
京町家作事組のあゆみ 
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１０ 

11 京都市自治１００周年事業「京の 
すまいと暮らし再発見」の「京町 
家を支える職人さん達の技」展 
に作事組の中核メンバーが参集 

12 04 第一回「京町家職人組」第１回 
準備会以降９回の会合がもたれ 
設立準備を整える 
03 磯野邸の改修相談が持ち込まれ 
ケーススタディーとして取り組むことになる 
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度 
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１１ 

04 市に「京町家作事組」設立宣言、 
市に対し１０年以内に所期の目 
標を達成し解散することを言明 

04 「京町家作事組」設立総会、結成 
祝いの会及び祝賀パーティー開催 

□ 講習会の講師派遣 市・すまいづ 
くりセンター、こだわりの会、他  

06 改修第１号上京磯野邸完成 
07 京町家作事組ﾆｭｰｽ（会員向け）NO1 発行 
08 磯野邸完成見学会及び改修学習会 
□ 初年度のため組織体制、運営システム、 

業務フォーマットの作製に集中、 
□ マスコミ取材や活動趣旨とずれた問い 

合わせで忙殺 
12 京町家作事手引書（後の「京町家再生の 

技と知恵」）編集開始 
01 活動報告会と新年会 
実績：相談案件９０数件、相談員派遣３５件、施工済み８件、施工中１件近日着工予定４件（00.04.23 総会時報告）  

磯野邸、石井邸、松浦邸、国兼邸、川口邸、大日（おおくさ）邸、堺町ｷﾞｬﾗﾘｰ、滑川邸 

２

０

０

０

年

度 
 

Ｈ 

１２ 

□ 作事組活動趣旨看板、工事用シート掲示開始 
04 第2 回総会 
04 友の会設立から１年のブランクを経て活動開始 
04 実質改修事例第１号北区高林邸相談開始 
07 町家改修作法の調査、研究に関し（社）京都府建築士会京都 

町づくり地域貢献活動センターより助成（50 万円）を受ける 
07 会員の学習のための改修現場見学会開始、 

第１回：高林邸及び小堀邸中間、OMOYA 完成時 
07 第１回景観・まちづくりコンクール（（財）京都市景観まちづ 

くりセンター主催）で磯野邸が暮らしの景観「優秀賞」受賞 
10 第２回見学会：阪本邸及び小堀邸中間 
12 「流通委員会」美山町森林組合木材加工センター視察 
12 ＫＢＳテレビ（松下電工提供）「住まいは文化」収録始まる 
実績：相談案件２０数件、相談員派遣１５件、完了５件、工事中４件設計中１件（01.04.15 総会時報告） 
    西島邸、阪本邸、小堀邸、ｾｶﾝﾄﾞﾊｳｽ（OMOYA）、高林邸 
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度 
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04 第3 回総会＋講演会、講師：増田一眞氏「伝統木工法 
の要諦」 

04 別冊太陽に作事組特集 
04 京町家ネット共同でホームページ開設 

http：//www//kyomachiya.net 
09 「流通委員会」淡路瓦工場視察 
12 作事組改修基準（「技と知恵」の部分）学習会と忘年会 
02 京町家ネット機関誌「ニュースレター」発行開始 
03 京都府建築士会「建築士のための指定講習会」に講師派遣 

－町家の構造、工法等について説明 
見学会：竹中邸完成時（05）、吉村邸中間（07）、建田邸完成時、中島邸中間（02） 
実績：相談案件４０件、相談員派遣２２件、完了１０件、工事中１件（02.04.28 総会時報告） 
    竹中邸、辻井邸、岡本邸、吉村邸、建田邸、長坂邸、今西軒、堺町画廊２期、中島邸 

 

