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第５章 中核ゾーンの保存管理 

５-１ 基本的な考え方 

来園者が創設当時に意図された 77 場をはじめとする哲学空間を理解できるよう、修復・復

元に努めるとともに適切に維持し、広く利用に供しつつ後世へと継承するために、以下を基本

方針とする。 

 

（１）哲学堂７７場の修復・復元 

名勝哲学堂公園は、周辺環境や自然災害などの外因や時代の要求のなかで、その姿や利用、

地域との関わりが変化してきた。円了がつくった哲学堂７７場のいくつかは、消失し、原形か

ら一部形状が変わるなどが見られるが、それらを復元するための資料が存在しない。妙正寺川

の洪水被害に見舞われた「唯物園」、「唯心庭」などでは、過去の資料から復元が難しいものが

ある。 

このため、修復、復元に当たっては、新たな資料の収集に努めるとともに、工法や手法など

について個別に専門家の意見を聞き、その方法を決定するものとする。 

建築物は構造診断に基づく安全性を高めることも必要であるが、部材の消失を防ぎ、当時の

技術を保存するためにも、できる限り解体修理を必要としない計画を検討していく。建築物の

修復・復元には、詳細な調査に基づき、専門的な有識者を交えた検討を行う。なお、建築物の

調査に当たっては、雨水など、建築物に影響を与える周辺の土地形状を含めた調査を行うもの

とする。 

 

（２）自然環境の修復 

哲学堂公園は、これまで建築物や石標など全体としては良く保存され、「四聖堂」、「六賢台」、

「宇宙館」などの建築物も周辺景観と調和が図られているが、時代の推移とともにいくつかの

変遷があった。戦後の急速な都市化により、円了の名勝八景や漢詩として残した田園風趣はな

くなり、哲学堂７７場を囲む環境が急激に変化してしまった。 

円了がかつてこの土地を選んだ当時の環境や景観に近づけることにより、現在においても、

円了の描いた精神修養、社会教育の精神修養的公園が再現できるものと考えられる。 

保存管理計画においては、個々の文化財のみならず、文化財の価値に影響を及ぼす樹木の根

や不安定な地形、そして景観をつくる植生などについては環境改善を図っていく。植生につい

ては有識者を交え専門的な検討を行い、名勝哲学堂公園にふさわしい植生・植栽景観に修復す

るものとする。 

 

（３）活用と適切な運営管理 

精神教育、社会教育の「精神修養的公園」である哲学堂の思想と意義を、来訪者にわかりや

すく伝え、正しく理解されるよう活用方法を構築していく必要がある。将来にわたって哲学堂

公園の文化的価値を維持し、まちづくりや地域づくりに 活かしていくためにも、こうした活

用方法の構築が不可欠である。 

その検討に当たっては、行政はもとより、学識者、地域、教育機関などの多様な主体の参加
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協力を得て検討していくものとする。 

当面の具体的な取組みとしては、来訪者が、哲学堂公園の真の良さを味わい、学ぶことがで

きるよう適切なガイドの養成や案内施設の充実、また、園路、広場、その他利用者サービスな

ど施設の安全整備を行う。とくに、近年の国際化に応じた案内・解説の外国語表示やピクト表

示など、利用者の視点に立ったわかりやすい施設整備を目指す。移動困難者の利用では、施設

整備のみの対応が難しいため、写真による展示や解説、ＰＣや映像機器を使用したソフト運営

を検討する。ただし、これら整備に当たっては、文化財価値を損なわないよう利用や景観に配

慮したうえで実施する。 
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５-２ 保存管理の方法 

哲学堂公園の保存管理は、以下の方法によるものとする。 

 

（１）保存管理方法の分類 

保存管理は、将来予想される変化などを念頭に置き、必要があれば手を加えながら価値の保

存を図ることとし、表 5-2に示す方法により行う。 

表 5-2：保存管理の分類と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保存管理方法の内容 

１）保守・保全 

・き損・破損や劣化防止のために必要となる日常的な維持管理は、継続的に実施する。 

・形状や素材などの原状を変更しないよう留意する。 

・維持管理の中で、き損・破損や劣化している箇所を修理した場合は、その状態を維持する

よう管理する。 

・経過観察を行い、必要に応じて、復旧（修理）や修復を検討する。 

 

２）復旧（修理） 

・き損・劣化した場合は、き損や劣化前の状態に戻すことを基本とする「復旧（修理）」の

措置を講じ、名勝としての機能を回復する。 

・形状や素材、景観などを原状と同じ状態に戻すことを基本とし、他の構成要素との共存が

困難にならないよう配慮する。 

・原則として、き損または劣化している箇所が発見された時点で実施する。箇所数が多い場

合は、名勝保存上の必要性や安全性を優先し、必要性の高い箇所から実施する。 

・地形改変は最小にとどめることを基本に、周辺との連続性、安定性、持続性に配慮し実施

する（恒久的工事や規模の大きなものは「修復」として実施する）。 

分類 内容 備考 

１）保守・保全 き損・破損や劣化を防ぎ、現状を維持する。 経過観察を行う 

２）復旧（修理） き損や劣化した箇所を、原状に戻す。   

３）修復・復元 
き損・破損や劣化を防止し、本来あるべき姿に修

復・復元するために計画的な整備を図る。  

  ア．修復 

名勝の価値に影響を与えている要因を取り除くこ

とにより、き損・破損・劣化を未然に防ぐととも

に、保存すべき本来あるべき姿を取り戻して価値

の向上を図る。 

  

  イ．復元 

消失した施設を信憑性のある資料や写真などをも

とに、本来あるべき姿を取り戻し、価値の創出を

図る。 
  

４）活用整備 
公開活用のため、より積極的に名勝としての価値

の向上につながる整備を図る。 
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３）修復・復元 

ア．修復 

・復旧（修理）の措置では対応が困難な状況であった場合や、将来価値を損ねる可能性があ

る場合に実施する。 

・き損・破損や劣化箇所の現状および価値を踏まえて、保存すべき本来あるべき姿への回復

を目指して整備する。 

・地形改変は最小にとどめることを基本に、名勝への影響に留意しながら、周辺の景観と調

和し、連続性、安定性、持続性に優れた方法により実施する。方法は、あらかじめあるべ

き姿の実現にふさわしい方法として検討されているものから選定する。 

・実施に当たっては、周辺環境との調和に留意する。 

・修復後は、必要に応じて事業主体が施工後のモニタリング調査および解析・評価などを実

施する。 

 

