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第１章 南砺市合掌造り家屋の保存及び活用に関する条例について 

 

Ⅰ 条例制定の背景と目的 

 

南砺市には、世界遺産に登録された五箇山合掌造り集落をはじめとして、急勾配の茅

葺き屋根を持つ「合掌造り家屋」が存在し、南砺市ならではの歴史的・文化的な景観を

構成している。 

合掌造り家屋は、かつて五箇山から岐阜県白川村にかけて広く分布していたが、大正

時代から減少が始まり、現在では限られた地区に散在し、世界遺産に登録されるなど、

非常に価値の高いものとなっている。 

しかしながら、合掌造り家屋は、古くからある五箇山・白川郷独自の建築物だが、昭

和２５年に制定された建築基準法（以下「建基法」という。)では、国宝や重要文化財、

史跡といった文化財として特に価値が高いと認められる建築物を除き、制定以前に建築

された建築物に対して増築や用途変更を行う際や、保存を目的として移築されたものに

対し、現行の建基法の基準が適用されることになる。 

そのため、「合掌造り家屋」については、歴史的・文化的に価値のある建築物であっ

ても現行法に適合しないために意匠や形態等の保存が困難となる場合があり、景観上価

値があり地域の歴史と文化を継承している貴重な合掌造り家屋でも活用できない場合

がある。 

そこで、市では歴史的・文化的に価値のある合掌造り家屋の保存活用を推進するとと

もに、保存活用にあたって建基法による各種規定の適合が困難である場合に建基法第３

条第１項第３号の規定が活用できるよう、南砺市合掌造り家屋の保存及び活用に関する

条例（以下「合掌造り家屋保存活用条例」という。）に基づき、南砺市の歴史と文化が

構成され、利活用を積極的に図るべき必要がある合掌造り家屋を認定合掌造り家屋と認

定し、南砺市のまちづくりに寄与している歴史的・文化的にも重要な合掌造り家屋を将

来にわたって保存する制度（以下「本制度」という。）を創設した。 
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Ⅱ 現状変更の規制と保存のための仕組みの概要 

 

南砺市内に存在する合掌造り家屋のうち、南砺市の歴史と文化を構成し、将来の世代

に継承させていくことが必要であると認められ、かつ、利活用を積極的に図るべき必要

がある合掌造り家屋について、市は申請者が構造安全性及び火災安全性の検証のうえ、

作成する保存活用計画を審査した結果、支障がないと認められた場合に、条例に基づく

「認定合掌造り家屋」として認定する。 

 

１ 認定合掌造り家屋の対象となる建築物 

南砺市内に存する文化財保護法に基づく登録有形文化財、景観法に基づく景観重要建

造物、富山県文化財保護条例に基づく指定有形文化財、南砺市文化財保護条例に基づく

指定有形文化財、南砺市五箇山景観条例に基づく五箇山景観資産、南砺市合掌造り家屋

保護条例に基づく合掌造り家屋、またこれらの価値と同等と市長が認める合掌造り家屋

を対象としている。 

 

２ 現状変更の規制 

認定合掌造り家屋は、合掌造り家屋保存活用条例に基づく現状変更の規制※1が課せら

れ、増築や改修、用途変更など内外装や使用目的を変更することとなる行為を行う場合

は市長の許可を受けなければならない。 

なお、本制度は申請者が作成する「保存活用計画」に基づいて審査・許可することと

なるため、認定合掌造り家屋は保存活用計画による制限を受けることになる。そのため、

認定合掌造り家屋の増築等の行為をしようとする者又は認定合掌造り家屋に関しその

形状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者はその計画に基

づいた適切な改修及び保存のための措置を講じる必要がある。 

 

※1 南砺市合掌造り家屋の保存及び活用に関する条例第７条 

（現状変更の許可等） 

第７条 認定合掌造り家屋の増築等の行為をしようとする者又は認定合掌造り家屋に

関しその形状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、

あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な

行為その他規則で定める行為及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為に

ついては、この限りでない。（以下略） 

 