淡路瓦視察 

結成祝いの会 

下京Ｋ 邸 

体験コーナー 

会場風景 

別冊太陽作事組特集 
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04 作事組標準単価表制定 
04 第4 回総会 
05 『町家再生の技と知恵』発行 
06 『技と知恵』出版記念会 
07 「町家再生の技と知恵」を学ぶ会開始、 

講習５回、見学２回 
12 勉強会と忘年会、京町家改修基準（「技と知恵」） 
01 「京町家棟梁塾」準備委員会発足 
02 和田邸（作事組新事務局）完成見学会と反省会 

（第１回ご苦労さんそやけど反省会） 
03 新事務局開設、和田邸に店子として入居 
□ 再生研委託（市委託事業）仮称「京町家再生賃宅 

住宅制度」 調査、研究～ケーススタディー：西陣川村邸 
見学会：布澤邸中間見学会（09）、布澤邸中間、和田邸中間、 

ぜにや完成見学会（12） 
実績：相談案件42 件、相談員派遣30 件、完了１０件、施工中6 件 

（01.04.23 総会時） 阿刀邸、中川邸、中村邸、ぜにや、 
小林商店、和田邸、布澤邸、澤井醤油、大西邸、今西軒 
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04 第5 回総会 
06 作品集作製開始 
08 美山木材林視察 
07 尼崎市「都市美形成指定建築 

物所有者研究会」講師派遣 
10 「町家棟梁塾」視察、富山職藝 

学院、金沢職人大学校 
11 大井邸「ﾍﾞﾝｶﾞﾗ、ﾀﾀｷ体験会」開催 
12 第2 回景観・まちづくりコンクール 

で澤井醤油本店が優秀賞受賞 
03 友の会例会：大井邸見学会と大井氏「町議録の話」 
見学会： 布澤邸（04）大橋邸完成見学会（05）、奥田邸 

完成見学会（06）、布澤邸、大橋邸（06）大井邸改修 
前見学会（07）、大井邸中間見学会（10）、大井邸完 
成見学会（01） 

講師、ﾊﾟﾈﾗｰ派遣：ﾄﾞｲﾂ文化ｾﾝﾀｰｼﾝﾎﾟ「日本とﾄﾞｲﾂにおける 
歴史的建造物の再生」ﾊﾟﾈﾗｰ（04）、気候ﾈｯﾄﾜｰｸ「温暖 
化防止のための住宅～公開ｾﾐﾅｰ」ﾊﾟﾈﾗｰ、大阪平野町 
家改修ｸﾞﾙｰﾌﾟ講師 

実績：相談案件31 件、相談員派遣25 件、完了14 件、施工中1 件、完了：北村邸、熊谷邸、大橋邸、大江邸、 
山本邸、奥田邸、大石邸、村上邸、河崎邸、大井邸、東家邸、上村邸上村邸借家、清水屋 
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04 第6 回総会 
05 流通委員会古材引取り（稲葉七宝） 
05 市・町家耐震調査（鈴木祥之研）に作事組改修事例提供 
06 流通委員会古材引取り、亀岡解体民家 
06 標準単価（歩掛り）表作製 
07 流通委員会古材引取り、岡崎入江町解体町家 
07『季刊まちづくり』に作事組記事「実例に見る京町家ネットの働き」掲載 
08 町家改修マニュアル第2 弾編集開始 
10 「魁棟梁塾」開塾 
10 「作り手町家塾」－『町家再生の創意と工夫』を学ぶ会開講 
01 まちセン「京町家再生セミナー」担当「空き町家をまちづくりの拠点に」 
02 京都民報紙「町家訪問」連載開始（11 回） 
見学会、研修会：主催はなく他会の見学会、視察8 件 
講師、パネラー派遣：（社）京都府建築士事務所協会シンポ、ICOMOS-CIAV 

