足した。地味は悪く、稲、漆、疏菜を植える以

外に他のものを播植しないとある。

また、明治8年・9年の状況は、

・土地利用(明治8年):田:40町2反畑:27町4反

宅地:2町6反

・人口等(明治9年):戸数:89戸、雑i社:2戸、堂:1宇、

人数365人(男154人、女220人)

・学校(明治9年):公立第四中学区第17番小学校付属

法末校、生徒:男30人、女0人、教員1人

・民業(明治9年):男は農間に製紙或は工を業とするも

のあり。女は農を補助し縮を織って業とした。

・物産(明治8年):白紙:211束(88円62銭)、縮布:

120反(240円)

で、田畑の面積は現在とあまり変わず、和紙、縮の現

一268一 住宅総合研究財団研究論文集No.34,2007年版



表1聞き取り調査一覧

   ブロフィール家のこと集落のこと/雪や水のこと/お祭り・行事など/その他
   Aさん(85歳・男)・2005年長岡ニュータウンに戸建住宅(24坪)を新築。次男か近・この10年で、伝末の気候が変わったと巴う。地震で水脈が変わったのではないか。雪は多いと
   ・妻と2人所に住む。きには一晩に1メートルは積もる、除雪のことを考えると、高齢になって住み続けるのは難しい。
   ・仕噛なし(元役場勤務)・2007年9月法末の家を手放す。・曹洞宗の檀家ながら、含仏を唱える。各家に数冊ずつ「魁常倉仏写」というものがある。

   ・伝末の家は、築約130年。まご爺さん(曽祖父)が建設。・秋事(収穫祭/11月の終わり頃)米の収穫が終わって各家庭でご馳走をっくり、世話になっ
   た人にふるまう。今、行なわれていない。
   ・神楽愛宕神仕ての神楽の奉納か行なわれなくなって20年以上経つ。
   ・人が集まる時やお題の塩など、大神曝子が唄われた。ひとり唄えるか後継者がない。
   ・盆踊りかつては8月13日～16日の4晩続けて盆踊りか行なわれた。
   ・厄年のお祝女33歳、男49歳の厄年には、ご馳走を作って人を招く。40年くらい前に泊滅。

   Bさん(78歳・男)・被災し2/3が壊れた。判定全壊。・昔は正年に何軒も屋根を葺き替える仕要があった。大体15年くらいで葺き替える。
   妻と2人・小国町にある県の公営住宅に入居。・Fさんの家の茅葺が集落では最後に手がけたものである。法末の家はほとんど手がけた。
   ・茅葺職人・ここでは、萱の葉をしごいて落とし、茎だけを使う。葉を使っと5一迅年、茎だけだと20年はもつ。

   ・昭和50年くらいから萱を縫り糸はナイロン製になった。
   ・11月に萱を刈り、亀の下に保存する。それを春に出してきて、Tし、春から夏にかけて葺く。

   Cさん(80歳男)・曲がりや、ぜかいつくり第一号の家に住む,祖父の代て建設し・50-60年前までは、集落の主要産業は「縮」と「紙」だった。養蚕や麻はためになった。
   ・長女と住む。たとして築150年。・中越地震後もなんとか踏みとどまれたのは、山道などをしっかりつくってあったから。
   ・仕事はなし(農協を経て・ここで生まれた。・やまびこが交流施設になってから10年くらい会計を担当した。
   森林組合勤務)・敷地面積は集落で一番広いのではないか。・遠くまで雪道を学校へ通りことによって、足腰が鍛錬され、法末はスキー技術に優れていた。
   ・兄弟男3人、女3人。(男・庭先の植木はそれぞれ家族の記念行事に植えたものが多い。自分はそれを支えたと自負している。スキーにまつわる思い出は多い。6キロの道を学校へ通う
   1人と女性全員が健在。のは大変だった。やぶこぎをして道を開きつつ帰ったりした。吹暫のときなど男子が先頭に立っ
   ・自、子は小千谷に住む。べきところを、活発な女の子が先頭になって帰ったこともあった。

