
工　事　写　真
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工事写真

工事写真

修理前竣工写真 （株式会社文化財保存計画協会撮影）

【竣工】 「南棟」 南面

【竣工】 外観　南東より

【竣工】 「南棟」 正面

【竣工】 外観正面 (東面 )

【修理前】 「南棟」 南面

【修理前】 外観　南東より

【修理前】 「南棟」 正面

【修理前】 外観正面 (東面 )

外観
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工事写真

【竣工】 客室 4北東より客室 3 を見通す

【竣工】 客室 4 より客室 3 を見通す

【竣工】 客室 3南西より客室 4 を見通す

【竣工】 客室 3 より客室 4 を見通す

【修理前】 客室 4北東より客室 3 を見通す

【修理前】 客室 3 より客室 4 を見通す

【修理前】 客室 3南西より客室 4 を見通す

【修理前】 客室 4 より客室 3 を見通す

「北棟」

98

工事写真

【修理前】 外観　南西より

【修理前】 外観　北西より

【修理前】 外観　北東より

【修理前】 「北棟」 客室 5及び便所外観　北東より【竣工】 「北棟」 客室 5及び便所外観　北東より

【竣工】 外観　北東より

【竣工】 外観　北西より

【竣工】 外観　南西より



99

工事写真

【竣工】 客室 4北東より客室 3 を見通す

【竣工】 客室 4 より客室 3 を見通す

【竣工】 客室 3南西より客室 4 を見通す

【竣工】 客室 3 より客室 4 を見通す

【修理前】 客室 4北東より客室 3 を見通す

【修理前】 客室 3 より客室 4 を見通す

【修理前】 客室 3南西より客室 4 を見通す

【修理前】 客室 4 より客室 3 を見通す

「北棟」

98

工事写真

【修理前】 外観　南西より

【修理前】 外観　北西より

【修理前】 外観　北東より

【修理前】 「北棟」 客室 5及び便所外観　北東より【竣工】 「北棟」 客室 5及び便所外観　北東より

【竣工】 外観　北東より

【竣工】 外観　北西より

【竣工】 外観　南西より



101

工事写真

【竣工】 客室 7　南よりみる

【竣工】 客室 8　南よりみる

【竣工】 客室 7 より客室 6 を見通す

【竣工】 客室 7　北西よりみる

【修理前】 客室 8　南よりみる

【修理前】 客室 7北西より客室 6 を見通す

【修理前】 客室 7 より客室 6 を見通す

【修理前】 客室 7　南よりみる

100

工事写真

【竣工】 客室 5　東よりみる

【竣工】 客室 6南東より客室 7 を見通す

【竣工】 客室 5　南よりみる

【竣工】 客室 6　北よりみる 【修理前】 客室 6　北よりみる

【修理前】 客室 6南東より客室 7 を見通す

【修理前】 客室 5　南よりみる

【修理前】 客室 5　東よりみる
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工事写真

【竣工】 客室 7　南よりみる

【竣工】 客室 8　南よりみる

【竣工】 客室 7 より客室 6 を見通す

【竣工】 客室 7　北西よりみる

【修理前】 客室 8　南よりみる

【修理前】 客室 7北西より客室 6 を見通す

【修理前】 客室 7 より客室 6 を見通す

【修理前】 客室 7　南よりみる

100

工事写真

【竣工】 客室 5　東よりみる

【竣工】 客室 6南東より客室 7 を見通す

【竣工】 客室 5　南よりみる

【竣工】 客室 6　北よりみる 【修理前】 客室 6　北よりみる

【修理前】 客室 6南東より客室 7 を見通す

【修理前】 客室 5　南よりみる

【修理前】 客室 5　東よりみる
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工事写真

【竣工】 「北棟」 便所　南東よりみる

【竣工】 「北棟」 洗面所　南よりみる

【竣工】 「北棟」 洗面所　北よりみる

【竣工】 「北棟」 廊下　北西よりみる

【修理前】 「北棟」 洗面所　南よりみる

【修理前】 「北棟」 便所　南東よりみる

【修理前】 「北棟」 洗面所　北よりみる

【修理前】 「北棟」 廊下　北西よりみる

102

工事写真

【竣工】 「北棟」 二階廊下　北西よりみる

【竣工】 客室 5　トコ ・床脇

【竣工】 客室 8　南西よりみる

【竣工】 客室 8　東よりみる

【修理前】 客室 5　トコ ・床脇

【修理前】 「北棟」 二階廊下　北西よりみる

【修理前】 客室 8東より廊下を見通す

【修理前】 客室 8　南西よりみる
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工事写真

【竣工】 「北棟」 便所　南東よりみる

【竣工】 「北棟」 洗面所　南よりみる