愛媛、新建、弁護士勉強会、京北町土塀版築指導、子どもと川とまちのフォラム 
実績：相談案件33 件、相談員派遣27 件、完了14 件、施工中7 件、 

完了：中川伸幸邸、本田邸、飯田邸、有本邸、三谷邸。松下邸、福原邸、田辺邸, 
堺町画廊、三善製菓所、鷹屋邸、山崎邸、布目邸、新田邸 

Ｎ 邸完成見学会 

学ぶ会講習風景 

Ｏｋ 邸完成見学会 

Ｏｈ 邸反省会 

魁棟梁塾現場実習 

町家再生セミナー 
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05 第7 回総会 
05 第1 回「楽町楽家」開催 
06 『町家再生の創意と工夫』出版 
06 （第1 回）「全国町家再生交流会」開催 
02「京町家棟梁塾」塾生募集 
見学会、研修会：長戸邸完成（04）、移築町 

家振動実験見学（04）、続木邸中間（08） 
続木邸完成（01 情報ｾﾝﾀｰ、03 友の会） 

講師、パネラー派遣：KARTH（08）、建築学 
会「民家再生50 年の軌跡と民家再生」 
（09）、福知山天又油店（09）、木の建築 
フォラムシンポ（02） 

実績：相談案件29 件、相談員派遣23 件、 
完了14 件：中村憲三邸、白杉邸、麻生邸、 
長戸邸、大西邸、続木邸、小倉邸、片山邸、 
宮原邸、二塚邸、矢作邸、中島邸、宮田邸、 
太田邸 
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04 「京町家棟梁塾」開塾 
05 「町家が守れ建てられるようにする市民会合」開始 
05 第 2 回「楽町楽家」開催 
06 「建築士」（建築士会連合会）6 月号に作事組記事掲載 
07 山鉾調査 
09 「住宅」（(社)日本住宅協会）9 月号作事組論文掲載 
02 内閣府「地域の人材形成と地域再生研究における 

調査研究」ウエブシンポ 
03「次代作事組」検討委員会の提案 
見学会、研修会：川邸改修中（05 友の会、棟梁塾）、梅津 

林家（07）、船鉾町家改修中（12SDC）、本法時多宝 
塔改修現場（12）、中井邸、船鉾町家、左近邸（02 
理事、棟梁塾）、船鉾町家完成（02 友の会）、中井邸 
完成（03 友の会）、 

講師、パネラー派遣：姫路・町家再生塾創立2 周年記念 
講演会、全国町並みゼミ八女大会、梅津まちづくり 
協議会シンポ、内閣府ウェブシンポ 

実績：相談案件27 件、相談員派遣23 件、完了20 件、 
施工中3 件、完了：第4 期堺町画廊、出口邸、津田邸、 
岡庭邸、林邸、瀬川邸、菅原邸、中井邸、船鉾町家、 
福島邸、井上邸、北村チエコ邸、左近邸、続木邸第2 期、 
中島秀之邸第2 期、瀬川邸第2 期、中井邸第2 期船鉾町 
家第2 期、大井邸第2 期、太田邸第2 期 
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04 「京町家棟梁塾」2 年次開塾 
04 「作事組だより」発行 
05 「町家が守れ建てられるようにする市民会合」準備会第8～15 回 
05 第3 回「楽町楽家」開催  オープンハウス 船鉾町家・八木邸・作事組事務局 
05 平成19 年度総会  
06 ベトナムホイアン市の現地民家と京町家の比較展示に資料提供 
07 祇園祭山鉾調査 
09 建設産業新聞より取材受け入れ 
12 「第２回全国町家再生交流会」に参加「作事組全国協議会」設立を決議 
見学会、研修会：「あずきや」（07 友の会）、Atkinson 邸（07）、 