   ・戦死した兄と同様、自分もカメラが趣味である.兄と父はカメラや骨董にお金をっぎ込んた。
   ・兄の弔慰金て父は九谷焼の観音俊を買った。

   Dさん(71歳・男)・集落中て最も古い家と言われ、20σ一300年を経ていろ。・町の駄員だったので、よく巡回したが、法末集落のように昔の形式の家が残っているところは
   小千谷との二重居住。妻・火災にあったこともなく、初期の形がそのまま残っている。少ない。これを逆手にとってなにかしたい。
   と住む。・西側は30年前に増築。365日向山の夕陽か家の東端まて差し・高齢化4-70%といっのは復興にあたっての大きな壁である.集落の組織が崩壊し始めている。
   ・仕事なし、元小国町職込む家たったので、いっか増築分を取り払いたい。法末の人間は物事を変えることに臆病である。ひとりがやるだけでなく、みんなでやらないといけ
   員。書道教師の経験有。・いろりは北側にあった.南にいろりを移そうと思っている。ない。共同作業が苦手である。
   ・母(92歳)は長岡の施設。・中座敷ては養蚕もやっていた。奥座敷と控えの間とのあいだに・18軒の空家はなんとか利用したい。
   ・子どもは女2人。(県内)仏墳があった。母は擾室に使っていた。この上たけ2階になって・神楽は、角沼で覚えて始まったと言われる。刈羽、中角沼、北負沼の境にあるので、魚沼のx
   ・祖父、両覗、兄弟5人の8いた。苔は子とも部屋などなかった。化が人っている。昭和50年ごろ、神楽を復活させようと県民会館で発表した。するとあち二ちか
   人家族の長男。・縦井戸を掘ったり湧氷を引いたりしてきた。地震て出なくなった。ら声かかかり、演者10人、裏方10人、総勢20人で各地を興行した。小千谷で三味線を習った。
   Eさん(7雪歳・男)・祖父の代から法末に住み始める。・集落の家はかなりの数を手かけた。
   妻と2人、大工(19歳か・材木は小千谷からft入れる。もともとは自分の家の山の木を使・地農の鼓災後、仮設住宅に入らず、巳子と修復に奔走。集落に移住した人が手伝った。昨年
   ら)。法末の大工としては初った。いまではそれは高くつく。は予かたりず、新潟からも人を呼んだ。
   代。長男は小千谷で丁務・目分が大:rを始めるまては、'1・千谷市真人から大工が来て、魅・集落には終戦のとき、qg戸あった。自分か家を建てたとき、100軒日だった。
   店、兄弟は5人(農業など)請を手がけた.・集落にきたとき、中門に芸かかかった家がいくつかはあった。
   Fさん(88歳・男)・小丁谷の真人から大」が来て建てた。芹久保、若栃で一番の・級災3周年、復興祈念行事を家でやったのはよかった。これからも使ってほしい。
   現在1人(妻・巳子他界)大木を伐採したという(曽祖父び)話)。・家を造る材木は、冬、運搬専門のそりで当の中を運んた。
   農業(承の中にある乾繰場菅葺に2二年8月トタンをかけた。雲Fうしの負担軽滅のため。・同級生などを招いていっしょに、池の鯉を鯉こくや洗いにして酒を飲むのが楽しい。
   を別棟にする予定)・家を造るときは村中て手伝ったという。造る何年も前から使う予・旅行とケートホールも趣味,
   長男は小千谷に住む。定の材木を伐採して干しておいた。
   Gさん(77歳・男)・1815年建設との普晶帳有。くずやは時々葺き替えたか、小屋更・隻0年前、当時5～6人の村の人に集まってもらい、東側の増築部分を、冬だけ織物工場として
   妻と2人には棟札はない。東側の4間×2聞は、40年前機織工場として作使った。夏は農業をするので使わなかった。
   織物「現を10年ほと謹った。南側の3問×4間は、マヤで、東を増築した2、3年あと。そ・自分の妻は、最初のこどもは実家へ綿って生んた。2番目は、自宅でということだったので、産
   呂。議物の時代でなくなっの頃は山の木を尤れば、その増築のお全は出せた。自分の山の姿をさかしたが、ちょっど舵れた頃で、頼みに行ったがだめて結局自分でとりあけた(父の本や
   たのて、やめる、一訴大きな松を伐った。昭和25年頃のことて、すへて木挽きてや道具)。
   子ども3人(女2人と男1った。1木板は幅lm、厚さ1マ124畳と20畳に床板を張って、あま{丙院に行かたいとイともが生めないのはおかしい。野良仕事中に一人で生んだ人もいる。
   人)。りは売った、この作業は父、愛宕さまから少し行ったと二ろの山の・丑松洞門が作られたのは明冶.鍛冶屋がいないとっるはしなとを研ぐ作業ができないから。
   父は獣μ。番上に立っていた木を切ったら、重さて下まで落ちた。芹久保・蔵は雷下ろしが大変で、壊した。東側のものを2階に移し、蔵の中のものを東側に移した。
   兄弟11人の5番目としてから娼に来た木挽き棟梁が家へ持ってきて毎日ここで挽いた。・昭和63年頃トタンに鳶き替えた、当で菅か抜け、毎年修理するのが人変だったからである。
   些支礼る.次男、=男はみ・当時は柿渋を塗装に使い、毎日雑lljかけをして磨いた。子ども・上蔵は昭和40年に壊した。家より小さいのて、雪て埋まってしまうので。
   な木挽きたった。たτ)は雑甲かけ専門たった。・屋根から落ちた乙を始末するのがとても大変になり、除亀機を買った。除雪機は当時集落で一

   ・家に1㍉や牛の蹄鉄を打つ鍛祐場というところがあった。番高かった(230万)。
   ・うまやは、円や牛を飼わなくなってから脱穀なとの作業に使っ・萱葺職人は、今、集落には一人いるが、手伝いがいない。昔は小千谷から4人くらいの手伝い
   7こ。トイレは外だった。3階建にしたとき中に入れた。があった。
   今年3月、屋根を全面的に至1き替え(風でめくれたので。)

   Hさん(67歳・男)家の築年は不明たが、築130年位てはかいか。・地震のとき、近所の人と蒙まって、15,6人で小屋の中で寝た。26日に遅難所へ移動。その日
   仕事なし(元小学校教師)外便所を中、と造り替えた。お励手は、子ともが嫁を迎える前にの朝、心配した孫が東京からきてくれた。電話も使えず、孫がメイルて連絡が取れた。

   直した。外側に出ていたものを北側の縁側だった場所に移した。・家の水け並まらなかったが、大請水かとても濁った。
   風呂も同時に新しくした。・家の回りの地面にひびが入った。日中、することかなくて、そのひひを埋めて過ごした。
   ・いろりは二つとも閉じていろ。石曲ストーブか人って、新をとりに・劫めに出ていた父ほf土事を休んで雪かきをしていたことがある。祖母は雪下ろしのため、何回
   行かなくなって閉したか屋根から凄ちたことかあるそった。朝は交代て告ふみをした。
   犀根をトタンに変えたのは20年前である。・昭和49年頃、スクールバスが始まった.保育園のハスたった。婦人部が交渉した.陳精には何
   ・居間の入井にボートを張った。明るくてよい遍も通った当時中学生は自転車通学たった、

   1さん(ガ勘男)'昭和4、5年の建物(築75年程反か).・別の場所にあった作業所は、地法てだめになった。地震の翌年こわした,
   農業・昭和62年6月10日に引っ越した(田んぼつきて70万円),・融ムには上の池のあまり水を利用