イ．復元 

・復元の措置では、修復では対応できない、消失したものを対象とし、信憑性のある資料や

写真などが存在する場合に実施する。 

・地形改変は最小にとどめることを基本に、名勝への影響に留意しながら、周辺の景観と調

和し、連続性、安定性、持続性に優れた方法により実施する。方法は、あらかじめあるべ

き姿の実現にふさわしい方法として検討されているものから選定する。 

・実施に当たっては、周辺環境との調和に留意する。 

・復元後は、必要に応じて事業主体が施工後のモニタリング調査および解析・評価などを実

施する。 

 

４）活用整備 

・哲学堂公園の本質的価値の普及を図るため、視覚的再現や活用施設の整備などを実施する。 

・利用者が安全で快適に哲学堂公園の本質的価値に接することができるよう、歩行空間の整

備や柵のデザインの統一、解説板の設置など、活用のための整備を実施する。 

・公開、活用によって利用者が集中し、名勝としての価値が低下しないよう十分に配慮する。 
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５-３ 保存管理の目標と方針及び具体的方策 

保存管理を実施していくうえでの保存管理の目標を構成要素別に整理する。さらに、保存管

理の方針及び具体的方策は、取組むうえで理解し易いように哲学堂 77 場の範囲（Ａゾーンお

よびＢ-1ゾーン）を景観の特徴により細分化して整理する。 

 

（１）保存管理の目標 

第 2 章で考察した哲学堂 77 場、地形、植生、景観、水環境の構成要素を集約し、７７場、

景観、植物として保存管理の目標を定める。構成要素の植物は、第 2章では植生として考察し

たが、積極的な庭園管理という意味から、ここでは植物の用語を用いるものとする。 

 

１）哲学堂７７場 

【保存管理目標】 

①「７７場」の保存管理 

哲学堂７７場は建造物から空間にいたるまで、哲学の概念を表現した独自性や独創性が感じ

られ、他に類を見ない文化的価値を有する。よって、哲学堂７７場をできる限り円了が創った

当時の姿で保存、管理する。消失しているものは復元し、形状が変更、破損しているものはそ

の意匠を正しく伝えられるように修復する。 

また、哲学堂７７場はそれぞれに関連性があることから、復元できないものについても石標

や解説板などで、その存在を明らかにする。 

 

② 文化的価値を意識した保存管理 

哲学堂７７場の一つ一つには、哲学の概念が示され、配置された順路を巡ることで、円了が

意図した哲学を体験できるとされている。これら哲学堂７７場の意匠や配置には、円了の思想

が込められていることから、作庭意図に配慮した哲学堂７７場の保存管理を検討する。哲学堂

７７場およびそれらが配置された空間では、哲学を体験する場であることに価値があるため、

その価値を維持し、高める保存管理を行う。 

 

③ 文化財の価値を守る適切な管理 

文化財の価値を伝え、普及させることは、文化財を保存管理するうえでも重要である。その

一つの方法として活用しながら保存することが考えられる。 

しかし、文化財の活用には、形状や価値が損なわれることがあってはならない。建築物など

は腐食や損傷、事故などによる破損の放置が、被害を拡大し価値を著しく失うことに繋がるた

め、早期の対応などきめこまかな保存管理を実施する。 
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【留意事項】 

① 法令を遵守した保存管理の実施 

 修復、復元においては、東京都文化財保護条例および同条例施行規則を遵守することで、

客観性、信頼性を確保する。 

 維持管理においては、東京都文化財保護条例および同条例施行規則を遵守することで、文

化財の形状変更を避ける。 

 建築物の保全においては、適切な防火、防犯対策を実施する。 

 

② 事実に基づいた保存管理の実施 

 文献や写真などの資料を収集し、保管する。 

 資料などに基づいた修復、復元を実施する。 

 詳細が不明のままになったり、歴史的な誤解を生じさせたりしないためにも、修復、復元、

復旧（修理）などの経過の記録を保管する。 

 

③ 文化財庭園保存管理 

 植物や植物と景観が一体となった施設では、伝統的な庭園管理技術による維持管理を行い、

さらに、その維持管理技術を継承していく。 

 庭園としての美観に配慮した日常の維持管理作業を実施する。 

 建築物や修景的施設の修復、復元、復旧（修理）に当たっては、伝統的技術者（大工、石

工など）により実施する。 

 

④ 形状変更されないことを前提とした建築物の活用 

 利用されることで新たな価値が生まれる建築物などは、施設の安全性（利用によって壊れ

ない）や運営面での対応が可能な場合、活用しながら保存していく。 

 文化財の保護が優先であるが、活用方法や頻度、利用対象などの条件によっては、外観を

損なわないことを前提に、建築物の構造上の強化を図る修復方法などを検討する。 

 

⑤ 利用・活用への配慮 

 哲学堂７７場では、文化的価値を優先したうえでの利用を検討し、利用が難しい場合には

写真や映像などを用いて解説する。 

 万有林内とつつじ園内の傾斜路は、一部舗装が劣化しているため、舗装の改修を行う。 

 国際化に対応した解説や誘導などのサイン表示の検討においては、利用や景観に配慮する。 
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２）景観 

【保存管理目標】 

① 当時の景観と現在の景観との調和 

円了の時代の景観に戻すことを基本とするが、周囲の景観の変化や、様々な利用状況の変化

を勘案し、その場所に合った景観形成や修景を行う。 

例えば、公園内から見える人工物を遮蔽している樹木や、哲学堂を印象づけるサクラ等の花

木を残すなど、現在の景色や利用形態にも配慮した景観づくりを行う。 

 

② 視点場からの景観の配慮 

哲学堂７７場（とくに建築物）を観る重要な視点場においては、景観上の障害物を取り除く

など、修景に配慮する。 

 

③ 施設のデザインや色彩への配慮 

哲学堂７７場内における安全（柵）・防火（消火）施設などは、材質の統一性、自然景観に

合わせた形状やデザイン、周囲に溶け込んだ色彩などに配慮する。 

 

【留意事項】 

① 建築物の景観 

 視点場からの建築物を隠すまたは景観を阻害する樹木などを取り除く。 

 建築物の原型（素材、色彩）を重視し、外装が華美にならないように留意する。 

 防火施設の塗装は建築物の色彩に調和させる。 

 

② 広場の景観（時空岡） 

 周囲の緑を取り込みつつ、空間の広がりを感じられるように、できる限り景観上支障とな

る施設や大きくなり過ぎた樹木を取り除く。 

 

③ 緑の景観 

 哲学堂 77 場を構成する坂道などでは、景観要素である緑（ササの林や落葉樹林）を、植

生管理により維持する。 

 成長し過ぎて圧迫感を与える常緑樹を整理する。 

 

