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京町家の現状 

京都市による定義：『昭和25年以前に伝統軸組構法に
より建築された木造家屋』 

(京都市『平成20・21年度「京町家まちづくり調査」記録集』p.2) 

 

現存する京町家の多くは幕末(1864年)の大火の後に
再建されたものであり、明治～昭和初めの建築 

 

木材を接続するのにボルト等を用いて締固めるのでは
なく、木材の形状を整えることで直接つなげる(いわゆる
仕口・継手)など現代建築と異なる様式が多く用いられ
ている。 

 



 



京町家の現状 

京町家まちづくり調査： 2008～09年にかけて京都市が
主導して実施 

  

目視及び居住者へのアンケートを通じて京都市内にお
ける町家の現状を調査  

 

その中で、1996年に行われた同種調査における中心
部(元学区)の町家のうち、2003年度と2008年度にもま
だ残っているかが調査された 
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京町家の現状 

京都市中心部においては、町家は減少傾向にあると考
えられる 

 

 しかし定義では築60年を越える建築物であるにも関わ
らず、依然として市全体では町家とされる建物は約4万
7千棟残っている  

 



京町家を保存する意義 

近年京都市において京町家を積極的に保護していこう
という動きがあり、いくつかの団体なども結成されている 

(例) 

 京町家再生研究会：1992年発足。町家を継承し続けるため
に、町家に実際に住む人たちの住みやすさや安全性を確保
した上での保全を試み、様々な論考を発表している。 

 京町家作事組：実際に京町家の建設や改修に従事している
人々によって設立された団体 

 町家倶楽部：町家に住んでほしいと考える家主と、町家に住
みたいと考える住人の仲介を行う団体 

 



京町家を保存する意義 

現代において(積極的に)京町家を保護する意義として
以下が挙げられる。 

 環境保全：京町家は補修を継続的に行うことで長期
にわたって利用することを前提とし、また日本の気候
に適した資材・構造が採用されている 

⇔現代住宅は25年程度の耐用期間・環境への配慮も
部材の再利用程度にとどまる 

 観光資源：個々の京町家や、それが集積して形成さ
れる景観・町家を中心とした地域コミュニティによる活
動(例：祇園祭)が現在に渡って形成 

→多くの寺社仏閣と合わせ、歴史文化都市としての京
都市のイメージや都市景観の形成 



京都市の町家保護政策 

京都市は2000年の『京町家再生プラン』の策定以来京
町家の保護に取り組んでいる 

 

政策の方向性としては、大きく分けて3種類 

1. 景観規制 

2. 誘導的政策 

3. 補助金 

 

京都市は景観政策として各地域に細かく建築規制を引
いており、町家保護上はこれが中心となっているとみら
れるが、以下では補助金について若干見ていく 

 



京町家等耐震改修助成事業 

 耐震診断の結果、地震に対し安全性が低いと診断された京
町家等の耐震改修に要する費用の一部を助成 

 助成金額は工事規模等にもよるが、工事金額の2分の1もし
くは450万円を限度とする 

 

京町家まちづくりファンド 

 篤志家からの寄付や京都市からの助成を原資として2005年
に設立 

 次頁で挙げる諸指定を受けられないような建築物の改修を
支援することを設立趣旨とする 

 主に資金不足から、助成規模は非常に小さい(今年度実績
10件、総助成金額1500万円) 

 

京都市の町家保護政策 



京都市の町家保護政策 

伝統的建築物群保存地区・歴史的景観保全修景地
区・界わい景観整備地区：地区内では建物の新築等に
種々の制限や許可が必要とされるが、既存の建物を修
繕・修景する場合には補助を得ることができる 

 伝統的建築物群保存地区：祇園新橋地区等市内3か所 

 界わい景観整備地区：三条通沿い(寺町～新町通)など市内
7か所 

 歴史的景観保全修景地区：祇園町南側地区等市内3か所 

 

