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兵庫県下で初めての
大規模木造校舎の耐震改修

　篠山市立八上（やかみ）小学校は、昭和12年に建築された木造校舎で、大

規模木造校舎の耐震改修をめざし、兵庫耐震工学研究センター内・実大三次

元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）を用いて既存木造校舎の振動実験

による研究が進められる中、兵庫県教育委員会学事課の助言を受けながら、

平成24年度に兵庫県下で初めてとなる大規模木造校舎の耐震補強工事に着手

いたしました。

兵庫県における篠山市の位置 八上小学校位置図
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1. 八上小学校概要

　篠山市糯ヶ坪89

　棟別
　　①北棟　②南棟　③渡り廊下　
　概要（北棟・南棟）
　　構　　造：木造２階建て
　　建  築  年：1937（昭和12）年
　　延べ面積：925㎡×２棟（北棟・南棟）
　　用　　途：小学校
　設計者
　　不詳
　所有者
　　篠山市

　八上小学校は、篠山城下町から南東約1kmの市
街地外縁部に位置し、その歴史は古く、開校は
1873（明治６）年まで遡る。
　現在の校舎は1937（昭和12）年に建築された
大規模な木造建築物で、築50年を経過した1988
（昭和63）年から1990（平成２）年にかけて、
大規模改修工事を実施している。
　2010（平成22）年に実施した耐震診断の結
果、安全性に問題があることが判明するが、住民
からの地域のシンボルである木造校舎の保存を求
める声も大きかったことから、平成24年に耐震補
強を含めた大規模改修工事を実施した。
　より安全に、より美しく生まれ変わった木造校
舎は、今も変わらず、八上のシンボルとして地域
住民に愛されています。

【所在地】
もち が つぼ

や　かみ

【施設の概要】

校舎配置図

北棟平面図

校章

児童、住民、教職員によって作られた「校舎のうた」

【施設の沿革等】
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2. 地域シンボルの特性

　昭和初期に建築された木造校舎を、今も現役の
校舎として使い続けている事例は県内でも稀であ
り、篠山市としても貴重な木造建築物であると認
識している。
　また、地域の財産である木造校舎を、現代の技
術で耐震性を確保しながら将来に継承し、今なお
各地に残る木造校舎の保存活用に際しての先進モ
デルともなっている。
　なお、耐震改修に際しては、大規模な木造建築
物の耐震補強方法が確立されていなかった中で、
独立行政法人防災科学研究所や神戸大学の協力を
得て、実大三次元震動破壊実験施設「Ｅ－ディ
フェンス」での実験データ等を活用して、補強方
法を検討した。その結果、大規模木造校舎では、
県内では初めての耐震補強の実施事例となり、工
事に際しては、建築当時の雰囲気が残るよう、内
外装について可能な限り原状復旧を行いました。

　

　敷地は県道77号篠山山南線に面しており、周辺
には視線を遮る建物も存在しないことから視認性
も高く、篠山盆地に広がる美しい農村風景や、八
上城跡（国史跡）のある高城山をはじめとする周
辺の山並みとも調和していて、まさに地域のシン
ボルとして愛されている。
　また、景観面だけではなく、八上小学校はその
長い歴史の中で、地域住民が三世代に渡って、学
び、遊び、慣れ親しんだ、心のよりどころとなる
校舎であり、心象においても地域の象徴的存在と
なっている。
　

　敷地の北側の県道に面する形で、北棟が建ち、
その南に中庭を挟んでほぼ同規模・同形状の南棟
が平行に建ち、北棟には、理科室、音楽室等の特
別教室のほか、校長室、職員室等を配置し、南棟
には、普通教室、図書室等を配置している。
　敷地内には、２棟の校舎の東に講堂、南に運動
場、西に八上幼稚園を配している。

昭和45年に撮影された航空写真

竣工（昭和12年）当時の北棟　北西面

現在の北棟　北西面

北東からの全景

【歴史的重要性と事業背景】

【地域のシンボル性】

【校舎の配置】
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　北棟・南棟ともに同意匠の洋風建築で、屋根は
寄棟造のスレート（カラーベスト）葺きとなって
いる。
　外壁は下見板張りで、２階の窓より上が白色リ
シン吹付けとなっている。窓枠については、１階
と２階の縦枠を通すとともに、窓中央の下見板の
部分に化粧の縦押縁が施され、外観のアクセント
となっている。
　北棟の北側中央玄関の上部には切妻の破風が付
けられ、壁面には家形に小窓を並べた装飾が施さ
れている。その下の車寄せには、出目地が付いた
石造を模した洋風意匠の柱が立つ一方で、天井は
格子を組んだ和風の格天井（ごうてんじょう）と
なっている。
　なお、改修に際して内外装に使用した木材はす
べて県内産で、このうち外壁の下見板など、全体
の約56％が篠山市内産である。