④ 水の景観（唯物園、唯心庭周辺） 

 水（流れ、池、妙正寺川）の空間を保全する。 

 「唯物園」の「神秘洞」、「進化溝」（流れ）では、斜面の緑と一体となった、幽玄な雰囲

気を演出する。 

 「唯心庭」の「心字池」周辺では、地被植物が育つ程度まで日照条件を確保した明るい庭

園の景観とする。 
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⑤ 庭の景観（百科叢、鬼神窟裏庭） 

 「霊明閣」から「時空岡」方向を見る庭（百科叢）は、当時の地被植物や低木を中心とし

た明るい庭園の景観とする。 

 「鬼神窟」の裏は、草花や樹木を植栽し、景観に配慮する。 

 

⑥ 地形の景観 

 高低差のある景観を活用し、視点場の設定や視界を確保した樹林（植生）管理を実施する。 

 破損や風化した擬木柵や応急的な簡易な柵を、統一したデザインで改修する。 

 

⑦ 植栽（花、紅葉）の景観 

 哲学堂公園は、梅林のウメ、さくら広場や「時空岡」のサクラ、つつじ園のツツジ、菖蒲

池のハナショウブ（現在はないが当時は堀切より株分け）など花の名所であるため、その

景観を維持する。 

 季節を演出する「三学亭」周辺のモミジなどは、植栽管理により、樹形や樹姿を整える。 

 

⑧ 園内からの風景 

 園内の所々に、樹林の間から妙正寺川を見通すことができるように、樹木を間引き視界を

確保する。 

 哲学堂公園の雰囲気に合わない人工物は積極的に遮蔽する。 

 

⑨ 園外からの風景 

 緑の量と質のバランスを考慮しながら、緑の景観を保つ。 

 妙正寺川を挟んだ哲学堂公園南側からの景観では、常緑広葉樹を中心とした緑が全面を覆

っているが、当時はアカマツ林の間から建築物の存在が明瞭であった。よって、緑量の変

化に順応させながら、落葉広葉樹林やアカマツ林の景観に転換する。 
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３）植物 

【保存管理目標】 

① 当時の景観に近づけるため、常緑広葉樹の大径木を徐々に取り除く樹林管理や、アカマツの

補植を実施する。 

② 広場内の枯損木処理、庭園の植栽管理手法の樹木管理を実施する。 

③ 成長し過ぎた常緑広葉樹の選定除去と、計画的な植栽管理を検討する。 

 

【留意事項】 

① 景観を構成する樹木の変更および管理 

 樹冠が重なり合い、眺望や日照を阻害する常緑広葉樹を除去する。ただし、園外の人工物

を遮蔽している樹木については、除去するのではなく枝透かし程度とする。 

 樹冠が建築物と重なり景観を阻害する樹木は、除去または刈り込み、剪定などにより視線

を確保する。 

 過去の資料（写真など）と比べ、当時広場内に生えていない樹木については、急激な景観

の変化を避けながら、除去していく。また、樹木が枯死した以後の補植は行わない。 

 以前広場内にアカマツが枯れたのち植栽されたクロマツは、できる限り当時のアカマツに

変えていく。 

 景観上望ましくない枯損木は、早急に撤去する。 

 

② アカマツ林への転換 

 「時空岡」周辺や「万有林」に生育する常緑広葉樹は、急激な林内環境の変化を避けなが

ら徐々に取り除いていく。また、樹木が取り除かれたのち日照条件が良くなった場所では、

外来性の草本や実生からなる繁殖の強い樹木が繁茂しないように、林床の管理を行う。 

 アカマツが生育していたと思われる広場周辺および斜面地にアカマツを補植する。 

 広場周辺で景観を形成するアカマツは、できる限り成木を植栽する。 

 

③ 落葉広葉樹林への転換 

 斜面地に生育しているヒサカキ、シラカシ、トウネズミモチなどの実生木を除去する。 

 斜面地および広場周辺に生育しているクスノキは、段階的に除去していく。また、通路沿

いに生育するものは、根が舗装や石積みの基礎などに侵入している可能性があるため、抜

根に当たっては十分に注意する。 

 「時空岡」からの目線に樹冠がかかる斜面下部から生育する樹木は、「時空岡」から園外の

人工物を遮蔽しているため、除去する場合は樹冠の広がりを考慮する。 

 斜面地に落葉広葉樹を補植する。落葉広葉樹は現況に生育する樹種から選定し、現況植生

に合わせ比較的緩やかな斜面ではコナラ、やや急な斜面ではイヌシデなどを植栽する。 

 

④ 庭園の植物管理 

 植物が現状より大きく成長しない、刈り込みや剪定などの植物管理を実施する。 

 美観に配慮した除草を実施する。 
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第５章 中核ゾーンの保存管理 

 
（２）保存管理の方針及び具体的方策 

哲学堂 77場の範囲（第４章 保存管理計画における対象ソーンの設定 参照）を、図 5-3のように景観の特徴により４つのゾーン（Ａ-1～3、Ｂ-1）に分け、それぞれの保存管理の方針を設定する。 

さらに、Ａゾーンについては、哲学堂７７場が配置された空間構成から８つの区に分けて具体的方策をまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 5-3：哲学堂 77場の範囲におけるゾーニング図 

入口区 

論理域区 

唯心庭区 

唯物園区 

三祖苑区 

斜面地区 

時空岡西区 
時空岡東区 



 

70 

哲学堂公園保存管理計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

第５章 中核ゾーンの保存管理 

 

１）Ａ-１ 

① ゾーンの保存管理方針 

台地上の平坦部に位置する「中央庭園」（Ａ-1 ゾーン）は、建築物が配置された哲学堂の中

心を成す空間である。 

かつては周辺に田園風景がみられ、富士山を眺望できた景勝地であったため、当時の景色に

近づける景観の改善を行う。また、ルネッサンス整備事業で修復していない建築物を順次修復

し、保存とあわせた活用も検討する。 

 

② 区ごとの保存管理における方策 

 

入口区（哲学関、真理界、哲理門、常識門と管理事務所がある入口一帯） 

哲学堂７７場に入る「哲学関」、「真理界」の２つの門をくぐり、幽霊と天狗の像がある「哲

理門」、「常識門」の３箇所の門と「鑽仰軒」があった場所に建つ管理事務所がある区である。 

哲学堂の入口である「哲学関」、「真理界」を通るが、さらにその先にも「哲理門」、「常識門」

と２つの門があるため、空間として認識されにくく、景観的にも成長しすぎた樹木などで暗い

雰囲気である。入口としてわかりやすく修景された景観に改善する。 

○植込み地等の植物を管理し、明るく入口らしい景観にする。そのなかで、「哲理門」を目立

たせる、「鬼神窟」への自然な誘導を行うなどの積極的な景観の改善を行う。 

○入口の門である「真理界」の近くに「新東京名勝選外十六景」の碑がある。鬱蒼とした植込

み地のなかに隠れているため、植物管理を行い、哲学堂公園の景観の一つとして取り込む。 

○材質やデザインに配慮した案内表示や、公園エントランス部分から一体的に捉えた景観の改

善が必要である。 

○現在の管理事務所は、以前に円了が住まいとした「鑽仰軒」があった場所である。管理事務

所を将来的に改築する場合は、哲学堂７７場の入口にふさわしい景観の建築物とする。また、

現在は文化財の保存の観点から利用させていない「絶対城」の図書室、「六賢台」や「無尽

蔵」（不定期公開）の陳列所の役割を哲学堂公園の記念館として、管理事務所に増築してつ

くることを検討する。 

 