   ・平成7年、屋根を瓦から落ド式へ。工「i・費500力円を超すが便
   刊.集落て最も早かった.
   ・トイレは以前は外。引っ越してから家の中に造った。流しは前の
   象から。雁木のサノノは引っ越した翌年替えた。

   Jさん(歳・男)・昭和41年8月建設。瓦葺。・仮設蓉らしを1年半続けた。2004年の11月にみんなで入った。設備が良かった。ほとんど毎
   ・10年前に落F式屋根に改造。口、法末へ通った。Lのときは、朝、家に入れないこともあった.
   ・セカイ作りなので、屋恨面積が大さい,・昔は家が体育館のようたった。一日がかりの雪下ろしは難儀たった。馬喧嘩もあった。回り持ち
   ・囲炉裏かあった。地震のあと閉した。で、朝5時頃から集,客の下までカ/ノキで滋を造った。男は出稼ぎなので、嫁と年寄りの仕葬。
   ・地辰ては風呂か竣孔た。全壊判定だった。・「アサトリ」集落の人みんなに手伝ってもらい、耕運械をトレーラーとして木材を運んた。・アサ

   トリをしたのは、この家が最後ではないか。棟上(もちまき)をした。お菓子、お金などを紙にくる
   んで茱いた。集落の人が持って帰る,大工さんは3人くらいきた。棟梁と手元てある。

   Kさん(歳・男)・江戸後期の建設。昭和15年に、築100年と即いた。・やまひこと家をつなぐ道路は昭禰33年、先代のときに切り拓いた。
   妻と2人改造は随時。中門の上は子とも部屋に。子ともか出てしまってか・過屋斜よ、お全の問題である。現金収入がないから。とめら肌ない。子どもの教育などにどうして
   農業(12月は出稼ぎ、某京らは空き部屋もお金がかかる,自分は先祖が拓いた田んぼがあるからここを雌れられない。
   の典子舗)・屋根をトタンにしたのは、しわくろうさん.前は茜場があった。・山の水て紐雷している。
   子供は男2人・雁木は冬は閉し、夏は開方夕.・天神廉子の唄い手として集落でただひとり。誰かか受け維いでくれないかと巴っている,よそか

   ・中門を工事して屋根を入母屋にしたのは、Eさんら来た客に教えることもあり、そうすると、蒙落の人が刺激されて後継客が出るのではないかと期
   ・台所、トイレは10年近く前、ガス、水道は20年位前に工事し、そ待している。
   れ以後薪を使わなくなった。

   Lさん(69歳・女)・実家は、道路拡幅のため、小千谷に移転。・やまひこの調理は初めは中学校の栄養士に、多人叙向けの調理方法や分量なとを教わった。
   夫と夫の母と3人・現存の住まいは、昭和11年ごろ建設(所築)と聞く。そのときに・半伍くらいしてから人人向けの山菜料理などを出すようになった。慣れてくるとお客さんの要望
   農.よと平成2年からやまぴ集蓄から手伝いが集まり、その中に自分の父もいた。があれば8000円穆度の和食を出す二ともあった。
   こ勤務。・当番になると、経費を考慮しながらノニューを考え、3日位前から家で下調理し、当日使う。
   ・昭和32年に結婚己了とも・夫が東京て調理師をしていたので、糾理や盛り付けについてアイディアを出したりする。
   3人。いず几も関東・食材は地元のものが中心。動物材たんはく質は、小千谷で買う。
   Mさん(歳男〕・祖父は父が12,3歳のときに亡くなり、詳細がわからない,・浄化槽は、集落のみんなでいっていに買えた。小国町の補助金が出た。
   去(昭茉P12年結ク昏)と2人・中門て山羊を飼っていたか、哲対笑で中門をもいだ。・平成18年は女雪だったが、,れまではいつもそのくらい降ったと層う。
   (夫妻は中学校の同級生)・昭和42年ごろ、くずやに鉄板をかけた。工'封よBさんかした、56・原発がメ、て、海水の温度が上かり、ムがたくさん降るといわれたが、逆に墨は少なくなった。
   父を震災の年に亡くす回ヘンキ6'りをしていた。昨イ1、小国沢の阿部建、没て、屋根全体・被く1く後の2年は大`だった。
   農まにアクンをかけた160万円かかった。二れで30生1は持つ。

   峰を迎えろため、家の東北隅に2階をつくった,結婚して5年く
   らいして曲かり家をもいたと田う,
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金収入が多かったことがわかる。