　小学校は児童の教育の場であるだけではなく、
施設の性格上、さまざまな地域活動の場としても
利用している。八上小学校は、現在も現役の校舎
として利用しており、地域との関連性は極めて強
い校舎である。
　改修工事の竣工にあわせて、児童や住民、教職
員の協働により、木造校舎への想いを寄せた「校
舎のうた」が作成され、完成記念式典で全児童に
よって斉唱されるなど、地域の誇りとなっている
校舎であり、今後も長く地域の拠点として利活用
されることを期待している。

　懐かしさや温もりを感じる木造校舎の外観が地
域の景観形成に大きく寄与していることに加え、
耐震性を確保するに当って建替えを選択せずに、
耐震補強を実施して保存改修を図ったという点で
も価値の高い建築である。
　歴史ある木造校舎の保存活用に関しての先鞭を
つけた意義も大きく、「校舎のうた」の歌詞に
も、地域住民の木造校舎に対する愛着と誇りが表
れており、景観形成重要建造物にふさわしい建物
であることから、平成27年３月20日付で兵庫県知
事より指定を受けた。　

【地域活動との関連性・地域拠点性】

【校舎意匠】

北棟　南面

南棟　南東面

北棟　北面中央部

北棟　車寄せ天井

【景観形式重要建造物の指定を受ける】
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3. 維持管理方針

　耐震補強を含む大規模な改修工事を平成24年に
終え、耐震補強や修繕、補修が必要だった箇所は
その際に施工した。
　今後は、校舎内外の点検を実施し、長寿命化を
図ることとしている。

　生まれ変わった木造校舎をこの先も守り継ぐこ
とができるよう、定期的な点検調査を行い、劣化
等の問題箇所の早期発見に努めることとする。
　なお、音環境や温熱環境、バリアフリー環境な
ど、児童や教職員にとっての学習・執務環境をさ
らに快適にすることが、間接的にこの木造校舎の
評価をより高め、長期に渡る保全にもつながるこ
とに留意して、今後の検討課題としている。

　建造物の補修、改修等に当たっては、現在の外
観が損なわれないよう、十分に留意する必要があ
り、外壁や屋根等を部分的に補修する場合は、色
彩や質感等について、周囲の既存材料との調和に
配慮することとする。
　なお、将来、別棟を増築する場合は、それが建
つことによって校舎への見通しが妨げられたりす
ることがないよう、その配置には十分な検討と注
意が必要である。

　短期計画
　　日常的な管理・点検

　中期計画
　　維持管理上必要な小修繕

　長期計画
　　総合的な点検調査
　

【修景方針】

【保存・修景実施計画】

【保存計画】

渡り廊下と中庭（右は北棟）

内部　普通教室

内部　廊下

内部　階段

【現状】
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4. 八上小学校校舎建設の経歴

昭和12年度　木造校舎新築昭和12年度　木造校舎新築

昭和63年度～平成２年度　大規模改修事業昭和63年度～平成２年度　大規模改修事業

平成24年度　木造校舎耐震補強工事平成24年度　木造校舎耐震補強工事

  （S46全景航空写真）

  （耐震補強工事完成）
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5. 木造校舎耐震補強工事 事業概要
（１）事業費
　・耐震診断調査業務委託〔㈲ 竹中設計事務所〕

　　　履行期間：平成22年10月29日～平成23年３月25日

　　　契約金額：5,775,000円

　

　・耐震補強工事実施設計業務委託〔㈲ 才本建築事務所篠山事務所〕

　　　履行期間：平成23年10月13日～平成23年12月22日

　　　契約金額：3,444,000円

　・耐震補強工事監理業務委託〔㈲ 竹中設計事務所〕

　　　履行期間：平成24年５月１日～平成24年12月28日

　　　契約金額：1,575,000円

　・耐震補強工事〔荻野・上山特別建設共同企業体〕

　　　工　　期：平成24年５月１日～平成24年12月28日

　　　契約金額：136,951,500円

（２）工事費財源内訳
　学校施設環境改善交付金（国庫補助金）　　　36,248,000円

　緊急防災・減災事業債（地方債）　　　　　　99,600,000円

　義務教育整備基金繰入金　　　　　　　　　　  1,000,000円

　一般財源　　　　　　　　　　　　　　　　　　  103,500円

〔耐震診断結果〕
Iw値（最小値）

既存建物（補強前）

Iwx=0.43

Iwy=0.77

Iwx=0.50

Iwy=0.74

Iwx=1.14

Iwy=1.46

Iwx=1.14

Iwy=1.46

補強設計（補強後）

①棟（管理・特別教室棟）

②棟（教室棟）

（注）「Iwx」は建物の長辺方向、「Iwy」は短辺方向の値を示す。
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（３）補強概要
　・たすき筋交い増設