【竣工】 「北棟」 洗面所　北よりみる

【竣工】 「北棟」 廊下　北西よりみる

【修理前】 「北棟」 洗面所　南よりみる

【修理前】 「北棟」 便所　南東よりみる

【修理前】 「北棟」 洗面所　北よりみる

【修理前】 「北棟」 廊下　北西よりみる

102

工事写真

【竣工】 「北棟」 二階廊下　北西よりみる

【竣工】 客室 5　トコ ・床脇

【竣工】 客室 8　南西よりみる

【竣工】 客室 8　東よりみる

【修理前】 客室 5　トコ ・床脇

【修理前】 「北棟」 二階廊下　北西よりみる

【修理前】 客室 8東より廊下を見通す

【修理前】 客室 8　南西よりみる
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工事写真

【竣工】 仏間　トコ ・仏壇 ・床脇

【竣工】 茶の間北西より仏間を見通す

【竣工】 仏間南西より茶の間を見通す

【竣工】 茶の間より仏間を見通す

【修理前】 茶の間北西より仏間を見通す

【修理前】 仏間南西より茶の間を見通す

【修理前】 仏間　トコ ・仏壇 ・床脇

【修理前】 茶の間より仏間を見通す

104

工事写真

【竣工】 客室 2　南西よりみる

【竣工】 客室 1 より客室 2 を見通す

【竣工】 客室 2北東より客室 1 を見通す

【竣工】 客室 2 より客室 1 を見通す 【修理前】 客室 2 より客室 1 を見通す

【修理前】 客室 2北東より客室 1 を見通す

【修理前】 客室 1 より客室 2 を見通す

【修理前】 客室 2　南西よりみる

「中央棟」
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工事写真

【竣工】 仏間　トコ ・仏壇 ・床脇

【竣工】 茶の間北西より仏間を見通す

【竣工】 仏間南西より茶の間を見通す

【竣工】 茶の間より仏間を見通す

【修理前】 茶の間北西より仏間を見通す

【修理前】 仏間南西より茶の間を見通す

【修理前】 仏間　トコ ・仏壇 ・床脇

【修理前】 茶の間より仏間を見通す

104

工事写真

【竣工】 客室 2　南西よりみる

【竣工】 客室 1 より客室 2 を見通す

【竣工】 客室 2北東より客室 1 を見通す

【竣工】 客室 2 より客室 1 を見通す 【修理前】 客室 2 より客室 1 を見通す

【修理前】 客室 2北東より客室 1 を見通す

【修理前】 客室 1 より客室 2 を見通す

【修理前】 客室 2　南西よりみる

「中央棟」
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工事写真

【竣工】 台所　東よりみる

【竣工】 居間　南西よりみる

【竣工】 居間　北西よりみる

【竣工】 居間　東よりみる

【修理前】 台所　東よりみる

【修理前】 居間　南西よりみる

【修理前】 居間　北西よりみる

【修理前】 居間　東よりみる

106

工事写真

【竣工】 事務所　北東よりみる

【竣工】 事務所　南西よりみる

【竣工】 玄関　北東よりみる

【竣工】 玄関　正面

【修理前】 事務所　北東よりみる

【修理前】 事務所　南西よりみる

【修理前】 玄関　北東よりみる

【修理前】 玄関　正面

「南棟」
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工事写真

【竣工】 台所　東よりみる

【竣工】 居間　南西よりみる

【竣工】 居間　北西よりみる

【竣工】 居間　東よりみる

【修理前】 台所　東よりみる

【修理前】 居間　南西よりみる

【修理前】 居間　北西よりみる

【修理前】 居間　東よりみる

106

工事写真

【竣工】 事務所　北東よりみる

【竣工】 事務所　南西よりみる

【竣工】 玄関　北東よりみる

【竣工】 玄関　正面

【修理前】 事務所　北東よりみる

【修理前】 事務所　南西よりみる

【修理前】 玄関　北東よりみる

【修理前】 玄関　正面

「南棟」
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工事写真

【竣工】 物置　北西よりみる

【竣工】 使用人室　南西よりみる

【竣工】 物置　小屋現わし天井

【竣工】 物置　南よりみる

【修理前】 物置　小屋現わし天井

【修理前】 物置　北西よりみる

【修理前】 物置　南よりみる

【修理前】 使用人室　南西よりみる

108

工事写真

【竣工】 ランプ室より 「南棟」 便所を見通す

【竣工】 裏玄関　南東よりみる

【竣工】 裏玄関　西よりみる

【竣工】 台所　北西よりみる

【修理前】 裏玄関　南東よりみる

【修理前】 裏玄関　西よりみる

【修理前】 台所　北西よりみる

【修理前】 ランプ室より 「南棟」 便所を見通す
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工事写真