３ 保存のための仕組みの概要 

認定合掌造り家屋は、南砺市の景観を形成し文化的価値を有している合掌造り家屋を

単に保存するだけではなく、社会のニーズに応じた積極的な利活用が可能となることに

よって空き家や空き地の解消等に繋がる効果があると考えられ、ひいては南砺市の活性

化に結び付くことも期待される。 

しかしながら、利活用を図るために建築物の用途を変更する又は改修、移築を行う際
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には、その行為の内容によっては現在の建基法が遡及適用されることがあり、既存建築

物の利活用を断念せざるを得ない状況も考えられる。 

そのため、建基法第３条第１項第３号に規定されるその他の条例となる条例を市が制

定し、「現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物」としての認定

を行い、建基法の適用除外を特定行政庁に申出できる仕組みを設けた。 

 

４ 認定合掌造り家屋に適用される他法令との関係 

建基法で規定される建築物には、従来から用途や規模等により建基法以外の様々な法

令等が適用されている。これらの法令規制は、生命の安全確保と福祉の向上を目的とし

た社会的に遵守すべき基準であり、建基法第３条第１項に明記されているとおり、建基

法による適用の除外により他法令が同時に適用除外されることにはならない。 

 

【参考条文】建基法第３条第１項 

この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する

建築物については、適用しない。以下（略） 

 

≪建基法第３条第１項第３号により適用除外が適用される法令等≫ 

・「これに基づく命令若しくは条例」には、建基法に基づく政令、省令、条例のほか、

政令に基づく条例（具体的な例としては、令第１２８条の３第６項に規定する条例）な

どが含まれる。(例：富山県建築基準法施行条例) 

 

≪建基法第３条第１項第３号により適用除外を適用されない法令等(例)≫ 

・消防法､都市計画法､バリアフリー法並びにこれに基づく命令及び条例の規定 

・旅館業法、食品衛生法並びにこれに基づく命令及び条例の規定 
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Ⅲ 保存活用計画について 

 

認定合掌造り家屋は、個別単体の評価に加えて地域の景観を構成している重要な建築

物を対象として、申請者が現状変更の内容及び保存のための措置を定めた「保存活用計

画」を作成したうえで、市が審査し、公益社団法人富山県建築士会に調査を委託し、報

告を求め、市が認定することとしている。 

認定合掌造り家屋とする場合は、申請者が当該建築物やその敷地の状況、景観特性な

どを考慮したうえで以下に掲げる事項を定めた「保存活用計画」を作成し、市に認定の

申請を行うことになる。そのため、認定合掌造り家屋は、当該対象建築物の保存を図り

ながら、これを活用するために必要な増築等の工事の内容をはじめ安全性に関する事項

や維持管理に関する事項などについて、「保存活用計画」に基づく制限が課せられるこ

とになる。 

 

○保存活用計画に掲げる主な事項 

・当該対象建築物の保存を図りながら、これを活用するために必要な増築等の工事の内

容 

・当該対象建築物の安全性に関する事項 

・当該対象建築物の維持管理に関する事項 

・その他市長が当該対象建築物の良好な保存及び活用並びに当該対象建築物が存する敷

地の周辺の環境の保全を図るために必要と認める事項 

 

「保存活用計画」は、条例の趣旨と目的、建築物に対する現状変更の規制及び保存の

ための措置の内容を十分に把握して作成する必要がある。また、「保存活用計画」では、

建築物の保存すべき部分をあらかじめ特定し、それらの部分の保存を基本としなければ

ならない。 

なお、建基法の現行基準に適合させることにより、その保存が困難となる場合には、

安全性確保等の具体的な考え方に則した代替措置を「保存活用計画」に反映させ、現行

法と同等の安全性を確保する必要がある。 
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第２章 認定合掌造り家屋の安全性確保等に関する指針の概要について 

 

Ⅰ 本指針の目的 

 