　　 北校舎　２箇所

　　 南校舎　２箇所

　・壁構造用合板片面補強　　　北校舎73箇所　　南校舎76箇所

　・壁構造用合板両面補強　　　北校舎24箇所　　南校舎26箇所

　・その他両棟共通

　　　基礎補強、２階床面補強、腰・垂壁構造用合板片面、補強金物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（４）その他改修工事
　・屋根（カラーベスト）全面葺き替え（雨樋取替含む）

　・床下等白蟻対策

　

基礎補強（約 186ｍ×2棟） 2階床面補強（約 408 ㎡×2棟）

白蟻駆除（床下薬剤散布）屋根全面葺き替え



－ 9－

（５）工事工程の概要
　　児童の負担を減らし、学校運営上の機能低下を抑えるため、普通教室棟と職員室・保健

　室を夏休み中の完成をめざした。

施工時期 管理室・特別教室棟（北棟） 普通教室棟（南棟）

【全室使用可】

職員室～保健室 校長室･特別教室

夏季休業まで

5/上旬～7/20

夏季休業中

7/21～8/31

第2学期

9/1～12/28

12月28日 工　　事　　完　　成

【全室使用可】
・工事準備・詳細工程打合せ
・外部解体・撤去工
・外部基礎補強工
・外装復旧工

【使用不可】

・内部解体・撤去工

・内部基礎補強工

・軸組補強工

・内装復旧工

【使用可】

・外部解体・撤去工

・外部基礎補強工

・外装復旧工

・屋根全面葺替え工

【使用不可】

・内部解体・撤去工

・内部基礎補強工

・軸組補強工

・内装復旧工

【使用可】

【全室使用可】

【全室使用不可】

・内部解体・撤去工

・内部基礎補強工

・軸組補強工

・内装復旧工

（その他工事）

・手洗い場・渡り廊下改修工事

・屋根全面葺替え工事

★★南棟完成★★

★★北棟完成★★

★★内部完成★★

★★内部完成★★
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（６）特筆点
　①ホールダウン金物と施工性向上
　　土台と柱脚部などの接合部は、

　　柱の引抜きを防止するため、

　　ホールダウン金物により補強

　　し、 筋交いの当たる箇所では、

　　制作金物により施工性を高め

　　た。

　②木材の県内産使用促進と実績
　　当校木造校舎に使用した木材について、仕様書では全て県内産とし全体で約470立米

　　ですが、市内産（篠山市追入）約264立米（約56％）を外壁の下見板（杉）材や付

　　け柱の化粧材に使用した。

   　その他206立米は県内産であり、特に内装の床材及び腰板に使用した。

　③木造の腐食部対策等
　　縦樋付近や雨水がよく当たる箇所など、土台及び各柱脚部などの腐食箇所について、土

　　台継ぎ及び柱継ぎの補修を施した。
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（７）施工に伴う関係法令
　①建築基準法
　　★建築基準法の確認 ： 耐震改修促進法の「認定」により、 確認通知を受けたものとみ
　　　　　　　　　　　　　なす。

　　　　

   　★耐震改修促進法の認定：H24年5月10日　建指第1164号

　　★工事種別：大規模の修繕
　　　　主要構造部の一種以上について過半の修繕（従前と同様）をいう。

　　★検査済証：H24年12月18日　第H24丹波建一000009号
　　　※検査後も既存不適格：法20条（構造耐力）、法28条の2（シックハウス）、令119条（廊下巾）

　　★防火対策上の整備：施行令第114条3項（防火壁の設置）　
　　　　２階廊下部５箇所×２棟に防火壁となる隔壁を設置

　②消防法
　　・消防用設備の設置

　　　　自動火災報知設備を各階８箇所×２棟の32箇所に増設

　③その他関係法令に伴う届け出等
   　 ・ 特定工作物解体等工事届
   　 ・ リサイクル届
   　 ・ 特定建設作業届など

評価委員会は、所管行政庁が認定する前段階の審査機関として位置づけられた公的
機関の評価委員会である。（兵庫県住宅建築総合センター）
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耐震補強工事外観施工写真

基礎補強前　 基礎補強後

外壁下見板取り外し 外壁完成

玄関施工中 正面玄関完成

屋根葺き替え施工中 屋根葺き替え完了
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耐震補強工事内観施工写真

２階階段部施工中 階段完成

普通教室施工中 教室完成

特別教室施工中 特別教室完成

２階廊下床面張替施工中 廊下床面完成
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木造校舎の歴史
明治  6  年