【竣工】 物置　北西よりみる

【竣工】 使用人室　南西よりみる

【竣工】 物置　小屋現わし天井

【竣工】 物置　南よりみる

【修理前】 物置　小屋現わし天井

【修理前】 物置　北西よりみる

【修理前】 物置　南よりみる

【修理前】 使用人室　南西よりみる

108

工事写真

【竣工】 ランプ室より 「南棟」 便所を見通す

【竣工】 裏玄関　南東よりみる

【竣工】 裏玄関　西よりみる

【竣工】 台所　北西よりみる

【修理前】 裏玄関　南東よりみる

【修理前】 裏玄関　西よりみる

【修理前】 台所　北西よりみる

【修理前】 ランプ室より 「南棟」 便所を見通す
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工事写真

【竣工】 小屋裏廊下　西よりみる

【竣工】 小屋裏物置　南よりみる

【竣工】 小屋裏物置　西よりみる

【竣工】 小屋裏廊下　南西よりみる

【修理前】 小屋裏廊下　西よりみる

【修理前】 小屋裏廊下南西より和室 1 を見通す

【修理前】 小屋裏物置　西よりみる

【修理前】 小屋裏物置　南よりみる
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工事写真

【竣工】 小屋裏物置　北東よりみる

【竣工】 「南棟」 階段　南東よりみる

【竣工】 小屋裏物置　北よりみる

【修理前】 「南棟」 階段　南東よりみる

【修理前】 小屋裏物置　北よりみる

【修理前】 小屋裏物置　北東よりみる
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工事写真

【竣工】 小屋裏廊下　西よりみる

【竣工】 小屋裏物置　南よりみる

【竣工】 小屋裏物置　西よりみる

【竣工】 小屋裏廊下　南西よりみる

【修理前】 小屋裏廊下　西よりみる

【修理前】 小屋裏廊下南西より和室 1 を見通す

【修理前】 小屋裏物置　西よりみる

【修理前】 小屋裏物置　南よりみる
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工事写真

【竣工】 小屋裏物置　北東よりみる

【竣工】 「南棟」 階段　南東よりみる

【竣工】 小屋裏物置　北よりみる

【修理前】 「南棟」 階段　南東よりみる

【修理前】 小屋裏物置　北よりみる

【修理前】 小屋裏物置　北東よりみる
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仮設工事

解体工事

野地板解体完了 （軒先部）素屋根内部　北東よりみる

柾葺解体完了　野地板「南棟」 屋根面足場　南よりみる

鋼板葺解体完了　柾葺現場事務所兼作業員休憩所　北西よりみる

解体前状況　南西よりみる素屋根外観　南東よりみる

「北棟」 解体工程
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工事写真

【竣工】 和室 1　南東よりみる

【竣工】 和室 2　北西よりみる

【竣工】 和室 2　南東よりみる

【竣工】 和室 1　北西よりみる

【修理前】 和室 2　北西よりみる

【修理前】 和室 2　南東よりみる

【修理前】 和室 1　南東よりみる

【修理前】 和室 1　北西よりみる
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仮設工事

解体工事

野地板解体完了 （軒先部）素屋根内部　北東よりみる

柾葺解体完了　野地板「南棟」 屋根面足場　南よりみる

鋼板葺解体完了　柾葺現場事務所兼作業員休憩所　北西よりみる

解体前状況　南西よりみる素屋根外観　南東よりみる

「北棟」 解体工程

112

工事写真

【竣工】 和室 1　南東よりみる

【竣工】 和室 2　北西よりみる

【竣工】 和室 2　南東よりみる

【竣工】 和室 1　北西よりみる

【修理前】 和室 2　北西よりみる

【修理前】 和室 2　南東よりみる

【修理前】 和室 1　南東よりみる

【修理前】 和室 1　北西よりみる
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工事写真

「南棟」 解体工程

土台解体完了　礎石野地板解体完了　垂木

軸組解体完了　土台柾葺解体完了　野地板

二階床組解体完了　一階軸部鋼板葺解体完了　柾葺

垂木解体状況　小屋組解体前状況　北東よりみる

114

工事写真

「中央棟」 解体工程

土台解体完了　礎石野地板解体完了　垂木

軸組解体完了　土台柾葺解体完了　野地板

小屋組解体完了　軸部鋼板葺解体完了　東面柾葺

垂木解体完了　小屋組解体前状況　北東よりみる
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工事写真

「南棟」 解体工程

土台解体完了　礎石野地板解体完了　垂木

軸組解体完了　土台柾葺解体完了　野地板

二階床組解体完了　一階軸部鋼板葺解体完了　柾葺

垂木解体状況　小屋組解体前状況　北東よりみる

114

工事写真

「中央棟」 解体工程

土台解体完了　礎石野地板解体完了　垂木

軸組解体完了　土台柾葺解体完了　野地板

小屋組解体完了　軸部鋼板葺解体完了　東面柾葺

垂木解体完了　小屋組解体前状況　北東よりみる
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「中央棟」 屋根解体