時空岡西区（時空岡、鬼神窟、四聖堂、六賢台、天狗松、百科叢がある空間） 

「時空岡」の西側は、建築物がならぶ哲学堂公園を代表する景観をもつ区である。 

「鬼神窟」側の「常識門」から入ると、東側には「時空岡」が広がり「四聖堂」、「六賢台」

の建築物の景観がある。しかし、成長し過ぎた樹木と建築物のバランスが、当時の景観と異な

るため、積極的な植物管理による景観の改善を図る。また、円了の時代のアカマツ林や眺望を

確保する景観の改善を図る。 

○「時空岡」における重要な景観を確認し、建築物の景観を阻害する樹木の枝おろしや枝透か

しなどの剪定、枯損木の除去などを行う。 

○混み過ぎた植物の刈り込みや、本来庭園の景観に合わない外来植物や成長し過ぎた実生木な
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どを整理する。 

○「時空岡」および周辺の眺望や景観を妨げる樹林（植生）管理を行う。 

○「天狗松」を復元する。 

○「百科叢」は、当時の植物構成と景観が異なるため、植物管理による修復を行う。 

○「四聖堂」では外観から見える破損や新たに取り付けた部材など、著しく建築物の景観を損

なうものは、補修もしくは修復も含めた計画的な対応を行う。 

○き損した施設（舗装の劣化、縁石、老朽化したベンチ等）の改修を行う。 

 

時空岡東区（時空岡、相対渓、絶対城、宇宙館、幽霊梅、三学亭、無尽蔵がある空間） 

「時空岡」の東側は、哲学堂の最後の順路になり、建築物が配置された哲学堂公園を代表す

る景観をもつ区である。 

「絶対城」、「宇宙館」、「三学亭」の建築物周辺は、成長し過ぎた樹木や枯損木が目立つ。ま

た、樹木も多種で、庭園の景観にふさわしくない。とくに、東側（児童遊園側）から南側（崖

地側）にかけた外周部や「相対渓」周辺では、成長し過ぎた樹木や枯損木が放置され、庭園と

しての管理が行き届いていない。また、「三学亭」周辺の築山は密に成長し過ぎた樹木により、

景観が大きく変わった。よって、庭園としての植物（植栽）管理を行うとともに、円了の時代

のアカマツ林や眺望を確保する景観の改善を図る。 

○「時空岡」における重要な景観を確認し、建築物の景観を阻害する樹木の枝おろしや枝透か

しなどの剪定、枯損木の除去などを行う。とくに、「四聖堂」、「絶対城」の裏側にあたる

「時空岡」南側では、植物（植栽）管理を積極的に行う。 

○「三学亭」周辺の築山の植込み地では、混み過ぎた樹木の刈り込み、本来庭園の景観に合わ

ない外来植物や成長し過ぎた実生木などを整理する。 

○「相対渓」周辺の実生木を整理し、「相対渓」を復元する。 

○「時空岡」および周辺の眺望や景観を妨げる樹林（植生）管理を行う。また、「意識駅」（絶

対城南側）から妙正寺川への眺望を確保する。 

○「絶対城」、「宇宙館」は、構造上の診断を行い、補修もしくは修復も含めた計画的な対応

を行う。 

○き損した施設（舗装の劣化、縁石等）の改修を行う。 

 

２）Ａ-２ 

① ゾーンの保存管理方針 

「中央庭園」から「唯物園」・「唯心庭」へ向かう斜面地は、複雑な地形と樹林の景観のなか

に、複数の通路が存在する。 

常緑広葉樹が密に生える鬱蒼とした樹林は、かつては明るいアカマツ林であったため、当時

の景観に近づける環境の改善を行う。 
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② 区ごとの保存管理における方策 

 

斜面地区（筆塚、懐疑巷、経験坂、感覚巒を中心とした樹林空間） 

「時空岡」から「唯物園」に向かう園路や階段、小広場を中心とした一帯の区である。 

円了が「往こうか唯物、返ろうか唯心、ここが思案の懐疑巷」と哲学の分岐点を表した場所

や、「筆塚」がある。通路脇には圧迫感を与えるクスノキの大木が所狭しと生え、常緑広葉樹

が優占する鬱蒼とした樹林である。斜面地の保全からも落葉広葉樹林に転換する必要があるこ

とから、積極的な樹林（植生）管理による景観と樹林構成の改善を図る。また、斜面上部では

「時空岡」の景観と合わせアカマツを中心とした樹林とし、時空岡や唯物園に接する場所では、

景観の調和に留意する。さらに、通路の舗装や柵などの老朽化が目立つことから、舗装や施設

の改修を含めた景観の改善を図る。 

○落葉広葉樹林に転換し、林床植物が生育する樹林管理を行う。 

○実生から成長した常緑樹を整理する。 

○斜面の土壌浸食によって露出した「筆塚」の基礎部の改修を行う。 

○き損した施設（舗装の劣化、壊れた柵等）の改修を行う。 

 

三祖苑区（三祖苑から万有林を中心とした空間） 

「三祖碑」と「三字壇」から西側の「万有林」までの一帯の区である。 

現在の樹林環境は、「三祖苑」を鬱蒼とした暗い場所に、「万有林」をアカマツ林から常緑樹

林へと変えてしまった。斜面地の保全からも明るい疎な樹林に転換する必要があるため、樹林

（植生）管理による景観と樹林構成の改善を図る。また、「三字壇」の破損や通路の舗装・柵

などの老朽化が目立つため、文化財の修復、舗装・施設の改修を図る。 

○「万有林」においては、アカマツ林に転換し、林床植物が生育する樹林管理を行う。 

○実生から成長した常緑樹を整理する。 

○「三祖苑」周辺に埋もれた溶岩の石積みを復元し、また、「三字壇」を修復する。 

○き損した施設（舗装の劣化、壊れた柵等）の改修を行う。 

 