認定合掌造り家屋の保存活用のための改修等を行う場合は、原則として現状の意匠形

態や内外装を保存したうえで建基法の基準を遵守することを基本とするが、建築物の利

用目的によっては、構造上、建基法の基準を満たすことができず、改修が困難なことも

予想される。 

そのため、認定合掌造り家屋の改修等にあたっては、「認定合掌造り家屋の安全性確

保等に関する指針（以下「本指針」という。）」を活用して南砺市の地域性に適した方法

で建基法が求める基準に見合った安全性等が確保できる措置を講じ、認定合掌造り家屋

の安全性等の維持・確保をめざす必要がある。 

 

認定合掌造り家屋の利活用にあたっては不特定多数の利用者が見込まれることも考

えられることから、構造安全性及び火災安全性の確保が必要不可欠となる。 

近年は、外観を変更せずに内部だけを改装し、集客が見込まれる用途変更（例：土産

物屋→飲食店など）をして、利活用を図りながら建築物を「保全」する手法も多く見受

けられる。 

しかしながら、用途変更により現行基準が遡及適用されることから、保全すべき建物

の形態・意匠を変更せざるを得ない状況があるため、用途変更による「利活用」が困難

なケースも考えられる。 

本指針では、「建基法が求める基準の代替対策」の基本的な考え方を示し、ハード的

な整備のみに頼るのではなくソフト的な対策も組み入れ、歴史的・文化的にも特徴のあ

る南砺市固有の資産価値を最大限保全しつつ、認定合掌造り家屋の安全性の確保を図る

ことを目的とする。 
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Ⅱ 本指針の役割 

 

南砺市では、市内において歴史的な価値を有し、景観を構成する優れた建築物の保存

活用を推進するため、合掌造り家屋保存活用条例を制定し「保存活用計画」により安全

性等が確認された建築物について、建基法の適用を除外することも可能となる認定合掌

造り家屋の位置付けを行う。 

本指針は、認定合掌造り家屋の建基法の適用除外が必要となるものに求める安全性等

について、市の考え方をまとめたものである。 

 

認定合掌造り家屋は、その建築物の価値を評価したうえで保存活用を行い、あわせて

安全性を確保させることを目的としている。 

しかしながら、合掌造り家屋の構造・形態・建物配置や外部環境は様々であり、定型

的な基準の運用では「認定合掌造り家屋の安全性等を確保する」という目的を果たせな

いことも考えられる。 

そのため、認定合掌造り家屋の申請者等は本指針で示す安全性確保等の考え方を踏ま

え、設計や工事監理・維持管理のそれぞれの場面において、建築物の状況や利用目的に

応じた工夫や配慮を行い、建築物の安全性等を確保する必要がある。 
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Ⅲ 本指針を活用する際の基本的な考え方 

 

認定合掌造り家屋の現状変更行為は、認定の際に策定される「保存活用計画」に基づ

いて、安全性や維持管理等の対策が講じられていることが必須となる。 

しかしながら、「認定合掌造り家屋」の認定により、関係する法令の適用がすべて除

外されるものではないため、事前に関係法令による規制を確認し、それぞれの建築物が

受ける規制や制限を遵守する必要がある。 

 

南砺市には一定数の合掌造り家屋が存在し、観光資源として住居だけではなく、様々

な用途で営業していくために必要な旅館業法や消防法等の規制を受けている。 

また、文化財保護法における登録有形文化財や景観法における景観重要建造物などは

同様に各種法令により基準が設けられていることから、それぞれの法令に基づく届出や

許可の手続きを行わなければならない。南砺市の条例には、南砺市五箇山景観条例や南

砺市合掌造り家屋保護条例などがあり、必要に応じて届出や許可の手続きが必要となる。 
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第３章 認定合掌造り家屋の安全性確保等に関する指針の内容について 

 

Ⅰ 安全性確保等の基本的な考え方 

 