野地板　東側庇　南東よりみる 小屋裏　野地東面をみる

小屋裏　南西よりみる柾葺詳細

同上　南よりみる同上西側

西面 「北棟」 壁との取合い　「南棟」 との谷に差し込まれた旧亜鉛鍍鉄板 （東側）

116
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「北棟」 屋根解体

柾葺　東側庇　南東よりみる

解体時に大バラシした棟飾り痕跡部分の柾葺

同上野地板遺存していた柾葺の隅棟

遺存していた 「北棟」 便所増築部の柾葺

遺存していた棟飾り蕨手台座 ・の痕跡

遺存していた柾葺の谷部解体前棟飾り　西側
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工事写真

「北棟」 外壁解体 「中央棟」 外壁解体

北棟取合い部西側下見板解体完了下見板解体完了　便所　北西より見る

正面小壁木摺下地下見板解体完了　二階　北西よりみる

西面下見板解体完了　南西よりみる下見板解体完了　二階北面

茶の間窓台下下見板解体完了下見板解体完了　二階　南東よりみる

118

工事写真

棟札取付状況　東よりみる

「南棟」 屋根解体

煙突の屋根突出部取付状況

二階小屋裏廊下の煙突と垂木の取付部

柾葺　南面

野地板　西側下屋　南西よりみる

柾葺解体　西側北面野地板

東側妻面頂部垂木

東側妻面頂部柾葺



119

工事写真

「北棟」 外壁解体 「中央棟」 外壁解体

北棟取合い部西側下見板解体完了下見板解体完了　便所　北西より見る

正面小壁木摺下地下見板解体完了　二階　北西よりみる

西面下見板解体完了　南西よりみる下見板解体完了　二階北面

茶の間窓台下下見板解体完了下見板解体完了　二階　南東よりみる

118

工事写真

棟札取付状況　東よりみる

「南棟」 屋根解体

煙突の屋根突出部取付状況

二階小屋裏廊下の煙突と垂木の取付部

柾葺　南面

野地板　西側下屋　南西よりみる

柾葺解体　西側北面野地板

東側妻面頂部垂木

東側妻面頂部柾葺



121

工事写真

「北棟」 内壁解体 「中央棟」 内壁解体

竪板張解体完了　客室 2押入　南西よりみる

紙貼解体完了　客室 1、 客室 2　西よりみる

紙貼解体完了　客室 2北東よりみる

竪板張解体完了　客室 2北東よりみる

修理前袋貼仕上　二階廊下押入

後設化粧板解体完了　客室 7　西面

後設化粧板解体完了　客室 7北西より客室 6、 客室 8 を見通す

後設化粧板解体完了　客室 6南東より客室 7 を見通す

120

工事写真

「南棟」 外壁解体

壁面層出し　玄関外脇壁　南面下見板解体完了　便所　南西よりみる

下見板解体完了　南西よりみる

下見板解体完了　西面下見板解体完了　南東よりみる

下見板解体完了　便所　北西よりみる正面妻壁木摺下地



121

工事写真

「北棟」 内壁解体 「中央棟」 内壁解体

竪板張解体完了　客室 2押入　南西よりみる

紙貼解体完了　客室 1、 客室 2　西よりみる

紙貼解体完了　客室 2北東よりみる

竪板張解体完了　客室 2北東よりみる

修理前袋貼仕上　二階廊下押入

後設化粧板解体完了　客室 7　西面

後設化粧板解体完了　客室 7北西より客室 6、 客室 8 を見通す

後設化粧板解体完了　客室 6南東より客室 7 を見通す

120

工事写真

「南棟」 外壁解体

壁面層出し　玄関外脇壁　南面下見板解体完了　便所　南西よりみる

下見板解体完了　南西よりみる

下見板解体完了　西面下見板解体完了　南東よりみる

下見板解体完了　便所　北西よりみる正面妻壁木摺下地



123

工事写真

「北棟」 床解体

荒床　客室 7　東よりみる荒床解体完了　床組　客室 4　東よりみる

畳撤去状況　客室 6　北西よりみる荒床　客室 4　東よりみる

荒床解体完了　床組　客室 5　西よりみる荒床解体完了　床組　客室 3　東よりみる

荒床　客室 5　北よりみる荒床　客室 3　北よりみる

122

工事写真

天井解体「南棟」 内壁解体

天井解体状況　「中央棟」 仏間　北東よりみる

天井解体完了　「中央棟」 廊下　南よりみる

天井解体状況　「南棟」 廊下　北東よりみる