論理域区（直覚径、認識路、論理域、演繹観、心理崖を中心とした空間） 

「唯心庭」から「時空岡」に向かう坂道を中心とした一帯の区である。 

「直覚径」は丘に直接する近道で、「認識路」は迂回する坂道を意味する。また、「認識路」

の途中には休憩所である「演繹観」がある。落葉広葉樹と常緑広葉樹が混交する樹林であり、

林床は荒れている。斜面地の保全からも落葉広葉樹林に転換する必要があるため、樹林（植生）

管理による景観と樹林構成の改善を図る。また、斜面上部では「時空岡」の景観と合わせアカ

マツを中心とした樹林とし、時空岡や唯心庭に接する場所では、景観の調和に留意する。 

○落葉広葉樹林に転換し、林床植物が生育する植物管理を行う。 

○「心理崖」などの石積みの修復を行う。 
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３）Ａ-３ 

① ゾーンの保存管理方針 

妙正寺川沿いの低地には、唯物・唯心と哲学上の相対する概念を示した空間があり、石造物

や池泉、流れで構成される空間である。 

これまでの妙正寺川の氾濫や河川改修工事などの影響を受け、ルネッサンス整備事業により

修復・復元された空間である。ルネッサンス整備事業は、必ずしも客観性や確証性に基づいた

資料により修復、復元されたものではなかったため、できる限り当時の資料や円了の思想を踏

まえた空間づくりを行う。 

 

② 区ごとの保存管理における方策 

 

唯物園区（物字壇、客観廬、自然井、進化溝、理化潭、神秘洞、狸燈、造化燗がある空間） 

妙正寺川沿い低地の西側に位置し、「物字壇」を中心に池泉や流れなどの景観をもつ区であ

る。 

斜面および妙正寺川脇の植栽地から常緑広葉樹（トウネズミモチ、シラカシ等）が広がり暗

く鬱蒼とした空間となっているため、植物管理により、景観の改善を図る。 

「神秘洞」では、斜面から流れる土砂が堆積し、樹木の根により一部崩壊しているため、周

辺の斜面の整備とあわせ修復する。 

○ルネッサンス整備以降 20 年以上が経過し、部分的に傷みが見られるもの（客観廬、後天沼

等）の修復を行う。 

○「神秘洞」およびその周辺の修復を行う。 

○「狸灯」に灯篭を取り付ける修復を行う。 

○「造化燗」などの石積みの修復を行う。 

○本来庭園の景観に合わない外来植物や成長し過ぎた実生木などを整理する。 

○広場内の樹勢が弱った景観木（サルスベリ等）の樹勢回復を行う。 

○樹林（植生）管理により、林内に林床植物が生えた樹林環境を回復させる。 

○き損した施設（舗装の劣化、縁石、老朽化したベンチ等）の改修を行う。 

 

唯心庭区（心字池、主観亭、倫理淵、先天泉、鬼燈、独断峡がある空間） 

妙正寺川沿いの低地の東側に位置し、「心字池」を中心に池泉などの景観をもつ区である。 

斜面と妙正寺川脇（心字池周りも含む）の植栽地から常緑広葉樹（トウネズミモチ、シラカ

シ等）が広がり暗く鬱蒼とした空間となっているため、植物管理により、庭園景観の改善を図

る。 

ルネッサンス整備事業で復元された「心字池」は、公園利用に配慮した構造に復元され、当

時の修景的な池から変わっているため、「心字池」および周辺の環境の改善を図る。 

○ルネッサンス整備以降 20 年以上が経過し、部分的に傷みが見られるもの（主観亭等）の修

復を行う。 
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○「心字池」や「概念橋」を当時の姿に修復するとともに、鬱蒼とした周辺を当時の景観に戻

す植物管理を行う。 

○「鬼燈」の頭上に燈籠を取り付ける修復を行う。 

○「独断峡」などの石積みの修復を行う。 

○本来庭園の景観に合わない外来植物や成長し過ぎた実生木などを整理する。 

○樹林（植生）管理により、林内に林床植物が生えた樹林環境を回復させる。 

○き損した施設（舗装の劣化、縁石、老朽化したベンチ等）の改修を行う。 

 

４）Ｂ-１（哲学堂７７場の一部） 

① ゾーンの保存管理方針 

妙正寺川および妙正寺川を挟んだ対岸の域では、哲学堂７７場のうち５箇所が含まれる。そ

のうち３箇所（星界洲、半月台、望遠橋）は消失し、現存しているものは、妙正寺川（数理江）

と妙正寺川に架かる橋（観象梁）である。 

妙正寺川を挟んだ対岸の域は「哲学の庭」として、また、妙正寺川は河川改修により、円了

が作った当時の空間から変わった場所である。よって、現存する観象梁を中心として、できる

限り当時の資料や円了の思想を踏まえた景観や作庭意図と調和した空間づくりを行う。 

 

②  保存管理における方策 

消失した「星界洲」、「半月台」、「望遠橋」は、資料が不十分であり、「数理江」は河川改修

が行われたため、復元が困難である。「観象梁」は、塗装の色が景観上好ましくないため、景

観の調和を図る。 

○「観象梁」の色を変更する。 
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具体的方策についてまとめたものを、以下の表 5-3に示す。 