認定合掌造り家屋は、建基法が個々に求める水準と同等以上の安全性等を確保する必

要がある。 

本章では、認定合掌造り家屋の安全性確保について、市の考え方をまとめている。 

 

１ 建基法の考え方と安全性確保の目標 

建基法は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途

等についての基準を定めた法律である。 

本指針は、所有者が建基法の基準と同等以上の安全対策を講じ、「建築物とその周辺

状況に応じた建築物の構造安全性、火災安全性を確保し、また、在館者の避難安全性を

確保することにより、在館者の安全を守る」という、安全性確保の目標を達成するため

の考え方を示している。 
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Ⅱ 安全性確保等の具体的な対策 

 

建基法で求められている安全性はそれぞれの用途・規模に応じて基準が定められてお

り、その項目も多岐に渡っている。 

ここでは、南砺市の景観の保全に貢献し、まち全体において重要な役割を担っている

対象建築物に対する安全性確保等の対策の考え方を以下に示している。 

 

１ 安全性確保のための重点項目 

建基法の「単体規定」には、安全性に関する様々な規制や制限が定められている。そ

のなかでも「特殊建築物」と呼ばれる旅館用途などの建築物は、建基法第２０条「構造

耐力」と建基法第２７条「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」については、

一般的な住宅より厳しい規制や制限が定められている。 

しかしながら、既存の木造建築物においてはこれらの規制を満たすことが極めて困難

であることから、本指針においては「構造安全性の確保」「火災安全性の確保」の２つ

を重点項目とする。 

 

２ 本指針で想定している建築物 

建基法において、不特定多数が利用する「特殊建築物」は、用途・規模等により安全

性に関する様々な規制が定められている。 

本指針においては、南砺市を象徴する建築物で不特定多数の利用、業務用就寝など安

全対策上非常に厳しい条件下にある下記の建築物（以下「対象建築物」という。）を想

定している。 

なお、対象建築物の構造・形態・建物配置や外部環境は様々であり、本指針に示して

いる安全性確保等の考え方をそのまま適用することが適切でないことも想定されるた

め「保存活用計画」の作成に際しては、適宜、市と協議を行わなければならない。 

 

項 目 指針で想定している建築物 

用 途 旅館・ホテル(建基法別表第一 (２)項) 

構造・規模 木造２階建て・延床面積２５０㎡程度 

※上記以外の建築物については、本指針の安全性確保等の考え方を基本としつつ、

それぞれの条件に応じた個別の検討を行い、建築物の安全性等を確保しなければな

らない。 

 

３ 構造安全性の確保 

構造耐力は、地震国である我が国において木造非木造を問わず非常に重要な項目であ

り、突然発生する地震災害に対して備えなければならない。そのため、不特定多数の利

用者が昼夜を通して利用する旅館の建物所有者は、地震災害に対して在館者の安全を守

る責務がある。 

しかしながら、既存不適格建築物である対象建築物の中には、構造耐力上現行基準を
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満足していない可能性が高く、また建築後相当期間が経過していることによって構造体

力上主要な部分が劣化しているものもあることが想定される。 

ここでは、建物所有者が建築物の構造、周辺地盤の特徴及び地域における気象条件を

考慮し、長期間の構造耐力が持続する対策及び地震時における在館者の安全性を確保す

るための考え方を以下に示している。 

 

（１）建築物の長寿命化 

①対象建築物の現況調査 

対象建築物は、建築後相当期間が経過しており、風雨による劣化や内部の水回りや

湿気による劣化が進行していると考えられる。そのため、このような腐朽、蟻害など

の劣化部分等の現況調査を行い、部材の劣化範囲、また劣化に至った原因等を把握す

ること。 

また、定期的に屋根材の葺替えを行なっているため、施工状況を確認すること。今

後長期的に建築物を維持管理する際に必要となる重点的な点検ポイントも把握する

こと。 

②調査結果に基づく改修工事の実施 

上記の調査結果に基づき、構造耐力上支障がないように劣化部材の部分取替を行い、

劣化の原因となっている部分についても改善対策を施し、対象建築物の長寿命化を図

ること。 

  また、施工状況を確認し、屋根葺きの緊結などに不備があれば改善対策を施し、脱

落、飛散させないこと。 

 