天井解体状況　「南棟」 廊下　南西よりみる

紙貼　和室 2　北西よりみる

化粧板解体完了　居間　東よりみる

竪板張解体完了　物置　北東よりみる

壁面層出し　玄関内脇壁　南側



123

工事写真

「北棟」 床解体

荒床　客室 7　東よりみる荒床解体完了　床組　客室 4　東よりみる

畳撤去状況　客室 6　北西よりみる荒床　客室 4　東よりみる

荒床解体完了　床組　客室 5　西よりみる荒床解体完了　床組　客室 3　東よりみる

荒床　客室 5　北よりみる荒床　客室 3　北よりみる

122

工事写真

天井解体「南棟」 内壁解体

天井解体状況　「中央棟」 仏間　北東よりみる

天井解体完了　「中央棟」 廊下　南よりみる

天井解体状況　「南棟」 廊下　北東よりみる

天井解体状況　「南棟」 廊下　南西よりみる

紙貼　和室 2　北西よりみる

化粧板解体完了　居間　東よりみる

竪板張解体完了　物置　北東よりみる

壁面層出し　玄関内脇壁　南側



125

工事写真

「南棟」 床解体

床板撤去状況　床組　便所　西よりみる床板解体完了　床組　居間　南よりみる

後設化粧床板撤去状況　便所　西よりみる床板　居間　南よりみる

後設化粧床板　便所　西よりみる荒床解体完了　床組　和室 2　南東よりみる

床板解体状況　二階　西よりみる荒床　和室 2　南東よりみる

124

工事写真

「中央棟」 床解体

後設床板撤去状況　客室 2 より客室 2押入、 客室 3押入をみる

畳撤去状況

後設床板　客室 2 より客室 2押入、 客室 3押入をみる

荒床解体完了　床組　茶のから仏間をみる

大引　客室 1、 2　南東よりみる

荒床解体完了　床組　仏間　西よりみる

荒床解体完了　床組　客室 2　北東よりみる

荒床　仏間　南よりみる



125

工事写真

「南棟」 床解体

床板撤去状況　床組　便所　西よりみる床板解体完了　床組　居間　南よりみる

後設化粧床板撤去状況　便所　西よりみる床板　居間　南よりみる

後設化粧床板　便所　西よりみる荒床解体完了　床組　和室 2　南東よりみる

床板解体状況　二階　西よりみる荒床　和室 2　南東よりみる

124

工事写真

「中央棟」 床解体

後設床板撤去状況　客室 2 より客室 2押入、 客室 3押入をみる

畳撤去状況

後設床板　客室 2 より客室 2押入、 客室 3押入をみる

荒床解体完了　床組　茶のから仏間をみる

大引　客室 1、 2　南東よりみる

荒床解体完了　床組　仏間　西よりみる

荒床解体完了　床組　客室 2　北東よりみる

荒床　仏間　南よりみる



127

工事写真

発掘調査

コンクリート便槽撤去、 板枠露出状況　「北棟」 便所

発掘完了　「南棟」　南西よりみる

コンクリート便槽　「北棟」 便所

発掘状況　「南棟」　西よりみる

土工事、 基礎工事

基礎コンクリート打設　「北棟」　北西よりみる

同上詳細

基礎配筋状況　南西よりみる

捨てコンクリート打設状況　南西よりみる

126

工事写真

煙突解体 揚家工事

ジャッキアップ完了 （1.5 ｍ）煙突煉瓦部材

ジャッキアップ状況煙突内部

柱脚と土台煙突切断面

腰固め施工状況煙突解体状況



127

工事写真

発掘調査

コンクリート便槽撤去、 板枠露出状況　「北棟」 便所

発掘完了　「南棟」　南西よりみる

コンクリート便槽　「北棟」 便所

発掘状況　「南棟」　西よりみる

土工事、 基礎工事

基礎コンクリート打設　「北棟」　北西よりみる

同上詳細

基礎配筋状況　南西よりみる

捨てコンクリート打設状況　南西よりみる

126

工事写真

煙突解体 揚家工事

ジャッキアップ完了 （1.5 ｍ）煙突煉瓦部材

ジャッキアップ状況煙突内部

柱脚と土台煙突切断面

腰固め施工状況煙突解体状況



129

工事写真

木工事

垂木組立完了　「南棟」　南西よりみる

小屋組組立完了　「南棟」　南西よりみる

一階柱組立完了　南西よりみる

土台組立完了　南西よりみる

土台組立完了　「北棟」　南西よりみる

土台組立完了　「北棟」　南東よりみる

土台組立完了　「北棟」　北東よりみる