法末小学校閉校記念誌文Dによれば、法末小学校が公

立十七番小学校太郎丸校附属法末校として設立されたの

は、教員への給与と思われる記録等の断片からは明治7

年(1874年)まで遡れる可能性が高いとされている。当初、

観音堂を校舎として使用し、明治33年に初めて法末村

立の小学校が建築された。

産業および生活全般については、徐々に近代化の歩み

が始まり、小国を単位とした公共施設の整備と平行して

法末地区でも徐々に道路等の公共施設、生活利便施設が

整備された。この間、1945年まで旧小国町の人口は増

加し続け、小学校の児童数は112名で、戦争直後と合わ

せ集落のピークを示した。

2.4戦後の近代化のなかの過疎化

戦後昭和20年(1945年)には農地改革、1949年には

法末部落幹線道路が起工された。1950年頃から、日本

経済の高度成長期とともに旧小国町でも人口の減少が

始まり1960年から75年まで5年で10%以上の減少が続

き以後も5%台の減少が続く。山間地である法末地区で

は1970年以降、2000年まで5年間20%弱の率で減少を

続けた。児童数も昭和35年の107名から次第に減少し、

昭和45年に鉄骨造の耐雪校舎新築を行ったが、昭和63

年(1988年)3月に閉校に至った。

主要農産物である棚田による米作りが、一般的な近代

化の路線に乗り得ず、担い手を育成することができな

かった。また農業以外の産業も「昔はどこの家でも和紙

を統いており、玄関口にカンスキヤがあった」)、「50

～60年前までは、集落の主要産業はっむぎと和紙だっ

たが、養蚕や麻は今すっかりだめになった」、「40年前

頃に織物工場として増築した建物で人を使っていたが、

10年程度でやめた」と、織物は農閑期の副職の域を超

えず、新しい産業育成をできないまま推移した。

集落の構成員の減少に伴い、公的なサービスも縮退し

ていく。集落では「保育園のスクールバスを集落まで送

迎してもらうのに苦労した」と言う(表LH)。毎冬の

除雪対策も、道路の機械除雪を行う保安要員を集落内で

確保する必要が生じ、冬季2名が保安要員として主要道

の除雪を行っている。雪の活用は、かつては曳き屋や材

木の切り出し、スキー通学などがあったが現代は失われ

ており、トリボイラなどの遊びや食物の保存などに限ら

れている。

表2法末の変遷年表

   時代・年代主要事項人口
   縄文後期長者池遺跡
   16世紀初頭小国沢集落の地頭新保より、法末の高野との山争いに関する文書あり

   天正年間(16世紀末)法末村成立と見られる。上杉景勝領。(伝承では大橋氏が移住)
   慶長3年(1598年)堀秀治
   慶長15年(1610年)松平忠輝、忠昌、光長
   元和元年(1615年)幕府直轄

   元和元年(1615年)大橋毅家の過去帳によれば、三代目大橋佐兵衛が没(この人物が新築を行ったとの記述あり(ただし現屋敷とは異なる可能性もあり)
   天和年間(1680年頃)(絵地図が現存)約30戸
   享保9年(1725年)牧野氏(長岡藩)
   宝暦10年(1760年)榊原氏(高田藩)
   宝暦13年(1763年)幕府直轄、
   天明8年(1788年)榊原
   寛政元年(1789年)幕府直轄、
   寛政12年(1800年)松平氏(桑名藩柏崎陣屋)
   文久2年(1862年)牧野氏(長岡藩)
   明治2年(1869年)柏崎県小千谷市民生局
   明治3年(1870年)越後府(刈羽郡法末村)
   明治4年(1871年)柏崎県
   明治6年(1873年)新潟県
   明治9年(1876年)この頃太郎丸小学校附属法末校設立365
   明治13年(1880年)451
   明治33年(1900年)法末村立小学校校舎竣工
   明治34年(1901年)11月4村合併により上小国村となる
   昭和20年(1945年)法末小学校児童数最高112名
   昭和31年(1956年)9月上小国町と合併し小国町となる
   昭和33年(1958年)除雪ブルドーザ第1号購入
   昭和35年(1960年)人ロピーク、戸数101戸577
   昭和55年(1980年)284
   昭和62年(1987年)法末小学校閉校/戸数62戸
   平成4年(1992年)グリーンリース開始、自然の家やまびこ開設
   平成12年(2000年)123

   平成16年(2004年)10月23日17:56中越大地震により全戸避難を余儀iなくされる全壊16、大規模半壊9、半壊18、一部損壊9/総戸数52戸119
   平成17年(2005年)4月合併し長岡市となる
   平成19年(2007年)10月43戸が帰村

参考:皇国地誌越後国刈羽郡法末村、法末小学校閉校記念誌、天和年間絵地図など
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小国町では全町的な過疎化に対応するため、農村活性

