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１.民家形式  

主屋 

釜屋 

主屋 

釜屋 
主屋 

曲り屋 分棟型 直屋 

土間部分と床上部分とを別
棟につくり、両部分をつなぐ
ところに大きな樋を設ける 

馬屋を突き出させる 長方形の平面 



２.茨城県の古民家の分布状況  

凡例 

 

曲屋型 
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直屋型 



３.分棟型  １）中崎家 

指定：国指定文化財 建造物 昭和４３年４月２５日   

所在地：水戸市鯉淵2897 
建立時期：江戸時代初期 

地侍の後裔の家。  

屋敷地には土塁と空壕
が回り「堀の内」の屋号を
もつ。 

当初は分棟型の建物
だが、土間は失われ主屋
のみが残る。 

広いカッテの隅にナン
ドを設け、上手2室が座
敷で縁を回す。 
柱はほぼ1間毎にたち
省略は少ない。 

曲がった材を巧みに組
んだ梁組はみごと。 



２）塙家 

  

指定区分：国指定重要文化財  
所在地：笠間市安居 
建設年代 ：江戸時代後期(1751～1829)  

名主の家。  

今は屋根をつなげて
あるが、当初は分棟型
で小屋組が残る。 

本屋は広間型系平
面。背面のヘヤが広間
に張り出す。 

梁間一杯に梁を渡し、
その上約半間内方に
束立ちで上屋梁を架
けた構造。小屋は棟束
併用の叉首組。 

茨城県中・北部に分
布する分棟型民家の
典型。   

http://archives.bunkenkyo.or.jp/term/index.html#D5


４.曲がり屋   １）飛田家 

指定：国指定文化財 建造物    

所在地：古河市（常陸太田市金砂郷） 
建立時期：１８世紀前半（推定） 

茨城県下最古の曲家。 
 中央にイタノマをおき、

東北隅を間仕切り、ヘヤ
とする。ザシキは8畳で床
の間付。 
上屋梁は、2間半。上屋

柱の省略が多く進んだ構
造。 

突出部分は材料、工法
ともに異なるが当初で、こ
の地方の分棟型から曲
家へ移行する時期を知る
うえで貴重な構造。  



２）小野家 

指定：県指定文化財 建造物    

所在地：日立市諏訪町２丁目18-11 
建立時期：言い伝えでは寛永１６年（１６３９年） 

木造平家で、一部中２
階があり、寄棟造り 

構造は、桁行９間、梁
間３．５間の主屋に３間x２．

５間の曲がりがつき、廐が
内臓されその上に中２階 

土間の架構は、梁を一
段組みにした簡素なもの 

天井は重ね張りを室内
に見せている。 

柱の仕上げは、人目に
触れない裏まわりを平刃
チョーナを使用。 



５.直屋   １）椎名家 

指定：国指定文化財 建造物  
所在地：出島村加茂4148 
建立時期： 1674年（延宝2年）  
 ／「延宝弐年きのへ寅12月3日椎名茂エ門37年」の墨書  

寛永（1620年）以前から、

この地に住み、村役を勤
めた家柄。 
 広い屋敷の周囲には、
堀の跡と不動堂（1721年、
亨保6年）、鷲宮大明神
（1673年、寛文13年）など

が残り、樹齢数百年の榎
が家柄の古さをしのばせ
る。 明治2年の古図には、

このほか長屋門、馬屋、
井戸2カ所と垣根が描か
れている。  



２）平井家 

指定：国指定文化財 建造物    
所在地：新利根村柴崎155 
建立時期： 1700年（元禄10年） 

正面と西側面をせがい
造りとした家。整形間取り
系平面。 ザシキは入間
側部分を取り込んだ3間
に3間半の広い部屋で、
柱2本が独立して立つ。 

上屋・下屋からなる構
造で、上屋梁は前後とも
端を持ち出し、繁梁上に
束立ち。仕上げは丁寧で
質が高い。 

構造・平面とも椎名家
に似て、その発達形を示
す。 

http://www.geocities.jp/matwola/minka/ibaraki/minami/siina.html


６.各部屋  

客間／ 
上客を通す 

役人が来た時
の次の間 
祝儀にも使う 

 