土台組立完了　「北棟」　北西よりみる

128

工事写真

煙突部基礎コンクリート

基礎コンクリート詳細　独立基礎部分

基礎コンクリート打設　南西よりみる

基礎コンクリート打設　「中央棟」　西よりみる

保護砂敷設状況　「中央棟」 客室 2　東よりみる

保護砂敷設状況

断熱材敷設状況　「中央棟」 客室 1　北よりみる

断熱材敷設状況



129

工事写真

木工事

垂木組立完了　「南棟」　南西よりみる

小屋組組立完了　「南棟」　南西よりみる

一階柱組立完了　南西よりみる

土台組立完了　南西よりみる

土台組立完了　「北棟」　南西よりみる

土台組立完了　「北棟」　南東よりみる

土台組立完了　「北棟」　北東よりみる

土台組立完了　「北棟」　北西よりみる

128

工事写真

煙突部基礎コンクリート

基礎コンクリート詳細　独立基礎部分

基礎コンクリート打設　南西よりみる

基礎コンクリート打設　「中央棟」　西よりみる

保護砂敷設状況　「中央棟」 客室 2　東よりみる

保護砂敷設状況

断熱材敷設状況　「中央棟」 客室 1　北よりみる

断熱材敷設状況



131

工事写真

荒床施工状況　「南棟」 仏間　南西よりみる装飾補修状況　玄関鼻隠し

荒床施工状況　仏間野地板繕い状況　「北棟」 二階東側庇　北東よりみる

床組組立完了　「南棟」 仏間　西よりみる木摺施工完了　「中央棟」 東面小壁　東よりみる

床組　組立状況　客室 4下見板張り施工完了　「南棟」 二階　北東よりみる　

130

工事写真

下見板張り施工完了　「北棟」　北東よりみる壁下地組立完了　「南棟」　東よりみる

下見板張り施工完了　「中央棟」　南西よりみる柱根継ぎ状況　「北棟」 と 「中央棟」 屋根との取合部

下見板張り施工完了　「南棟」　南東よりみる

壁下地組立完了　「南棟」　南東よりみる柱根継ぎ状況



131

工事写真

荒床施工状況　「南棟」 仏間　南西よりみる装飾補修状況　玄関鼻隠し

荒床施工状況　仏間野地板繕い状況　「北棟」 二階東側庇　北東よりみる

床組組立完了　「南棟」 仏間　西よりみる木摺施工完了　「中央棟」 東面小壁　東よりみる

床組　組立状況　客室 4下見板張り施工完了　「南棟」 二階　北東よりみる　

130

工事写真

下見板張り施工完了　「北棟」　北東よりみる壁下地組立完了　「南棟」　東よりみる

下見板張り施工完了　「中央棟」　南西よりみる柱根継ぎ状況　「北棟」 と 「中央棟」 屋根との取合部

下見板張り施工完了　「南棟」　南東よりみる

壁下地組立完了　「南棟」　南東よりみる柱根継ぎ状況



133

工事写真

柾葺

柾葺施工完了　「北棟」　南西よりみる野地板施工完了　「北棟」　南西よりみる

柾葺施工完了　「北棟」　北西よりみる野地板施工完了　「北棟」　北西よりみる

柾葺施工完了　「北棟」　北東よりみる野地板施工完了　「北棟」　北東よりみる

柾葺施工完了　「北棟」　南東よりみる野地板施工完了　「北棟」　南東よりみる

屋根工事

132

工事写真

腰板施工完了　事務所　北面化粧板壁施工完了　「中央棟」 客室 2押入　南よりみる

仮組状況　事務所腰板化粧板壁施工状況　台所　東よりみる

補修状況　事務所腰板天井組立完了　「南棟」 玄関、 廊下　東よりみる

補修前　事務所腰板天井組立状況



133

工事写真

柾葺

柾葺施工完了　「北棟」　南西よりみる野地板施工完了　「北棟」　南西よりみる

柾葺施工完了　「北棟」　北西よりみる野地板施工完了　「北棟」　北西よりみる

柾葺施工完了　「北棟」　北東よりみる野地板施工完了　「北棟」　北東よりみる

柾葺施工完了　「北棟」　南東よりみる野地板施工完了　「北棟」　南東よりみる

屋根工事

132

工事写真

腰板施工完了　事務所　北面化粧板壁施工完了　「中央棟」 客室 2押入　南よりみる

仮組状況　事務所腰板化粧板壁施工状況　台所　東よりみる

補修状況　事務所腰板天井組立完了　「南棟」 玄関、 廊下　東よりみる

補修前　事務所腰板天井組立状況



135

工事写真

屋根板金

棟包み施工状況鋼板葺完了　「南棟」　南西よりみる

棟包み施工状況屋根養生状況　「南棟」　南西よりみる