化策としていくっかの事業を行った。1970年台末から

姉妹都市交流事業を始め、1989年には東京都武蔵野市

との多様な内容を持っ交流が開始された。法末では、閉

校した法末小学校の建物を改築して、1990年5月に集

団教育活動施設「法末自然の家やまびこ」が開設され

た。これらの交流事業の流れは1992年から始まる特定

農地貸付事業(グリーンリース事業)等の交流型農業振

興策の契機となり、べ一スとなっている。当事業は、米

の有利な販売と同時に都市・農村の交流を目指し、借り

手が定期的に現地を訪問・滞在して農業体験を行い、貸

し手農家のみならず集落農民と交わることを期待してい

る。1995年からは小国・武蔵野両地域の小学校間での

交流も始まり、伝統工芸や棚田作業をベースとした体験

学習が進められている。

2.5中越地震とその後

新潟県中越地震は、気象庁発表のデータによると、

2004年10月23日午後5時56分に北魚沼郡川口町を震

源として発生した。マグニチュード6.8、川口町では最

大震度の震度7を観測した。震度6前後の余震が多発し、

法末集落も大きな被害を受けた。法末の被災状況は全

壊16戸、大規模半壊9戸、半壊22戸であった(図3)。

被災により、5戸の茅葺き民家が倒壊・解体され、4世

帯が離村した。2007年の中越沖地震でも震度5弱を記

録し、土壁の崩落等の被害が出た。

中越地震では集落への道が陥落して孤立化し、被災後、

避難勧告が出され、仮設住宅への居住を余儀なくされ

た。全住民が小国町七日町(法末より約9km)の仮設住

宅に避難し、農地のある法末と仮設住宅を往復する生活

が強いられた(表1_J他)。避難勧告が解けた2005年7

月22日以降、住民は次第に集落に戻り、震災前の54戸

のうち43戸が帰村を果たした。

○

家屋の修繕については、復旧事業に係る大規模なもの

(ともあれ住めるようにする対策)は対応が進められた

が、従来の被災者生活再建支援制度)では住宅再建の

仕組みが壊れた家屋は解体して建て直すことが前提と

なっていたため、改修が進んでいない。また、復旧の対

象にはならない小規模修理や家具や建具などの修理が

残ったままの家も多い。更に、資金不足で修理が不十分

な家もあり、法末集落の大半を占める高齢者にとっては

後継者の帰村の見込みのないなか新たに借金をして家を

直すということはありえず、結果として修繕は道半ばに

とどまらざるを得ない。

家屋の他、神社や「法末自然の家やまびこ」も被災

した。やまびこは2005年12月17目にリニューアルさ

れて再開された。このことは集落の人を元気付け、集落

再生のシンボルとなっている。

道路復旧事業は終了し、農地・水路も復旧申請を行っ

た部分の復旧は、ほぼ終了した。しかし、地割れなどの

危険箇所が一部残っているほか、震災を機に稲作をやめ

た所もあり、遊休農地の雑草繁茂などによる景観等の弊

害も指摘されている。

毎年行われている小正月の斉の神、道普請、愛宕様参り、

盆踊り、二年参りなどの集落の行事も次第に復活してい

る。しかし従来通りにいかないものが多い。特に伝統的

な神楽の舞い手や三階節の歌い手などは後継者の育成が

大きな課題となっている。
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2.6被災修復の具体的状況

アンケート調査で木造住宅の耐震診断上の「伝統的構

法」区分で、柱径140mm以上の柱を持つか(木造住宅

の耐震診断法)、基礎形状を調査した。その結果、柱径

140mm以上の家が23戸、玉石基礎が23戸であった。

法末の中越地震被害は、地滑りによる倒壊など地盤被

害もあった。法末は農業を生業とするため、農作業場と

して前庭を確保し、母屋は屋敷の端に寄せて建てられ、

屋敷の端は雪捨ての関係から崖地であることが多い。地

震時に崖が屋敷林ごとすべり、地盤に亀裂や傾きが生じ、

母屋や土蔵に影響した家も多い。元来の基礎は玉石基礎

で緊結されておらず、柱脚が玉石基礎から外れたもの(2

軒確認)、軸組柱が折れた家(1軒確認)も出た。地震

時には、地盤とともに玉石が移動するためずれる可能性

図3法末の被災状況(罹災証明より) 写真1基礎部分
玉石と柱脚の間に切石が挟んである基礎もあった
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が高い。さらに調査すると玉石基礎と柱の間に切り石が

挟み込まれた基礎があり(写真1)、柱脚に挟まれた切

り石は横揺れに弱く、今後の耐震性向上には改修が必要

である。なお法末では玉石基礎をイシバ石、切り石をコ

マ石またクツ石という記録がある4)。

全壊、大規模半壊住家の大半が、生活のための配管の

復旧等一時しのぎの補修をし、そのまま住んでいる。傾

斜のある構造体に沿って撲上の戸当たり部材で塞ぎ、骨

組み(構造体)の建て起こし等はしていない(写真2)。
特に、被災後も住み続けている建物の安全性について

の検証であるが、アンケート調査によると全面補修をし

たとの回答が6軒あるが、「補修」の捉え方に疑問があ

り、構造的補修がされたと見なすことのできる家は2軒
ほどである。大規模半壊と全壊が25戸を占め、中越地

震の被災時、倒壊には至らなかったが柱が折れた家、柱

脚が基礎から外れた家が2軒あり、それらを含む5軒が

解体された。このような被害が出ている集落でありなが

ら、大半の住家で建て起こし等の構造補修がされていな

い実態が、懸念される。

3.法末の家屋

法末集落は中門に茅を葺いた家屋が数多く残る(図4)。
しかし中門部分は戦後に付いたもので、1950年頃まで

は曲がり家が主流であったという。曲がり家は二階が取

りにくく、採光が確保しにくいため、コバ葺きの中門を

付け、二階建てにしたという5)。コバは杉が主流で、頻
繁に葺き替えが必要なため、屋敷林に杉が多い一因に

なっている。中門は前面だけでなく、後中門という裏手
の中門もあり、一階はほとんどが台所で、二階部分を若

夫婦の寝室にしていた家もあったという6)。

一方で母屋部分は、大正時代のものが最後の茅葺き屋

根であったということから、現在茅葺き屋根の20軒に、
屋根を改修した家を加えると大半が明治期の建設である

ことが推測される。古いものは江戸時代に遡り、古文書
の残る家の資料を見ると、G邸は文化9年(1815)の普

請帳が残り、その内容は、材木の調達(贈答)から、か
かった人足の名寄せ、数量が記され、その関係は周辺小

千谷にまで及んでいる様子が見える(写真3)。

母屋の伝統的構法による上部構造は、扱首丸太を組上

げ、茅葺きの小屋組を持ち、屋根の荷重を支える。下部
構造は、軸組構造の上家柱と差鴨居、地棟、根太からな

る。雁木が、その外周部になる茅葺の軒下部分を取り囲

む。今日サッシがはめられ室内・内部化されているが、

かって、風雨にさらされた痕跡が、室内の上家柱にみら

れ、当初の原型が推測される。

戦後は台所や子ども部屋の増築も多い。児童数がピー

クとなった1945年頃以降、各家の家族数も増加し、茅

葺の大屋根の一部(主に北側)を改修して2階を増築し
た家が多数ある(写真4)。
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写真2柱と建具の隙間

磐馬

渉

麟
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写真3普請帳(1815年)

3.1伝統的家屋の構造(ケーススタディ)