（２）建築物の構造補強 

①耐震改修促進法等による耐震診断 

地震に対する安全性の確保に際しては、工学的な見地を基に評価を行い、具体的に

は、国の告示や(一財)日本建築防災協会による耐震診断方法、その他、市が認める方

法により、耐震性能の評価を行うこと。また耐震性と合わせて、耐風性等の検討も行

うこと。 

②耐震診断結果に基づく構造補強の実施 

合掌造り家屋は、構造的に同一の特徴が見受けられる。そのような構造的特徴、ま

た冬期の雪荷重等、地域における気象条件を考慮し、既存構造体(柱・梁等)に負担を

かけない構造補強を行い、少なくとも大地震時の架構の転倒、倒壊、崩壊により人命

に危害が及ぶことがないよう、一定の耐震性※１を確保するための改修を実施するこ

と。 

そのうえで、最終的には二次部材（間柱、小梁、仕上げ材、建具など）の脱落、飛

散により人命への危害が及ぶことが無い程度の耐震補強を講じること。 

 

※１ 一定の耐震性：極めて稀に発生する大地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険

が低いこと 
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４ 火災安全性の確保 

対象建築物では、建基法第２７条などで火災安全性を向上させつつ、周辺環境の安全

性も考慮し、建基法第３５条で在館者の避難安全性を確保しなければならない。 

代替的な対策については、消防法の規定を遵守したうえで、ハード・ソフト両面の対

策により火災発生の確率を低減させ、また、火災が発生した場合においても早期避難や

早期に消防活動が出来る体制を整えなければならない。 

ここでは、総合的な対策による火災安全性の確保の考え方を以下に示している。 

 

（１）出火防止 

対象建築物の敷地及び建築物内では、出火原因に繋がる行為等を極力制限するととも

に、出火原因に繋がる行為等が行われる場合においては、建物管理者等の危機管理能力

を向上させながら、できる限り出火の可能性を低減させなければならない。 

 

①保存管理責任者等の危機管理能力向上による対策 

火災の被害から在館者の安全を守るには、まず「火を出さない」ことが重要である。

出火原因は人的な要因によることが多いため、保存管理責任者・従業員等は率先して

「出火防止」の措置を行い、定期的な点検や消防署等の指導により確実で適切な危機

管理が図れるような対策を講じること。 

②火災別の出火防止による対策 

建物火災の主要な原因とされている「いろり」「こんろ」「たばこ」「ストーブ」等

の使用の制限をおこなうことや、出火しにくい電化製品等を採用する。 

また、「電気火災」を防止するため、配線・機器等を適正な状態に更新を行い、さ

らには機器の故障による出火を防ぐため、定期的な点検を実施し、事前に出火を防止
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する対策を講じること。 

③類焼火災(もらい火)による対策 

火災による被害は、対象建築物の内部から発生する火災だけではなく、周囲から発

生する火災による類焼火災(もらい火)もあるため、建基法では耐火建築物等としなけ

ればならない特殊建築物においては、延焼のおそれのある部分について、防火性能が

求められている。      

合掌造り家屋は、屋根が茅葺きで防火性能を満たすことができないため、屋根に火

災を検知する「炎検知器」や「スプリンクラー設備」、「放水銃」等を設置し、類焼火

災(もらい火)とならないよう対策を講じること。 

 

（２）火災拡大防止 

対象建築物の内部において火災が発生した場合は、確実に初期消火を行うことで建物

内部への延焼の拡大を防止し、在館者の安全な避難を確保しなければならない。また、

建物外部への延焼防止に関しても、被害を最小限に抑えなければならない。 

対象建築物においては、火災の拡大を防止し、さらには延焼速度を遅延させるため、

「スプリンクラー設備」により初期段階での確実な火災の鎮火を図らなければならない。 

 