板金加工状況ルーフィング下地施工完了　「南棟」　南西よりみる

ガルバリウム鋼板葺施工状況野地板施工完了　「南棟」　南西よりみる

134

工事写真

棟飾り

現寸型板 （モックアップ） 据付検討状況

棟飾り施工完了谷部施工完了

隅棟施工状況 補強金物据付状況

平葺施工状況

棟飾り形状検討状況軒付施工状況



135

工事写真

屋根板金

棟包み施工状況鋼板葺完了　「南棟」　南西よりみる

棟包み施工状況屋根養生状況　「南棟」　南西よりみる

板金加工状況ルーフィング下地施工完了　「南棟」　南西よりみる

ガルバリウム鋼板葺施工状況野地板施工完了　「南棟」　南西よりみる

134

工事写真

棟飾り

現寸型板 （モックアップ） 据付検討状況

棟飾り施工完了谷部施工完了

隅棟施工状況 補強金物据付状況

平葺施工状況

棟飾り形状検討状況軒付施工状況



137

工事写真

建具工事

襖紙貼替作業状況

袋貼作業状況

上貼作業状況

襖紙貼替完了建具施工完了　「北棟」 客室 5　東よりみる

建具繕い完了　玄関引戸

框繕い作業状況

框繕い完了

136

工事写真

左官工事

三和土施工状況　玄関土間掃付けモルタル壁施工完了　「南棟」 妻面

下塗り施工状況

掃付けモルタル壁詳細

モルタル掃付け作業

鋸屑壁施工完了　仏間トコ

漆喰壁施工完了　玄関



137

工事写真

建具工事

襖紙貼替作業状況

袋貼作業状況

上貼作業状況

襖紙貼替完了建具施工完了　「北棟」 客室 5　東よりみる

建具繕い完了　玄関引戸

框繕い作業状況

框繕い完了

136

工事写真

左官工事

三和土施工状況　玄関土間掃付けモルタル壁施工完了　「南棟」 妻面

下塗り施工状況

掃付けモルタル壁詳細

モルタル掃付け作業

鋸屑壁施工完了　仏間トコ

漆喰壁施工完了　玄関
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工事写真

貼付壁工事

袋貼完了　「北棟」 客室 7

上貼施工状況

貼付壁施工完了　「北棟」 客室 7

貼付壁施工完了　「南棟」 仏間床脇

下地調整作業

際ベタ貼完了

袋貼施工状況

袋貼施工完了

138

工事写真

襖紙製作

芭蕉葉模様紙製作完了

下図作成 （トレース作業）

OHP シートに転写

胡粉具引き紙笹柄雲母摺り箔散らし紙作製完了

金砂子定着作業

金砂子蒔き作業

下図作成完了

芭蕉葉模様襖取付状況　「北棟」 二階廊下
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工事写真

貼付壁工事

袋貼完了　「北棟」 客室 7

上貼施工状況

貼付壁施工完了　「北棟」 客室 7

貼付壁施工完了　「南棟」 仏間床脇

下地調整作業

際ベタ貼完了

袋貼施工状況

袋貼施工完了

138

工事写真

襖紙製作

芭蕉葉模様紙製作完了

下図作成 （トレース作業）

OHP シートに転写

胡粉具引き紙笹柄雲母摺り箔散らし紙作製完了

金砂子定着作業

金砂子蒔き作業

下図作成完了

芭蕉葉模様襖取付状況　「北棟」 二階廊下



141

工事写真

古色塗り完了　「北棟」 二階　西面 化粧板施工状況　居間　南東よりみる

古色塗り完了　「北棟」　北面 化粧板取付状況　台所　北東よりみる

調色作業 既存塗膜剥離状況　台所化粧板

仮塗り状況　古色塗りベース色決定時 既存塗膜剥離作業

140

工事写真

暗緑色具引き白斑模様紙製作完了 （左 ：新規製作、 右 ：当初紙）

白斑噴霧状況

具引き紙乾燥状況

具引き作業

塗装工事

「北棟」 復原建具古色塗り完了

建具古色塗り状況

外壁塗装完了　「南棟」　南西よりみる

外壁塗装施工完了　「中央棟」　南東よりみる

壁紙製作
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工事写真

古色塗り完了　「北棟」 二階　西面 化粧板施工状況　居間　南東よりみる

古色塗り完了　「北棟」　北面 化粧板取付状況　台所　北東よりみる

調色作業 既存塗膜剥離状況　台所化粧板

仮塗り状況　古色塗りベース色決定時 既存塗膜剥離作業