その他、京都市によって「歴史的意匠建築物(2008年
度時点で106件)」「景観重要建造物(同26件)」または
「歴史的風致形成建築物(同51件)」に指定された場
合、その改修等に対して補助を得ることができる 

 



京都市の町家保護政策 

補助金に関しては、ここ数年で改修に関しては整備さ
れつつある 

 

京都市の歴史的な景観保護政策の一環として実施  

→直接的な建築規制以外にも、間接的に町家の保護に
対して影響を与えている規制があるのではないか？ 

→ここではそうした規制の候補の一つとして高さ規制(高
度地区指定)を取り上げる 

 



新景観政策と高さ規制 

京都市は市街地の景観保護などのために、建築物の
高さを制限する「高度地区」を設定 

 

京都市によれば、高さ規制の目的は以下のとおり 

 景観の保全や形成を図る 

 住環境の保全・整備を図る 

 都市機能の充実・誘導を図る 

 

近年の景観に関する関心の高まりを受け、京都市は
2007年以降、いわゆる「新景観政策」の下で規制を強
化する動き 

 



新景観政策と高さ規制 

高さ制限は10mから31mまで、地域ごとに6段階 

 旧規制下では40mまで 

 

基本的には、京都市の中心部から離れるほど規制が厳
しくなる傾向 

 但し、新規制下では中心部においても制限を大幅に強化 

 



 



地主の行動選択モデル 

京町家は近年保護の機運が出てきているが、徐々に減
少している 

 今後もこの傾向が続くのか？ 

 

現在町家の建っている土地を所有する地主が直面して
いる状況を考えることで、現在の町家が建て替わってい
くかどうかを考察する 

 地主の選択行動から、京町家の建て替えが行われるかどう
かをモデル化  

 

その上で本来景観保護のために行われている高さ規制
が、間接的に町家の建て替えに与える影響を分析する 



モデルの仮定 

都市内のある単一の所有者が所有する土地を考える 

 

 この土地は市外に居住する地主が所有している 

 

庭やガレージ・駐車場等、建物以外に用いる敷地面積
は(建蔽率規制等のために)外生的に与えられており、
用途に係らず変更できない 

 

 この土地には、既に建物が建てられる面積いっぱいに
町家が建っている 

 



モデルの仮定 

地主は期間初めに  

a. 町家を残して町家管理者に貸し出し、期末に地代収入を
得る 。町家管理者は消費者に町家を販売する 

b. 即座に町家を取り壊し、マンション開発業者にマンションを
建設させて期末に地代収入を得る (マンションは一瞬で建
設可能とする)。マンション開発業者は消費者にマンション
を分譲する 

のいずれかの行動をとることができる 

地主は地代収入が大きくなる行動を取る。(両者の地代
収入が等しいときには、町家を残すものとする)  

町家の管理事業とマンション開発事業はいずれも完全
競争である  



 

町家管理者の行動  





 

マンション開発業者の行動 





マンション開発業者の行動 





 



マンション開発業者の行動 





マンション開発業者の行動 





 

行動の比較  





モデルケースにおける分析 

前頁までのモデルを用いて、京都市中心部における地
主の行動について考える 

 

実際に京都市中心部に存在する町家とマンションの取
引価格を用いる 



モデルケースにおける分析 

 ここでは中京区高倉通六角下る和久屋町にある1932

年建築の町家を例として挙げる 

 

軒裏にケヤキ、その他にヒノキ材を用いた3階建てであ
り、伝統的な建築様式だがガラス障子など明治以降の
様式も取り入れられている 

 

敷地面積161.81m2 

→法定建蔽率の上限である敷地面積の80%一杯にマン
ションを建てるとする 

→よって、マンション専有面積は85.34m2 



 



町家管理による地代 

費用：改修費のみを考慮  

 

固定資産税等の租税支払いは無視  

 

京都市による2010年の『京町家の保全・再生・活用に
係る不動産管理信託に関する調査・検討業務』におい
て、管理信託組合の設立によって京町家を保全する取
り組みの一環として数値シミュレーションが行われる。  