①初期消火対策 

火災は発生してから初期の段階での対策を積極的に講じることで被害を最小限に

抑えることができるため、「スプリンクラー設備」の全館設置を基本とした効率的な

初期消火対策を講じること。 

また、従業員等が消防署の指導により実際の火災を想定した総合的な訓練を行うこ

とにより、効率的な初期消火が図れる体制を構築すること。 

②内部への延焼防止対策 

建築物内部の防火性能に関する対策は建基法により規定されており、そのような内

装制限等の規定は原則として法令を遵守すること。 

なお、対象建築物の保存対象となる部分に関して、主要構造部も含め、建基法によ

る規定をすべて遵守することが困難な場合は、「スプリンクラー設備」の全館設置を

基本としたうえで建物内部への防火性能を高め、布団等についても積極的に防炎品を

採用するなど、延焼速度の遅延による内部被害の抑制対策を講じること。 

③外部への延焼防止対策 

建築物内部で発生した火炎は、外部開口部を通じた延焼により上層階又は隣接建築

物への被害拡大が考えられる。しかし、景観保全の観点から外部開口部の防火性能を

一律に向上させることが困難であるため、「スプリンクラー設備」の導入によって建

物内部から外部への防火性能を高め、延焼速度の遅延により外部被害の抑制対策を講

じること。 

 

（３）避難安全性の確保 

火災が発生した場合に、建物用途・規模等に応じて確実に避難ができるかの確認をす
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るとともに、安全で迅速かつ円滑に避難ができる環境を整え、在館者すべての避難安全

性を確保しなければならない。 

 

①二方向避難対策 

木造２階建ての対象建築物では、深夜の就寝時間中に火災が発生することも考えら

れ、在館者の避難開始時間が遅れることが予想される。そのため、このような「逃げ

遅れ状態」も想定し、居室から廊下などを通じての避難と居室から直接屋外への避難

の二方向避難経路を確保すること。ただし、２階における宿泊室の床面積が小さく、避

難上支障がない場合にはこの限りではない。 

なお、２階における宿泊室の床面積が１００㎡を超える場合は、２以上の直通階段

を設けなければならない。しかし、保存対象となる部分に関して、２以上の直通階段

を設ける事が困難な場合は、１の直通階段の設置を基本としたうえで屋内において直

通階段に代わる階段等を設置するなど、二方向避難経路を確保すること。 

②防煙・排煙対策 

対象建築物は、合掌造り家屋の特徴であるチョウナバリがあり、自然排煙口の有効

面積を確保する事が困難となる場合、火災報知設備に連動した「排煙窓」等を設置し、

初期段階で確実に煙を屋外に排出して、在館者が安全に確実に避難できる対策を講じ

ること。 

③避難時間の短縮対策 

対象建築物は不特定多数の者が利用する建物であるうえに、業務用就寝という避難

上不利な条件が揃っており、在館者が混乱せず早期にかつ安全に避難することが必要

となる。そのため、従業員による実際の火災を想定した避難誘導の訓練を行い、また

従業員が避難上有効に活動出来るために適切な備品等を装備したうえで迅速かつ円

滑な屋外への誘導を行い、在館者の安全避難を確保すること。 
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５ その他の性能確保 

建基法では「構造安全性」「火災安全性」以外の項目についても基準が示されている

が、それらの部分については原則として建基法の基準を遵守すること。しかし、対象建

築物の外観が大きく損なわれる恐れがあったり建築物の構造的な問題により、建基法の

基準を適用させることが困難な場合は代替措置を施すこと。 
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Ⅲ 適切な維持管理 

 

認定合掌造り家屋は、地域の歴史的景観を形成する重要な役割を担っており、健全な

状態で保全していくことが求められる。現状変更の許可にあたっては申請者等が策定す

る「保存活用計画」により安全性等を確認するが、計画どおり工事を行うだけでは長期

的な安全性等が確保されたことにならないため、合掌造り家屋保存活用条例１０条に基

づき定期に調査・報告することを申請者等は制度を理解したうえで、適切に維持管理を

行わなければならない。 

ここでは、認定合掌造り家屋を長期的に維持管理していくための考え方や適用される

規定などについての考え方を以下に示している。 

 