ゾーン 景観管理の考え方 
哲学堂７７場 植物 その他の施設 

整備 整備 維持管理 整備 

Ａ
‐
１ 

入
口
区 

・入口としてわかりやすく修景された景観 

・明るい雰囲気をもった入口の植物管理 

・哲学堂７７場へ誘導する景観 

・エントランスからの見通しを確保 

①「常識門」の修復 
①植込み地の剪定、刈り込み 

②大きく成長し過ぎた樹木の剪定、整理 

・管理水準の高い庭園の植栽管理 

・植込み地内の除草（外来植物など） 
①将来的に管理事務所の建て替えを検討 

時
空
岡
西
区 

・庭園の景観と修景植栽を徹底 

・建築物への景観や視線を重視 

・当時の開放感のある広場景観に修復 

・松林の疎林景観へ修復 

・周辺への眺望を確保 

（但し、望ましくない景観を遮蔽する樹木は残す） 

①「鬼神窟」の修理 

②「天狗松」の復元 

③「百科叢」の修復 

④「四聖堂」の修復（要検討） 

①植込み地の剪定、刈り込み 

②大きく成長し過ぎた樹木の剪定、整理 

③枯損木の整理 

④景観支障木の整理 

⑤アカマツの植栽 

・管理水準の高い庭園の植栽管理 

・アカマツの育成管理 

・広場及び植込み地内の除草（外来植物など） 

①舗装の改修（時空岡） 

②植樹まわりの縁石を撤去 

③ベンチの改修 

時
空
岡
東
区 

・庭園の景観と修景植栽を徹底 

・建築物への景観や視線を重視 

・枯損木の撤去や支障木を整理し景観を改善 

・「三学亭」の築山の景観を改善 

・当時の開放感のある広場景観に修復 

・松林の疎林景観へ修復 

・周辺への眺望を確保 

（但し、望ましくない景観を遮蔽する樹木は残す） 

①「絶対城」の修復（要検討） 

②「観察境」の復元（要検討） 

③「宇宙館」の復元（要検討） 

④「相対渓」の復元 

⑤「理外門」の修復 

①植込み地の剪定、刈り込み 

②大きく成長し過ぎた樹木の剪定、整理（三学

亭築山含） 

③枯損木の整理 

④景観支障木の整理 

⑤アカマツの植栽 

・管理水準の高い庭園の植栽管理 

・アカマツの育成管理 

・広場及び植込み地内の除草（外来植物など） 

①舗装の改修（時空岡） 

②植樹まわりの縁石を撤去 

③ベンチの改修 

Ａ
‐
２ 

斜
面
地
区 

・斜面地の保全からも落葉広葉樹林の景観に転換 

・中央庭園ゾーン付近は松林の景観に転換 

・明るく見通しや眺望がきく景観に改善 

①「筆塚」（基礎部）の修復 

②「経験坂」の石積みの復元 

①大きく成長し過ぎた樹木の剪定、整理 

②枯損木、実生木の整理 

③落葉広葉樹の補植 

④アカマツの植栽 

・遷移を進めない林床植物管理 

・落葉広葉樹の育成管理 

・アカマツの育成管理 

①舗装の改修（通路、小広場） 

②柵の改修 

③しがら柵の設置 

三
祖
苑
区 

・斜面地の保全からも落葉広葉樹林の景観に転換 

・「万有林」周辺は松林の景観に転換 

・明るく見通しや眺望がきく景観に改善 

①「三祖苑」の修復 

②「三字壇」の修復 

①大きく成長し過ぎた樹木の剪定、整理 

②枯損木、実生木の整理 

③落葉広葉樹の補植 

④アカマツの植栽 

・遷移を進めない林床植物管理 

・落葉広葉樹の育成管理 

・アカマツの育成管理 

①舗装の改修（通路、小広場） 

②「三祖苑」南側の土留め設置 

論
理
域
区 

・斜面地の保全からも林床が管理された落葉広葉

樹林の景観に転換 

・中央庭園ゾーン付近は松林の景観に転換 

・明るく見通しや眺望がきく景観に改善 

①「心理崖」の石積みの修復 

①大きく成長し過ぎた樹木の剪定、整理 

②枯損木、実生木の整理 

③林床の整理 

④アカマツの植栽 

・遷移を進めない林床植物管理 

・落葉広葉樹の育成管理 

・アカマツの育成管理 

①舗装の改修（通路、小広場） 

②柵の改修 

Ａ
‐
３ 

唯
物
園
区 

・庭園の景観と修景植栽を徹底 

・明るい雰囲気をもった園地景観を復活 

・広く妙正寺川を眺められる景観に改善 

①「客観廬」の屋根の修復 

②「博物隄」の修復（斜面の安定） 

③「神秘洞」の修復 

④「狸燈」の修復 

⑤「造化燗」の石積みの修復 

①大きく成長し過ぎた樹木の剪定、整理 

②枯損木、実生木の整理 

③景観支障木の整理 

④弱った樹木の樹勢回復 

⑤妙正寺川脇の植込み地の実生木（ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ、

ｼﾗｶｼ、ﾋｻｶｷ等）の整理 

⑥流れ沿いの地被植物の植栽 

⑦石積み上部の樹木の整理 

・管理水準の高い庭園の植栽管理 

・斜面沿いの林床植物の育成管理 

・広場及び植込み地内の除草（外来植物など） 

・実生木の整理 

・石積み上部の実生木の整理 

①舗装、縁石の改修 

②ベンチの改修 

③妙正寺川沿いの擬木柵の改修 

唯
心
庭
区 

・庭園の景観と修景植栽を徹底 

・明るい雰囲気をもった園地景観を復活 

・広く妙正寺川を眺められる景観に改善 

・「心字池」周辺は明るい修景池の景観に改善 

①「主観亭」の屋根の修復 

②「心字池」、「概念橋」の復元 

③「鬼燈」の修復 

④「独断峡」の石積みの修復 

①大きく成長し過ぎた樹木の剪定、整理 

②枯損木、実生木の整理 

③景観支障木の整理 

④妙正寺川脇の植込み地の実生木（ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ、

ｼﾗｶｼ、ﾋｻｶｷ等）の整理 

⑤「心字池」周辺の樹木の整理 

⑥「心字池」周辺の修景低木と地被植物の植栽 

⑦石積み上部の樹木の整理 

・管理水準の高い庭園の植栽管理 

・斜面沿いの林床植物の育成管理 

・広場及び植込み地内の除草（外来植物など） 

・石積み上部の実生木の整理 

・張芝の育成管理 

①舗装、縁石の改修 

②ベンチの改修 

③妙正寺川沿いの擬木柵の改修 

Ｂ
‐
１ 

・作庭意図と調和した景観に改善 ①「観象梁」の色の変更 ― ・植栽樹木及び張芝の育成管理 ― 

表 5-3：哲学堂 77場の範囲における保存管理の具体的方策 
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５-４ 防火・防犯計画（『資料編：５．文化財における防火・消火対策』参照） 

（１）防火・防犯管理の目標 

文化財を火災や人的損傷から保護するため、諸関係機関の法規に準拠した防火・消火、防犯

システムを整備する。 

現在、屋外消火栓が「鬼神窟」、「髑髏庵」、「宇宙館」、「四聖堂」、「絶対城」に、消火器が建

築物内に計 22 カ所設置されている。しかし、ハード面による対応のみでなく、防犯、防災に

は日常の予防管理が重要であるため、消防や警察などと連携を図り、万が一の時には自動的に

連絡が届くような連絡システムを構築する。 

開門時での消火対応は、火災発生に初期消火および人を誘導し、消防隊へ引き継ぐ体制を整

えている。しかし、閉門時での消火対応には、地域全体での巡視や監視体制の強化や周辺住民

が初期消火できるような体制を整えるなどの対応を図る。 

文化財の防災（防火）対策では、予防、早期発見、初期対応、さらには、地震などの大規模

災害にも備えておく必要がある。 

また、防犯に対しては、建築物６棟（鬼神窟、無尽蔵、六賢台、四聖堂、宇宙館、絶対城）

に防犯システムが設置され、異常を感知すると警備会社および管理事務所に知らせる仕組みに

なっている。 

 