→その際に、アンケートや実績等から判断された数値が
改修費用として採用されている。  



町家管理による地代 

<例：50m2の場合> 

 躯体(骨組み)：2480千円 

 設備(空調、上下水道等)：2450千円 

 外装：1410千円 

 内装：2170千円 

→計：8500千円 

 

一般に平方メートル辺り改修費用は面積が大きくなるほ
ど安くなっていくが、同資料には面積毎の改修費用の
グラフが描かれている→改修費用の見積もりが可能 



町家管理による地代 





マンション建設による地代 





結論 
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高さ規制の効果 
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高さ規制の効果 

 階数を大きくしていくと、資本支出は逓増していく 

 一方収入の増え方は一定 

→階数を大きくしていった時、利潤の増分は減少していく 

 

 現実の規制高度付近の高度は、利潤最大化される高度に比
較的近いため地代曲線の傾きは緩やかである 

→この程度の高度規制では地主の行動に与える影響は小さい
と考えられる 

 より強力な(12m、10m等)規制高度になると地代に与える影
響が大きくなるため、地主行動は変化するとみられる 

→他の都市活動が阻害されたり、郊外部のスプロールを誘発
する可能性 



感度分析 





感度分析 
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感度分析 
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感度分析 
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感度分析 

中心部の価格 (5000万円～1億円前後)では、大きめの
住居価格の変動(数百万円前後)でも建て替えに与える
影響は少ないとみられる 

 

一方郊外部(住居価格2000～5000万円前後)では微
小な住居価格の変動でも数千万円単位で地代差が変
化するため、建て替えに大きな影響を与えるとみられる 

 

 またより土地集約的な技術が採用された時、中心部に
おけるより、郊外部における方がより建て替えが進むと
みられる。 



町家を残す理由 

町家保存の上で現行の高さ規制が与える間接的な影
響は小さいのではないかという結論が得られた 

 

現在町家は減少しつつあるが、依然多く残っている 

 

 これには直接的な建築規制(地区指定等)や建物の耐
久性による効果が考えられるが、他の要因も考えられる 

→長年町家に住み続けていることによる愛着 

→マンション建設による(町家を維持する場合にはかからない)

費用 



町家を残す理由 

モデルでは、土地は市外の地主が所有すると仮定 

⇔京都市が2009年に実施したアンケートに回答した京町家居
住者のうち、約6割は土地・建物とも自己所有 

 

同アンケート調査によると、町家の建物を「出来る限り残
していきたい」という回答をした者は回答者全体の約
35%存在 

→住み続けることを希望する者も一定程度存在 

→長年住んできた町家への愛着が、住民の選好に影響を及ぼ
している可能性 

→「品格がある」「誇り」などの町家に対する住民の意見 



町家を残す理由 





町家を残す理由 

合意形成に伴う費用の存在 

→(特に長屋の場合)強引にマンションを建設すれば、コミュニ
ティ関係が悪化する可能性 

 

 こうした費用は町家を維持し続ければかからない費用
で、かつマンションの高さに関係なく発生するとみられる 

→貨幣によって算定可能であれば、固定費用として計上される
と考えられるが、貨幣化は困難 

 

 



まとめ 

中心部に町家を所有する地主は、マンション建設による
地代を求めて建て替えを行う 

 

京都市の新景観規制に伴う高さ規制が地主の行動を
変化させる可能性は低い 

 

現在においても町家が保存されている理由としては、居
住し続けてきた町家への愛着や、マンション建設への
合意形成にかかわる費用によって、モデルにおけるより
も町家にとって有利な環境となっていると考えられる 

 



今後の考察課題 

町家への愛着・合意形成といった町家独特の事情をモ
デルへ導入した考察 

 

租税等、その他の間接的要因に関する考察 

 

京都市の町家保護政策による政策効果の予測・提言 
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