嫁が使った部屋 

養蚕に使った 

夏には昼寝も 

仏壇といろり 
年寄りが使った 

食事 

ヒロマ／養蚕も 



７.家の神々   

 屋敷神 稲荷  

 氏神／木や石の祠、
ワラ宝殿 

 部屋の中／ 
 大神宮 神棚 お札 
 仏壇 
 かまど／オカマサマ 
 うまや／勝善さま 
 ウガジン様 
 エビス様 
 タノカミサマ 
 



８.屋敷どり   
「新村を開くとき、井を掘りて水の有無を見届け、百姓住
居申しつくべし。水なくば村居を水ある所へ移すべし」 

 

百姓の住む屋敷は湿地を避けること｡ 
北下がりの土地を家作しないこと｡ 
海へ出入りするのに不便な所に屋敷を設けないこと｡ 
土地のよく肥えた所へは、宿場のように百姓の住む屋敷などを設けないこと｡ 
山のある村では、山根(ヤマネ)に家作すること｡ 

東南に高い山があって、木陰になる所で、北の方がなだらかで、大きな川のあ
る所を三隅の地という｡ここは、子孫が繁栄しない土地である｡百姓方より願が
あっても、検地役人は、そのことを十分心得ておいて、屋敷としては渡してはな
らない｡日当たりがよく、西北の風を受けないところに屋敷を渡すべきだ｡海辺の
岸壁や大きな川のほとりは、井戸水が湧き出ないから、家作の前に試掘してみ
ることがよい｡ 

高い山のふもとに家作してはならない｡山が崩れて、人馬がけがすることもある
ので、難所を除き家作を申し付けること｡ 

百姓の住む屋敷の場合、南向きに家作すること｡暖かで働きやすく、稲や麦の
諸品を干すのに適している｡東向きは早く日陰になって、損であるし、北西向き
は寒くてしのぎ難いものであること｡ 

 



１）屋敷の配置  



２）茨城町南川 北村家  

生け垣 

面積／一反五畝 

井戸 

風呂 
隠居屋 

あまや 

肥料舎 

氏神 

木小屋 



３）高橋家  
生け垣／幅3ｍ、高さ

1.2ｍの土手の上に 
マキの生け垣 タヌキ小屋 

牛小屋 

便所 

わら小屋 

氏神 



４）取手市 岡田家  

氏神 

馬酔木 

馬屋 

ヒイラギ 

木小屋 倉 



茨城の地勢 

北に阿武隈山系の八溝・久慈・多賀の山地。その間を山田川・
久慈川・那珂川が流れ、その流域が平野。 

阿武隈山地の南走した所が加波山・筑波山（標高８７６ｍ） 

県の南東部、霞ヶ浦・北浦、その周辺が水郷地帯。そこを流れ
る利根川に鬼怒川・小貝川が流れ込み、早場米地帯として有名。
海岸線は北茨城から神栖市波崎まで延長１８６キロ。日立・大
洗・鹿島・常陸の港湾や平潟・大津・久慈・磯崎・平磯・那珂湊・
波崎の漁港がある。気候的には日本の中心。動物・植物など、
南限・北限に属するものが多く、豊かな自然環境にめぐまれてい
る。春から初夏と秋には北東風（空っ風）。冬は北西の季節風。 

年平均気温１２．５～１４．４度。雨は少ない。 

県北では、この風から守るため曲屋にした所もある。 

茨城の風土 



一般に数坪から１０数坪、江戸時代初期１７世紀から大きくなり、技術向
上。掘立柱から礎石を据えた石場建て。規模も一回り拡大。客間と座敷、
高床。間取りはヒロマが家の中心。この三つの間取りは広間型が小農の
一般形式で平面は直屋。 

■曲屋は生活の知恵 茨城では広く県北、北茨城市・日立市・大
子町・常陸太田市・東海村・勝田市などに分布。南下して鹿嶋市
（旧大野村）・神栖市に分布。勝田市では強風から守るため。直
屋を改良したものもある。筑波山周辺の曲りは土地の都合。現在、
馬の必要がなく、農作業もしないので、土間は不必要。 