（２）防火・防犯管理の具体的方策 

① 予防対策 

災害を事前に防ぐ、または災害時の早急な対応のため、以下の内容を実施する。 

 地域全体での巡視や監視体制を強化する。 

 定期点検（漏電対策、システム点検など）や消防訓練を実施する。 

 延焼しやすい、または倒れやすい樹木を整理する。 

 可燃物の整理整頓を行う。 

 

② 早期発見 

火災や不審者による危害などを早期に発見し被害を最小限に防ぐため、以下の内容を実施す

る。 

 地域と連携した夜間の管理対応を行う。 

 通報連絡体制を強化する。 

 

③ 初期対応 

火災などの被害を拡大させない初期対応のため、以下の内容を実施する。 

 自動火災報知器、放水銃、ドレンチャー（水幕装置）などを設置する。 

 消防車両の動線を確保する。 

 遠隔操作が可能な消火システムや自動消火設備を整備する。 
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④ 大規模災害への対策 

万が一の大規模な地震に備え、以下の内容を実施する。 

 耐震構造を強化する。 
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５-５ 現状変更等の取扱い 

（１）現状変更等の取扱方針 

東京都文化財保護条例（以下「都条例」）第１４条第１項の規定により、「都指定文化財に関

しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする時は教育委員会の許可

を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必

要な応急処置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この

限りではない。」とされている。 

また、文化財保護法等、国の文化財関係法令の一部改正を受け、東京都教育委員会は、「東

京都文化財保護条例及び東京都文化財保護条例施行規則」（以下「規則」）の一部改正を行い、

平成１２年４月１日より規則第２５条第１号から４号（※）に掲げる、重大な現状変更又は保

存に重大な影響を及ぼす行為以外の史跡旧跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及

ぼす行為の許可事務を区市教育委員会が行うことになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※区市教育委員会が処理する事務の範囲は、都規則第２５条に、下記のように規定されている 

 

 条例第五十七条第二号の規定による重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為以外

の都指定史跡旧跡名勝天然記念物の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為(都指定史跡

旧跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)は、次に掲げるもの

とする。 

一  小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつ

て、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メ

ートル以下のものをいう。)で三月以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築、

改築又は除却 

二  工作物(建築物を除く。)の設置、改修若しくは除却(改修又は除却にあつては、設置の

日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修

繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。) 

三  埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修 

四  木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のために必要

な伐採に限る。) 
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（２）現状変更等の取扱基準 

国は特別史跡名勝または史跡名勝の本質的価値の顕在化を図り、その適切な保存と活用を目

的として実施する以下の整備事業以外の現状変更等については、原則として許可しないことと

している。都においてもこれに準じている。 

名勝指定範囲内での現状変更に係る行為を分類し、法的な手続きの必要性に応じて整理する

と、各行為は次の手続きを行うことが求められる。 

・東京都教育委員会の許可を得る必要がある、現状変更（軽微な現状変更以外のもの） 

・中野区教育委員会の許可を得る必要がある、軽微な現状変更 

（都規則第２５条「区市教育委員会が処理する事務の範囲」） 

なお、東京都名勝哲学堂公園については、東京都指定範囲にかかるテニスコート・駐車場・

児童遊園・公園管理事務所・哲学関東側部分の取扱いについて東京都教育委員会との協議の結

果、掘削等により新たに形状の変更が生じる場合を除き、中野区教育委員会が取扱うものとす

る。 

 

１） 客観的で信頼性のある修復・復元 

発掘調査及び精度の高い史料等に関する調査の結果に基づき実施されるものに限る。 

①地形及び遺構（地割・石組・歴史的建造物および建造物等を含む）の修復 

②失われた建造物及び構造物の復元 

２）適切な保存のために必要とされる最小限の保存・管理施設の設置 

①標識、説明板、境界標、囲い柵その他の施設の設置 

３）適切な保存のために必要とされる最小限の防災施設等の設置 

①自動火災報知器、消火施設、防火施設、避雷施設、防犯施設等の設置 

②シロアリその他、病害虫駆除のための施設等の設置 

４）適切な活用のために必要とされる最小限の公開活用施設又は便益施設等の設置 

①園路とその付帯施設（手摺り、人止め柵等を含む）の設置 

②便所、四阿、水飲み、くずかご、ベンチ等の施設の設置 

③「ガイダンス施設」等の学習施設の設置 

④その他の利便施設の設置 

５）適切な保存と活用のために必要とされる環境基盤の整備 

①庭園樹木の植栽及び伐採 

②水質の浄化等に関する施設の設置 

６）上記の行為の実施に先立って必要とされる調査 

①発掘調査 

②ボーリング等による地質及び地下水挙動等に関する調査 

③その他必要とされる調査 
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７）公益上必要な施設に係る新規整備 

公益上必要に係る新規整備は、名勝の価値と共存を図ることを前提に、整備の実施について、

事業主体は都、区等の関係機関と協議を行ったうえで、許可を得る。なお、改変規模の大きな

現状変更に関しては、学識経験者等で構成される委員会等を設置し、検討することが望ましい。 

①公益上必要な道路や橋梁の新設・架け替え（拡幅を含む）等 

②道路の付属物の新設等 

③上下水道管、導排水施設、電線、ガス管等の横断管路の新設、付け替え 

 

 

（３）現状変更許可を要しない場合 

１） 維持の措置（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常の維持管理作業は、文化財としての価値を維持するうえで必要不可欠な行為である。こ

れらの作業は、「維持の措置」の範囲として、以下のア）～カ）に列記し運用する。 

庭園内の拓本調査は、都条例第１４条のただし書きにおける「影響の軽微である場合」に該

当するものとし、現状変更等の許可は要しないが、以下の２項目を遵守する。 

①正しい技術で行い、文化財に損傷を及ぼすような方法での採拓は認めない 

②区学芸員の立会（指導） 

また、石碑のレプリカ（型取り）を作成する場合には、文化財担当部署の許可を必要とする。 

 

 

 

 

 

 

  

※維持の措置の範囲は、都規則第１４条に、下記のように規定されている 

 

一  都指定有形文化財又は都指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場

合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該都指定有形文化財又は当該都指

定史跡旧跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたも

のについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。 

  

二  都指定有形文化財又は都指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場

合において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防止するために、応急の措置を執るとき。 

  

三  都指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が

明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。 
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ア）植物管理 