予備調査の結果、四間取り前中門造の形式が法末集落

の典型的な住宅の一っと判断できた。D邸は比較的当初

の様相をよく残している。よって詳細調査の対象とし、

ものつくり大学横山研究室と連携して実測調査を行った

(図5)。

①家屋の構造

このD邸は、基本的に上屋の主要構造は当初のままで

あり、これに抵触する大掛かりな改修は施されていない。

この建物の建築年代を明らかに記す棟札や普請帳などは

発見されていないが、唯一、大橋家過去帳に記される普

請記録7)によれば、三代目大橋佐兵衛が没した元和元

年(1615年)に「東屋敷を新築」した旨の記事がある。

しかし、現状のD邸は17世紀後半より民家に普及し始

める石場建て形式を取り、また、18世紀以降に関東地

方の民家で使用が増加し出す差鴨居が用いられているこ

となどから、その記録に残る建物とは合致しないものと

考えられる。

当初の平面計画は下手表にニワ、裏にはダイドコを

おき、中央表にはイマ、裏にはネマを、更に上手表には

デイ、裏には奥のデイを配した、いわゆる四間取りの構

成となっており、下越の蒲原地方中心に広く分布する「蒲

原型」の基本形間取りと合致したものになる。イマは元

板の間で、当主の話によると、「コメの収穫時には、米

俵がここにも積み上げられていたので、どこの家でもこ

この板間の床組みはしっかりしている」。さらその床下

は、「さつま芋等の貯蔵庫になる直径2m程の穴が掘られ

ていた」。さらにこの建物は後世の改修でニワとダイド

コに床が張られ、付帯する西側のウマヤが二階建の物置

に改められている。更に近年の改修では北側面に台所と

風呂を増改築し、東側面にも床の間・仏壇を配す下屋が

一筋設けられた模様である。

建物は入母屋造茅葺屋根、前中門造の平入りで、上

屋と下屋から成る下屋造である。建物規模は桁行総長

16.211メートル、梁間総長12.575メートルであり、そ

のうち当初の規模と推測される範囲は、桁行12.726メー

トル(42尺)、梁間8.182メートル(27尺)で、前面に

下屋が存在する。上屋屋根の現状は棟飾も含めて鉄板包

みに改修されており、茅葺屋根はその下地となっている。

写真4母屋北側の二階の増築

その他の中門・下屋・増築部屋根は、全て平葺となる。

豪雪地民家の建築的特徴として、主屋部の軒廻りを積

雪に配慮したせがい造とし、出桁にて軒廻りを堅固に支

えている。また、前面下屋屋根取付きと軒桁間には高窓

を配し、南面からの冬期採光確保を成している(写真5)。

更に中門造として出入口を外側に張り出すことも、豪雪

地域の知恵と工夫により出現したものであるが、この建

物に見られるような前中門は18世紀に入って出現した

ものが殆どで、その後に後中門などの中門造に展開がさ

れていく。なお、D邸の中門は造り替えられた痕跡があり、

現状のものは当初ではない。

この建物の柱間計画は6尺を基準寸法としており、内

法高も全国的に主流であった5尺8寸の値となる。柱を

見た場合、太柱断面は5寸8分角、細柱断面は4寸角ま

たは5寸角のものが多く採用される。このうち、上屋柱

は6本に留まっていることから、構造より間取りが優先

されて計画されたことは明らかであり、上屋柱の数量か

らは19世紀中頃の民家に多い。また、柱は台鉋仕上げ

で鉦仕上げは見受けられないことから、18世紀以降の

建立であったと想定することが出きる。

差鴨居に関しては、梁せいが1尺5分・1尺3寸と幕

末期のものよりはやや低く、また、鴨居下端から上屋梁

上端の寸法が7尺9寸前後であり、幕末期の民家に見ら

れるような10尺前後の寸法には至らないことから、建

立は幕末以前、つまり江戸時代後期と推測される。

写真5D邸の高窓
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上屋屋根は扱首組となり、勾配は矩勾配より高めと

なっている。なお、この建物は元々、天井は張られてお

らず、17世紀以降の民家によく見られる化粧屋根裏と

して、梁架構を露としていた。

屋敷は南面平入りで、前庭を広く取っている(図6)。北・

西側を杉の屋敷林が囲み、防雪・防風の役割をしている。

西側には融雪のための池が作られている。

②被災状況
被災後の状況は、デイから床下を見ると、上家柱脚部

が玉石基礎に載っている。床組の仕事は、改修され、不

要になった大引き材を転がし、その下に玉石基礎もなく、

根太組がされているようで、やや仕事が荒く、材の使い

回しが見て取れた。玉石基礎にのる根太(半割丸太)大引、

貯蔵庫穴周りが地震後に地盤の動いた様子であった。被

災後の家屋の傾きにっいて軸組構造の上家柱の位置で測
定可能な柱の傾斜を測定した。測定は、罹災証明の根拠

となる「災害に係る住家の被害認定」基準にのっとって、

傾斜による判定は、下げふりによる、垂直長さ1200m

r【1の水平距離を計測した。傾斜が著しい場所(46/1200)

があるものの、平均値60/1200(この値以上で全壊)に

至る傾斜は見られない。イマ(現座敷)周りの測定可能

な上家柱には、ほぼ一様に、西崖側に傾斜(5か所の平

均34/1200)が見られた。中越沖地震後に再度計測した

ところ37/1200とやや傾斜が大きくなっていた。

3.2伝統的技法を支えた職人

①茅葺き職人

法末では茅葺き屋根のことをクズ屋と呼ぶ。大正年間

まで母屋の新築の際、屋根は茅葺きであった。

震災まで集落に居住していた棟梁(表1_B、写真6)