140

工事写真

暗緑色具引き白斑模様紙製作完了 （左 ：新規製作、 右 ：当初紙）

白斑噴霧状況

具引き紙乾燥状況

具引き作業

塗装工事

「北棟」 復原建具古色塗り完了

建具古色塗り状況

外壁塗装完了　「南棟」　南西よりみる

外壁塗装施工完了　「中央棟」　南東よりみる

壁紙製作
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工事写真

錺金物工事

生漆摺完了　「北棟」 客室 8襖戸引手

煮黒目重曹磨き完了 （写真左）

銅鍍金作業

欠損部半田接合完了

煙突工事

煙突施工完了

煙突組立状況

煙突補強鋼管とプレート施工状況

煙突補強鋼管金物と基礎の緊結状況

142

工事写真

構造補強工事

構造補強梁設置状況

補強金物設置状況

アンカーボルトと土台の緊結状況

基礎立上りとアンカーボルト

耐力壁施工状況　「北棟」　北面

耐力壁施工状況　居間　南東よりみる

水平ブレース取付詳細

補強トラス設置状況
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工事写真

錺金物工事

生漆摺完了　「北棟」 客室 8襖戸引手

煮黒目重曹磨き完了 （写真左）

銅鍍金作業

欠損部半田接合完了

煙突工事

煙突施工完了

煙突組立状況

煙突補強鋼管とプレート施工状況

煙突補強鋼管金物と基礎の緊結状況

142

工事写真

構造補強工事

構造補強梁設置状況

補強金物設置状況

アンカーボルトと土台の緊結状況

基礎立上りとアンカーボルト

耐力壁施工状況　「北棟」　北面

耐力壁施工状況　居間　南東よりみる

水平ブレース取付詳細

補強トラス設置状況



145

工事写真

外構工事

法面芝張施工状況

不繊布透水シート施工状況

雨落溝有孔管、 砂利敷設状況

雨落溝発掘状況

設備工事

分電盤等取付完了

ランプ型ＬＥＤ照明器具

木台設置状況

引込設備施工完了

144

工事写真

畳工事

補修完了　「北棟」 客室 7釘隠し

松煙イボタ蝋塗り

鑢掛け完了

半田接合補修

畳施工完了　「北棟」 客室 8　西よりみる

畳施工完了　「北棟」 客室 5　西よりみる

畳敷込み状況

畳搬入状況
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工事写真

外構工事

法面芝張施工状況

不繊布透水シート施工状況

雨落溝有孔管、 砂利敷設状況

雨落溝発掘状況

設備工事

分電盤等取付完了

ランプ型ＬＥＤ照明器具

木台設置状況

引込設備施工完了

144

工事写真

畳工事

補修完了　「北棟」 客室 7釘隠し

松煙イボタ蝋塗り

鑢掛け完了

半田接合補修

畳施工完了　「北棟」 客室 8　西よりみる

畳施工完了　「北棟」 客室 5　西よりみる

畳敷込み状況

畳搬入状況



史　   料
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工事写真

発見物

北棟棟札
今回保存修理では取り外していない。 写真は 「旧奥行臼駅逓所古建築調査報告 （平成 21 年
　社団法人北海道建築士会中標津支部）」 より
マツ板、 厚 8 ㎜幅 120 ㎜全長 360 ㎜。  
表 ： （上段） 奉齋　　（中段左） 屋船豊受姫大神　（中段右） 久久能智之大神　（下段右） 食物
衣物住家等世尓在　（下段中） 物乎悉尓始給此乃家産業 （下段右） 乎母守幸賜此止白須
裏 ： 大正九年七月　

南棟棟札　
マツ板、 肩幅　253 ㎜　下幅 224 ㎜　全長 1055 ㎜　厚 21 ㎜、 上下 2 箇所脳天釘止
表 ： （上段） 奉齋　　（下段中） 屋船豊受比賣乃大神　（下段右） 手置帆負乃大神　（下段左）
彦狭知乃大神
裏：（上段）維亍時　（中段右）昭和十六年　（中段左）九月廿四日　（下段中）山崎藤作建之　（下
段右） 請負者　伏見喜代作　（下段左） 大工棟梁　橋本健之助

矩計板図 （一部）
茶の間窓棚板に転用

昭和 16年工事尺棹
（右） 「南棟」 小屋裏物置四分一に転用
（左） 「南棟」 雲筋違に転用