■分棟型の特色 様々な生活機能を一つの屋根の下で。 

分棟型は沖縄から奄美大島、鹿児島、高知、愛知から静岡、房総
半島から茨城県北部など、太平洋側に分布。茨城では常陸大宮市
（旧美和村）、城里町（旧桂村）、水戸市内原町、笠間市などに
分布していた。現存するのは、前記の３棟（他に太田家は川﨑
に）今は解体されてなうが、旧桂の宮田家は、釜屋と主家を樋で
つなぐ。主屋はヒロマ・リョウリノマ・ナカノマ・ヘヤ・オクザ
シキがあり、釜屋にはウマヤとフロバがあった。 

農家の型 



 直屋が基礎で、これに曲屋は分棟がついたと考えてよい。 

 移築された土肥家           移築前の土肥家主屋・間取り・内部 

直屋は民家の基礎 



 主屋と分棟をつなぐ溝（塙家）・分棟住宅宮田家（旧桂村）家と現状図 

 勝田市Ｕ氏住宅・復元図 

分棟型写真・曲屋写真 



 屋根職人・誇り高い。屋根の雨漏り最大の悩み。「やねやさま」。 

 本県の屋根、茅葺と板葺。今は板葺なし大正時代までか。木羽屋（こばや）。
県北、板葺が多かった。 

 茅葺屋根 職人 かやで・やねし・やねやと呼ぶ。会津から農閑期に来る。
丸葺など大掛かりな仕事。県内のかやでは各地に分散、差し茅などこまめ
な屋根の補修、家の長持ちに必要。 

 茅というのは通称、ススキ・ヨシで、山茅、水茅ともいう。浮島の茅が高級。
各地に共同の草刈場・茅場があった。 

 茅屋根の葺き替え ３０年に一度、当主の代替わりが目安。昔は結といって
近所・縁者の助け合いで作業した。屋根の下地からだと１か月かかる。旧家
には「屋根普請帳」がある。隣近所・親戚からの藁縄何把、竹何本、釘何本、
酒何升、米何升、銭いくら、人手何人と記録されている。 

 屋根葺きの技術 屋根の小屋組は簡単 水平に渡した梁の上に２本の杉丸
太を組んだ三角形、これを叉首（さす）組または合掌組という。その頂点を
結んで棟木をのせる。これにまず、横方向に屋根竹をほぼ４５センチ間隔に
入れ、次に縦方向に１間（約１．８ｍ）八つ割ぐらいに垂木竹を渡す。この上
に更に横方向に垂木竹を渡す。この上に更に間隔を狭めて木舞竹を配す
る。これで屋根の下地が出来あがる。 

屋根 



軒付は、腕の見せ所である。県南地方では、稲藁・古茅・葭（よし）など色を替
えて何段にも重ねる手法がみられる。間に篠竹の節揃い入れることもある。何
枚重ねる、何枚とおすという。段数または枚数のほうがよい。家の格式の高さを
示す。江戸時代からの流行。「段葺き」〔飾り葺き」という。軒付けが終わると平
葺きにに移る。何段にも茅を重ねてゆき、その都度、小舞竹や押鋒竹という中
間に入れた押さえと縄で縛りつける。締め具合は、かやでさんの足の感触次第
である。棟の所まで順次葺き上げて最後に棟の納まり部分となる。 

棟押さえ かやでさんの腕の見せどころ。今では丸棟の上に竹簀子（すのこ）を
巻いて、これに大判の丸瓦をかぶせた「雁振瓦」が一般的。以前は棟押さえに
土を厚くのせ、根の張る植物を植えた。これで屋根工事が一段落。「ぐし祭り」
をする。屋根は補修も大変である。 

軒付け 下地が出来ると、軒先から茅の根元を下に向けて葺き始める。この 



旧土肥家住宅  主屋・隠居 屋根せがい 



住まい・昭和４０年代 



古民家を改修 大子町 クナッパーさん宅 