明治 24年

明治 25年

昭和 12年

昭和 16年

昭和 22年

昭和 30年

昭和 31年

昭和 37年

昭和 46年

昭和 47年

昭和 63年

平成  4  年

平成  5  年

篠山幹校知新館の支配として八上内、糯ケ坪、
小多田に設立

名称を八上村立八上尋常小学校と改める

現在の地に校舎新築落成

現在の木造校舎落成式を挙行
工費 6万円

八上村立国民学校と改称する

八上村立八上小学校と改称する

町村合併により篠山町立八上小学校となる
講堂新築落成式を挙行
工費 1200 万円　運動場拡張

標準型 6コース 25メートルプール完成
郡内で初めてのプール開き
工費 100 万円

学級給食はじまる

八上幼稚園開設

創立百年記念事業を挙行

木造校舎大規模改修事業はじまる

八上幼稚園舎、小学校特別教室落成
木造校舎大規模改修事業完成

校舎周辺犬走り・側溝工事完了

平成  9  年

平成 10年

平成 11年

平成 12年

平成 14年

平成 15年

平成 16年

平成 17年

平成 18年

平成 20年

平成 23年

平成 24年
　　　5月

平成 24年
　　12月

平成 25 年
　　　1月

北校舎外壁塗装工事完了

南校舎外壁塗装工事完了

西手洗い屋根設置
町合併により篠山市立八上小学校に改称

講堂雨漏り修理

作法室（東側）を多目的室に、生活科室を
コンピュータ室に改修
南校舎南側窓枠改修工事

講堂の床改修工事
講堂に水銀灯設置

東便所改修工事

プール改築工事完了

南校舎窓枠改修工事

講堂強化ガラス工事
自動火災報知器設置工事
児童用コンピュータ 30台導入

講堂の耐震補強工事完了

木造校舎耐震補強工事開始

木造校舎耐震補強工事完了
工費 1億 4774 万円

木造校舎耐震改修完成記念
オープンスクール・記念式典

昭和12年現木造校舎完成

昭和25年中庭で

昭和45年航空写真

平成元年大改修工事

平成７年大雪の校舎

平成24年耐震補強工事完了

床板がめくられた教室

足場で覆われた校舎

平成４年運動場で
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木造校舎の歴史
明治  6  年

明治 24年

明治 25年

昭和 12年

昭和 16年

昭和 22年

昭和 30年

昭和 31年

昭和 37年

昭和 46年

昭和 47年

昭和 63年

平成  4  年

平成  5  年

篠山幹校知新館の支配として八上内、糯ケ坪、
小多田に設立

名称を八上村立八上尋常小学校と改める

現在の地に校舎新築落成

現在の木造校舎落成式を挙行
工費 6万円

八上村立国民学校と改称する

八上村立八上小学校と改称する

町村合併により篠山町立八上小学校となる
講堂新築落成式を挙行
工費 1200 万円　運動場拡張

標準型 6コース 25メートルプール完成
郡内で初めてのプール開き
工費 100 万円

学級給食はじまる

八上幼稚園開設

創立百年記念事業を挙行

木造校舎大規模改修事業はじまる

八上幼稚園舎、小学校特別教室落成
木造校舎大規模改修事業完成

校舎周辺犬走り・側溝工事完了

平成  9  年

平成 10年

平成 11年

平成 12年

平成 14年

平成 15年

平成 16年

平成 17年

平成 18年

平成 20年

平成 23年

平成 24年
　　　5月

平成 24年
　　12月

平成 25 年
　　　1月

北校舎外壁塗装工事完了

南校舎外壁塗装工事完了

西手洗い屋根設置
町合併により篠山市立八上小学校に改称

講堂雨漏り修理

作法室（東側）を多目的室に、生活科室を
コンピュータ室に改修
南校舎南側窓枠改修工事

講堂の床改修工事
講堂に水銀灯設置

東便所改修工事

プール改築工事完了

南校舎窓枠改修工事

講堂強化ガラス工事
自動火災報知器設置工事
児童用コンピュータ 30台導入

講堂の耐震補強工事完了

木造校舎耐震補強工事開始

木造校舎耐震補強工事完了
工費 1億 4774 万円

木造校舎耐震改修完成記念
オープンスクール・記念式典

昭和12年現木造校舎完成

昭和25年中庭で

昭和45年航空写真

平成元年大改修工事

平成７年大雪の校舎

平成24年耐震補強工事完了

床板がめくられた教室

足場で覆われた校舎

平成４年運動場で



－ 16 －

発行：平成27年３月
編集：篠山市教育委員会学事課
　　　〒669-2397
　　　兵庫県篠山市北新町41
　　　TEL：079-552-5714（ダイヤルイン）
　　　FAX：079-552-5764
E-mail：gakuji_div@city.sasayama.hyogo.jp

八上小学校木造校舎耐震補強工事報告書