１ 長期的な維持管理 

（１）建築物の老朽化の定期的な点検 

建築物の倒壊等は建築物の構造に起因するもの以外に、構造部材等の腐朽被害によっ

て耐力が低下して発生することも考えられる。一般的に腐朽被害の箇所は、水廻り付近

や雨水が侵入しやすい外壁・屋根裏等に多く見られる。 

今回、「保存活用計画」によって、腐朽部分の取替え・雨水侵入の防止等、建築当初

の状態に戻す行為を施しても、また同様の被害を受けることも想定されるため、健全な

部材に取替えた箇所については、建築士等が定期的に確認を行うとともに、異常が発見

された場合はその原因を追究し、速やかに対策を講じること。 

 

（２）防災設備等の定期的な管理 

消防法令により設置が義務付けられている消防用設備等以外に、今回「保存活用計画」

により新たに設置した防災設備等についても、消防法令で実施が義務付けられている防

災設備と同等の点検（自主点検及び点検技術を有した第三者機関による定期的な点検）

を行い、その結果を消防署に報告する必要がある。 

なお、機器に不具合が生じている場合には、速やかに対策を講じなければならない。 

 

２ 現状変更の制限 

（１）条例による現状変更の規制 

認定合掌造り家屋は、合掌造り家屋保存活用条例による「保存活用計画」により現状

変更の規制及び保存のための措置が講じられていると認められる建築物として認定さ

れているため、「保存活用計画」で記載されている内容以外の行為は行うことができな

い。ただし、通常の管理行為や非常災害のための応急措置など市長が必要と認めた行為

については、この限りではない。 

 

（２）認定合掌造り家屋を改変する場合の制限 

前記により、認定合掌造り家屋を保存活用計画の内容以外の改変等の行為は禁止され

ているが、長期的に認定合掌造り家屋を保存活用していくうえでは、様々な要因により
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改変せざる得ない状況が発生することも考えられる。 

認定合掌造り家屋は、歴史的・文化的な価値を有し、地域のまちづくりに寄与すると

認められ保存または活用する必要があると認められる建築物であるため、内外装等を大

きく改変する行為は、保存する趣旨から逸脱することから原則として認められない。 

しかしながら、社会のニーズに応じた利活用や建築物の老朽化等により、認定合掌造

り家屋の改変行為（用途変更・大規模改修等）は、今後も考えられる。 

その場合は、認定合掌造り家屋の価値や趣が失われない範囲において、「保存活用計

画」の変更認定の手続きを行い、市が審査し、公益社団法人富山県建築士会に調査を委

託し、報告を求め、市の認定を受けなければならない。 
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第４章 さいごに 

 

今回制定した合掌造り家屋保存活用条例は、歴史的・文化的な価値を有し南砺市のま

ちづくりに寄与すると認められ、保存または活用することが必要である合掌造り家屋を

次世代へ継承することを目的としており、本指針は、認定合掌造り家屋とする際に申請

者が作成する「保存活用計画」のうち安全性に関する基本的な考え方をまとめたもので

ある。 

建基法はこれまで多くの改正が繰り返されてきており、現存する建築物の多くは一部

が現行基準に適合しない「既存不適格建築物」と呼ばれる建築物となっている。これら

の建築物については、今後、改変行為を行わなければ「既存不適格部分」が建基法の規

制を受けることはない。 

しかしながら、既存建築物は建築後数十年経過しているものも多くあり、構造耐力上

の不安、また特殊建築物としての安全性確保などが課題となっている。 

市では今回、申請者が認定合掌造り家屋とする際に必要となる「保存活用計画」を作

成する際の拠り所として本指針を策定した。今後、本指針を活用した認定合掌造り家屋

が増加することによって、建築物の安全性が向上するものと考えられる。 

また、本指針により保存活用された合掌造り家屋の価値を地域で幅広く共有すること

によって、住民自身が地域の魅力を見直し安全性に対する意識を高めることに繋がり、

保存活用に対する取り組みが広く推進されることも期待できる。 

今後も本指針を積極的に活用し、各方面の学識経験者、建築士、施工者及びその他関

係者の方々の協力を得ながら、合掌造り家屋の保存・活用を推進していく。 
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南砺市五箇山景観条例に
基づく五箇山景観資産