① 草本類の管理（芝刈、草刈、笹刈、除草、植え替え、株分け等） 

② 整枝剪定、刈込みなどの樹木の手入れ 

③ 安全管理のために行う支障木・枯損木等の伐採、枯枝の除去 

④ 文化財や石積等の構造物に影響を及ぼす、実生木や支障木の除去 

【取扱細目】 

・処理において地形の変更を伴わないもの 

・処理において周辺の建築物及び構造物等に影響を与えないもの 

・処理において抜根を伴わず、地表面や地下部分に影響を与えないもの 

・安全管理上必要となる、支障木・枯損木・支障枝・枯枝の除去で、その都度行うもの 

 

イ）工作物の維持補修 

① 管理上必要な、囲い柵・外柵・ロープ柵・仕切柵・竹垣・板垣等で、同質材料かつ同規

模の更新 

② 管理上必要な、案内板・制札板・誘導標識・解説版等の表示板の更新 

③ 管理上必要な、ベンチ・縁台・くずかご・吸殻入・水飲等の小規模工作物の補修 

 

ウ）建築物の維持補修 

① 集会用建築物の建具・畳・襖・壁クロス材・床保護材等の補修 

② 管理運営施設の落書き消し、かき疵等の小規模な補修 

③ 管理運営施設の同一壁面又は同一屋根面における同一素材部分の塗装又は屋根材等の補

修 

④ 事務所・倉庫・集積所等の建築物の内装及び屋内諸設備の補修 

【取扱細目】 

・文化財指定にかかる庭園構成要素たる建築物、復元された建築物や構造物を除く 

・新設または変更する場合、壁面については、届出を必要とする 

・利活用において当該施設に期待される最低限の質や雰囲気を維持するために行う補修 

・汚れ、キズ、老朽などの周期的又は応急的な補修 

・管理施設として位置づけられる建築物の補修 
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エ）地表面・園路の維持補修 

① 未舗装の園路又は広場に発生する水たまりの地形の改変を伴わない埋戻し及び不陸の

整正 

② 地形の改変を伴わない、しがら柵・土留柵等の応急処置で、表土流失を一時的に抑える

ために緊急を要するもの 

③ 石積・石組・階段・園路等に二次的に堆積した土砂の地形の改変を伴わない除去 

④ 園路（階段）の構造やデザインの変更を伴わない現状に復するための補修 

⑤ 流れ等のごろた石やぐり石の定期的な「ぐり返し」 

【取扱細目】 

  ・整備事業が行われるまでの間、現状を悪化させないための応急処理 

  ・公開に伴い、安全管理の予防措置として行う性格が強いもので、地表及び地下部分に影響

を及ぼさないもの 

 

オ）池泉・流れ 

① 池泉及び流れに堆積した落ち葉や塵芥等のすくい上げ 

② 水循環設備保守のために設置した落ち葉、塵芥の吸い込み防止仮柵の更新 

③ 老朽、欠落した護岸材による漏水、溢水を防止するために行う応急処置 

【取扱細目】 

   

 

 

 

カ）催事に伴う仮設物の設置 

① 定例行事として行われる催物で、仮設物の位置・規模・数量が変わらず、かつ設置及び

撤去の際に土地の形状に変更がないもの 

② 仮設物の位置が庭園鑑賞の妨げにならず、形状や色彩が庭園の雰囲気に悪影響を及ぼさ

ないもの 

③ こも巻き、正月飾りなどのほか、催物期間内に設置される装飾のための植栽 

【取扱細目】 

 

 

 

 

２）非常災害のために必要な応急措置を執る場合 

 

３）保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合 

 

・企画内容、規模、位置などが毎年同じであり、土地の形状に変更がないもの 

・以前から行われてきた庭園独自の庭技やあしらい物などの仮設設置 

・準備開始から撤去終了までの期間が概ね１箇月を超えない催事で、地表及び地下部分に影

響を及ぼさないもの 

 

 

・池底や文化財に影響を与えず、底質上に溜まった塵芥等の除去（しゅん渫除く）で清掃に

類するもの 

・水質と流水維持のために行う、落ち葉、塵芥止めの仮柵であって、既に許可を受けたもの

の老朽に伴う更新 
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（４）維持補修の具体的作業 

現状変更許可を要しない維持補修についての具体的作業案を表 5-6に整理する。 

種

別 
作業項目 内容 回数・補修サイクル 

植
物
管
理 

草
本 

除草・草刈 年間の大半を占める管理作業 ７回／年 

植付け 日本産草花を植付ける ２回／年 

笹類刈込み 笹類の刈り込みを行う ２回／年 

株物手入 サツキ、ツツジ類を中心に枝透かし、刈り込みを行う ２回／年 

高
中
木 

手入 マツなど修景上重要な仕立物の剪定を行う ２回／年 

枯損木処理 病虫害で立ち枯れた樹木の伐採処理する 随時 

支障木処理 石積や建築物等に支障をきたす樹木の整理する 適宜 

枯枝撤去 生育、景観上良くない枯枝を処理する 随時 

実生木処理 本来はない実生で生えてきた樹木を抜き取る 除草時と併せて 

落葉採取 園路、広場、池、流れなどの機能維持、美観維持のため実施する 適宜 

施
設
管
理 

建
築
物 

建具、床、壁、

柱、屋根 

日常の開け閉め 

張替、部分破損の補修を行う 

表装１回／年 

その他適宜 

工
作
物 

柵 安全上及び美観上、補修を行う 部分補修随時 

垣根 傷んだ部分の補修を行う １回／３年 

案内板、掲示板

等のサイン類 
老朽化、記載内容の変更が生じた時に更新する １回／７年 

木製ベンチ 木製品主体に取り替える １回／５年 

くずかご 老朽化したものを更新する 適宜 

土舗装 

飛石 

縁石 

延段・石段 

小規模かつ応急的な補修を行う 随時 

石積 

石積護岸 
小規模かつ応急的な補修を行う 随時 

排水側溝 

排水管 

集水桝 

給水管 

各種桝蓋 

日常点検を行い、応急処置が必要な場合は、専門業者対応とする 随時（年間管理） 

照明灯 

放送設備 

受電設備 

池水循環設備 

日常点検を行い、応急処置が必要な場合は、専門業者対応とする 

受電設備、池水循環設備等必要なものは、定期点検を行う 
保守は随時 

各種塗装 園内施設を対象に行う １回／１０年 

管
理
運
営 

催
事 

哲学堂祭 催事に伴う仮設物（椅子、机など）の設置 １回／年 

情
報 

庭園ガイド ボランティアにより運営 2季／年 

仮
設
物 

制札板 

催物案内板 

仮柵 

工事の迂回路案内や、臨時呼びかけ 

立て看板程度のものを庭園入口に表示する 

災害時あるいは、作業の安全確保のための施設 

適宜 

清
掃 

園地 

諸施設 
開放庭園として相応しい清掃を行う 随時 

表 5-6：具体的作業案 

 