は婿入りで、それまでは隣接集落の真人や小国、金山な
どから職人を呼んでいた。棟梁が集落に来て以降、ほと

んどの家の茅屋根の葺き替え、補修を行っていたという。

集落内の茅葺きは茅手職人2～3人による葺き替えで、

講のような相互扶助組織はなく、集落総出で行うわけで

もない。葺き替える茅は、葺き替えまでに、各家それぞ

れが、毎年刈入れ、数年がかりで小屋裏に収集し貯めて

置く。

茅は秋に刈入れ、束ねて、一冬、雪の下に寝かして葉

枯らしをする。次の春に、茅の葉を取って茎だけを使う。

茅の葉を取るのはこの地域の特徴で、雪等に対して耐久

性が増すという。収納に際しては一抱えの束を放射状に
並べて立て、風を通し干す。その後、小屋裏に上げ、葺

き替えまでつみあげられる。葺き替え準備は、冬場から

一締めの束をつくり始める。

屋根は10段程度で、葺き脚30cmくらいで重ね、小丸

太で押さえながら職人2～3人とてっこう(手伝い)で

葺きあげる。1面で1週間から10日程度かかる。茅の

刈り取りが大変だったと、住民はいう。茅場は手入れを

しないとすぐ、葛がはびこり、茅を痛めるので、まっす

ぐな良い茅が取れない。

棟梁によると昭和51～52年ころから、茅葺き屋根に

'、
、蒐一/夢
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図6D邸配置図

トタン屋根がかけられ始めたという。現在茅葺き屋根の

みの家はなく、茅葺きにトタンが被せられた屋根が20
軒残る。トタンの流行に際して棟梁も修行に行き、集

落内は彼の手によるトタン屋根が数多く見られる。2007

年のF邸も棟梁に手によるもので、この家を最期にすべ

ての茅葺屋根が鉄板で覆われた。F邸では、それまで恒

例であった茅刈りを5年前に止めていた。

トタン屋根化は茅葺きの手間等の負担を軽くする他、

棟を上げて落雪屋根にして、冬季の雪下ろしの必要がな

くなるため一気に広まった。茅葺き屋根は雪下ろしをし

ないと、積もった雪が凍って、茅が一緒に抜け落ちてし

まうため必ず雪下ろしをしなくてはならない。

②木挽き

工務店への聞き取り調査によると、昔は、製材業者

が請け負って大工等が普請してきた。父親の代には木

挽き職人がおり、太子講i(現在も続き、正月に聖徳太

子の軸をかけ、会合を続けている)の中に記述もある。

近隣の小栗山集落(120世帯)では100人の講中に3人

の木挽き職と吊り橋職がいた。集落外からの渡りの木

挽きもおり、製材機を普請する家に持ち込み庭先で製

材し、数人で組むこともあったという。昭和45(1970)

年頃から輸入材(当時ロシア材、現在は米松とピーラー、

グリーン材)が出回り、地場材は立ち行かなくなり木

挽きもいなくなった。法末では木挽きの住んでいた家

が残り、家には棟上げ時に木挽きが持ち帰る梵天が飾

られている(写真7)。棟上げ時には屋根に梵天と悪魔

払いの意味の弓矢が建てられ、弓矢は大工の棟梁が持

ち帰った8)。
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4.魅力の発信
4.1情報発信の試み

紹介ツールとして試みたものを紹介する(写真8)。

①CD-ROM法末の四季の制作(2006.3)

まず、農家住宅(古民家群)を中心に集落を紹介する

ことにした。1戸の建物(外観)を、四季(秋、冬、早

春i)を通して撮影し、映像を並べてみたところ、見慣れ

た景色が異なる顔を見せ、美しいことに気づき、四季版

をスライドショーで制作した。

CD-ROMは上映会を実施し、厳しい冬の景色が美しいこ

と、逆に銀世界が消してしまう種々雑多な人工物や人口

の色が、通常の景観を損なっていることを共有する機会

となった。今の「法末」そのままで魅力的であることを

集落の人々に周知し、人々をエンカレッジした結果と

なった。

②2007年版カレンダーの製作(2006」2)

次いで、いつでも手近に「法末」を気にかけることに

なるよう、法末集落の四季折々の写真を12か月分とし

て、カレンダー(卓上CDケース版)を制作した。1月:

實の神の集落行事、2月:雪上の獣たちの足跡、3月:

雪遊びこどもたち、4fi:雪解けの水芭蕉、5月:棚田

の手植え、6月:棚田の夕日、7月:半夏生、8A:カ

エルの合唱、9H:棚田の稲刈り、10A:茅材に使われず、

久しいススキ、11月:紅葉を取り込む屋敷構え、12月:

銀世界、それに表紙・裏表紙を付け、法末の活動支援の

内容と位置等情報を添えた。

これは、法末集落住民、支援者とその周辺に配布され、

法末のファンの開拓を試みたものである。

③ポストカードの制作(2007.7)

同じく、集落の魅力を伝えるためにポストカード「法

末の四季」を作成した。内容は、四季の花と草木、春:

芽吹き時のブナ林、夏:初夏の棚田、秋:紅葉を取り込

む屋敷構え、冬:雪上の足跡である。

「法末自然の家やまびこ」にてお土産として販売を試

験的に開始した。

④ポストカード増刷(2007.g)

長岡市の震災復興のイベント、やまびこウオーク(2007

年10月、主催長岡市教育委員会)への参加記念品と

して、ポストカードがあがった。③の残部に稀有な自然、

キクガシラコウモリ、モリアオガエル編を追加し、全参

加者に配布した。

⑤DVD(2007.10)

前年度に作成したCD-Romは集落の一般家庭では再生で

きなかったため、DVD版を作成した。CD版より動きのあ

るスライドショーで、環境映像としても楽しめるように

魅力的な法末の自然を映像間に挿入してあり、広く一般

の人々に楽しんでもらえるものである(表3)。

写真7木挽き職人宅に飾られた梵天
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⑥模型地形模型・民家模型(2006,7～2007.9)
水平距離500mの問に海抜200mから300mまでが分

布する起伏ある地形で、峠、沢にそって拓かれた棚田、

尾根筋の平場に家々、が拡がっている。二次元の地図で

はなかなかわかりにくいため集落模型を1:5000と1:500

の2種制作した。

また家屋の実測調査をもとに詳細な構造模型(S=1:20)
を制作した。農家住宅の上部構造扱首丸太による小屋組、

下部構造の上家柱、差鴨居等の軸組構造を十分紹介する
ものとなった。

4.2情報発信ツールの効果

最初に作成したCD-ROMは上映会の後、集落内で出会う
と「我が家を見ていくよう」に誘われるなど、我々外部
者(支援者)への不信感がぬぐえ、親密な関係を築く端
緒となった。カレンダーは子どもに送りたいという申し