景観法に基づく景観重要
建造物

富山県文化財保護条例に
基づく指定有形文化財

文化財保護法に基づく登録
有形文化財

その他市長が認めるもの

保存活用計画の策定

認定合掌造り家屋の安全性確保等の考え方を示したもの
・構造安全性、火災安全性 等認定合掌造り家屋

の申請準備

認定合掌造り家屋の申請
（保存活用計画を添付）

申請書の受理・審査
（市景観部局）
（市建築部局）

意見聴取
（消防署）

認定合掌造り家屋の認定

公告・縦覧

建基法適用除外の
指定申出

適用除外の指定
申出受理・審査

同意への適合審査

同意適用除外指定

専門家（歴史的建築物・
建基法・防災・構造・消防
等）による調査委託・審議

現状変更許可申請

受理・審査

現状変更の許可行為の着手

行為の完了 中間・完了検査

定期報告

定期検査

南砺市合掌造り家屋の保存及び活用に関する条例の仕組み＜関係図＞

認定合掌造り家屋の安全性確保等に関する指針

建基法第３条第１項第３号に規定するその他条例の位置づけ
（南砺市合掌造り家屋の保存及び活用に関する条例）

建基法適用除外の手続き
（建築基準法）

申請者 南砺市 （公社）富山県建築士会

県建築住宅課 建築審査会

通知

対象建築物
「安全性確保等に関する指針」を反映

「安全性確保等に関する指針」との整合性を確認



安全性確保等に関する対策一覧表

凡例：■ハード対策
　　　　□ソフト対策

大項目 中項目 小項目 指針の対象建築物に適用される具体的な対策（例）

対象建築物の現況調査 □調査による劣化部分、劣化原因の把握、施工状況の確認

調査結果に基づく改修工事の実施 ■劣化部分の補修、劣化原因の改善、施工状況の改善

耐震改修促進法等による耐震診断 □調査による構造耐力の把握

耐震診断結果に基づく構造補強の実施
■既存構造体の負担を考慮した構造補強
■二次部材の脱落、飛散が無いように構造補強

保存管理責任者等の危機管理能力の向上 □出火防止点検等の実施

火災別の出火防止対策
□いろり、こんろ、たばこ、ストーブなどの使用の制限
■出火しにくい電化製品等の採用
■電気配線、機器等の適正な更新による電気火災防止対策

類焼火災（もらい火）対策
■屋根に炎検知器やスプリンクラー設備、放水銃等の設置
※水道直結型スプリンクラー設備も容認

火災拡大防止
初期消火対策
内部への延焼防止対策
外部への延焼防止対策

■全館にスプリンクラー設備の設置
※水道直結型スプリンクラー設備も容認
□消防法の指導マニュアルによる初期消火訓練の実施
■保存対象以外の内装材は内装制限を遵守
■布団等防炎品の積極的採用

二方向避難対策
■居室から直接屋外への避難経路を含めた二方向避難の確保
■２以上の直通階段を設ける事が困難な場合、１の直通階段を設
置したうえで、屋内において直通階段代わる階段等の設置

防煙・排煙対策 ■火災報知設備に連動する排煙窓等の設置

避難時間の短縮対策 □消防法の指導マニュアルによる避難誘導訓練の実施

構造安全性の確保

火災安全性の確保

建築物の長寿命化

建築物の構造補強

出火防止

避難安全性の確保