錦山本邸（01 友の会）、西垣邸改修中（01 情報Ｃ）、 
八幡山町会所改修中（02 町内、再生研、友の会、武庫川女子大） 

講師、パネラー派遣：’07 全国町並みゼミ伊勢大会分科会コーディネーター派遣、 
JIA 市民大学講座’07 まちづくりセミナー講師派遣 

実績：相談案件35 件、相談員派遣35 件、完了18 件、施工中6 件。 
完了：廣岡邸、山本邸、八木邸、根来邸、錦山本邸、いと由、畑中邸、山田邸、長岡邸、佐々木邸、光安邸、 
山本邸第２期、浜谷邸、福田邸、西垣邸、ギャラリー妙芸、井上邸、中島邸 

楽町楽家 

京町家棟梁塾 

北山杉産地視察 

現場実習 

山鉾調査 

町家ファンド適用事例 

 「作事組全国協議会」趣旨
 

中京Y邸 
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04  「町家を守れ、建てられるようにする市民の会合」   

：第1～4回会合、12 要請書をとりまとめ 
05 「京町家棟梁塾」第２期開塾 

05 第4 回「楽町楽家」開催  オープンハウス、・ミニレクチャー 
07 祇園祭山鉾調査 
08 「作事組全国協議会」設立準備会（姫路）を経て 

02 設立総会開催（京都） 
09 京町家悉皆調査に参加（伏見） 
 

見学会、研修会：山内理事町家（04）、田中邸（05）、 

Atkinson邸（05友の会、再生研、棟梁塾）、 

八幡山町会所（07友の会、再生研、棟梁塾）、 

今井邸工事中・完成（09・12友の会、再生研、棟梁塾） 

講師、パネラー派遣：京都外国語大学（05）、 

H20地方シンクタンクフォーラム、JICA町家再生レクチャー、 

全国町並みゼミ 分科会パネリスト派遣 

実績：相談案件31件、相談員派遣31件、完了18件、 

施工中10件。 

完了：中村邸、Atkinson邸、田中邸、松浦邸、八幡山町会所、 

小池邸、笹井邸、松村邸、矢尾定、井上邸、和田邸、今井邸、 

辻井邸、福井邸、時武邸、新津保邸、殿岡邸、堺町画廊第5期 
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Ｈ 
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05 第5回「楽町楽家」開催 オープンハウス（事務局）、 
麻依子コンサート・町と技のお話の会（釜座町町家） 

07 「町家を守り、建てられるようにする市民の会合」： 
「要請文」を市長に提出、08 行政担当部局と顔合せ 

10 第3回全国町家再生交流会参加（金沢）、 
「作事組全国協議会」会員代表者会議開催（金沢） 

11 作事組設立10周年記念事業 座談会「10年の総括」、 
シンポジウム「市民と行政の協働」、作事組・友の会の交流会、 
町家保全企画 実施 

01 第6回まちづくり賞 大賞受賞（日本建築士会連合会） 
見学会、研修会：増田徳兵衛商店 月の桂工事中・ 

完成（04・02 再生研、友の会、棟梁塾）、旧西田邸（04）、 

伏見松村邸工事中（09棟梁塾）、大黒邸工事中（01棟梁塾）、 

和田様借家工事中（01棟梁塾）、 

丹後地方の民家と古社寺見学研修会(3/14-15) 
講師、パネラー派遣：すまいろん（住宅総合研究所）対論(04)、 

すまいがっこう(07)、京都外国語大学（10）、京都学園大学(12) 

実績：相談案件33件、相談員派遣33件、完了21件、施工中2件。 

完了：浅田様民宿、岸本邸、澤井醤油諸味蔵、竹島邸、吉村邸、 

丸山邸、田中様借家、ぜにや祇園店、増田徳兵衛商店、山内家 

（中川邸）、中川邸、九山邸、松浦邸、アラード邸、松村邸、 

中川様借家、大黒邸、布屋第2期、島津様借家、中村邸、和田様借家 

１ １ 年間の実績 ．相談件数：406 件．100 万円以上改修：152 件 

町家を守れ、建てられるようにする市民の会合 

作事組全国協議会 設立 

作事組 10 設立周年記念シンポジウム 

作事組全国協議会 金沢 