出もあり、年が明け、訪問すると、集落の家々には必ず

飾られており、好評であった。

現段階では対外的効果は測り難いが、集落内に対して

は、第三者の視点を提供することで、景観や建物に対し
て誇りを持つようになったことが実感できる。今後、景

観保全などの動きに繋げたいと考えている。

5.まとめ

対象とした法末集落は、中山間地という地理的条件に、

豪雪が加わり、高齢化率が66.4%、集落の担い手不足は

深刻である。約20年前から始まった武蔵野市との交流

事業、集団教育活動施設「法末自然の家やまびこ」の

開設は、現在のところ若手の転入にはつながっていない。
法末は茅葺きの残る家が、震災後も20戸を数え、明治

時代を中心にした古い民家が残っている。法末の伝統的

民家は四間取りの構成で下越の蒲原地方に分布する「蒲

表3DVD掲載内容

【屋敷〕
1)住宅
越後中門住宅8戸
1.中門の和小屋姿が美しい
2.集落一古い家屋の棚田からの姿、模型写真、平面図、南面
立面図、断面図
3.裏からの姿、内部
4.冬の池越しの姿、冬支度の様子
5.崖の上に見える家
6.西向きの明治の家
7.紅葉と建物
8.茅葺き屋根、内部
曲がり屋2戸
寄せ棟3戸
切り妻12戸(妻側に和小屋をもつ住宅も多く見られる)
入母屋2戸
その他6戸(増築などにより、複雑な形状になったもの)
改修等2戸
1.古民家の再生、落雪住宅
2.古民家の別荘利用、伝統的な改修
2)蔵
3)作業場
4)車庫いろいろ

【屋敷以外】
1)風景を彩る人工物
集落給水ポンプ小屋/法末神社/愛宕祠/金網のじゃかご
(蛇籠)/丑松洞門/石碑/棚田のポンプ小屋屋根/集落のお
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⑤DVD各蒙を分類し、景観や食材も加えた

写真8法末紹介ツールとして制作したもの
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⑥一1地形模型(1/5000)

⑥一2地形模型(1/500)

⑥一3民家模型(1/20)

原型」と一致した。イマに神棚があり、仏壇や床の間は

デイに付き、床の間は奥のデイに付いている家も多い。

構造は上屋柱が4本以上あり、それらを差鴨居が固めて

いる。また軒廻りをせがい造りとし、出桁としたり、南

面の連続した高窓や、前面に中門を付けていることは、

積雪のための補強や、冬季の採光の確保、降雪・積雪時

の出入りへの配慮など、雪に対する知恵である。ただし

法末の中門は新しいものが多く、戦後に採光や中門部分

に二階を確保するために曲がり家を付け替えられたと考

えられる。

中越地震では、54戸のうち全壊判定が16戸、うち全

体の1割にあたる5戸が解体され、その他は改修して住

み続けている。建て起こし等の本格的改修を行った家は

2軒と考えられ、一時的改修が大半を占め、次の災害に

心配が残る。

魅力の視覚化は外に対するよりもまず集落内側に対す

る効果があったと考えている。当初、集落の人々は自分

の集落を美しいものとは思っていなかった。東京から来

た第三者が評価することで捉え直す機会を提供すること

ができた。集落に人々に対して、これまでの過疎化に対

する継続的活動を下地に、NPOや自治体と連携しながら、

集落景観や民家を自信に次のステップに進んで欲しいと

思う。

6.今後の課題

伝統的古民家(全壊指定)の建物でも、修復し、使い

続けるための方策や助成が必要と考える。今国会で被災

者生活再建支援方が改正され、修復工事費への支給が可

能となった。しかし未だ福祉を主眼としている。福祉に

異を唱えるものではないが、福井県では越前町や永平寺

町の「福井の伝統的民家普及促進事業」(福井の伝統的

民家の保存及び活用の推進に関する条例)にて伝統的民

家の保存・継承への支援を打ちだし、外装または構造体

の改修工事費の1/2以内(300万円を限度)への補助金

助成を実施している。先進事例を踏まえ、日本文化や伝

統的景観の継承という視点も加えて運用されることを期

待する。

また調査の結果、現在の居住者は畳を上げ干したこと

も、床下をのぞいたことがない世代で、建物の維持や管

理は職人任せとなっている。したがって、建物の状態に

ついての回答には、不確かな思い込みで回答しているも

のがまぎれており、今後も現地調査による精査が必要と

考えている。
註
1)法末に対する支援は、NPO日本都市計画家協会に国際女性建築
家会議日本支部が加わり、中越震災復興プランニングエイドを
結成して支援しているほか、長岡市、中越復興市民会議、新潟
大学、長岡造形大学等が支援している。
2)文献iip.30より。
3)今年の国会にて被災者生活再建支援法が改正され、支援金の
使途を住宅本体の再建に拡大、支給対象世帯の年収・年齢要件
の撤廃を含み可決した。これに対し我々は7月に内閣府に宛て
パブリックコメントを集落総代名、代表の寺本より提出した。
4)文献iip.44より。
5)文Wtlip.43より。
6)文献lip.47より。
7)大橋家過去帳(越後国刈羽群小国保法末村開発人系血脈書)
より、「三代目一得翁道孝信士元和元乙卯年三月十八日卒
大橋佐兵衛事大橋茂右衛門父也東屋敷二構二新宅一茂左衛
門譲二次男一号二佐兵衛一移二新宅一」との記述がある。
8)文献ip.44より。
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