
第四章　各論



3次調査報告一覧

番号 名称 _所在地地区 分類 種類 件築年 指定等頁

_________________________________ ※

1.杉本家住宅 前橋市 _ 中毛 住宅_____ 一般住宅_昭和7年____________ 72_
2橋林寺開山堂 前橋市 中毛宗教建築寺院 昭和7年 '  74

3 .松山医院 前橋市___ 中毛 公共建築 病院 _____大正14年_____________ 78_

4 臨江閣本館 前橋市_中毛公共建築迎賓館_明治17年_県重文80_

5 臨江閣別館 前橋市_中毛公共建築迎賓館_明治43年____市重文84_

6臨江閣茶室 前橋市 中毛公共建築迎賓館 明治17年 県重文86
7 |小林家住宅 _________________________________前橋市 __中毛 住宅 _____一般住宅_昭和21年____________ 88_

8'..金子家住宅 前橋市 _ 中毛 住宅_____ 一般住宅_大正12年頃_________90_

9,岡醤油製造店舗•蔵座敷•土蔵_________________高崎市 _ 西毛 住宅_____ 商店 _____ 明治30年____________ 92_
10山田文庫 高崎市  西毛住宅 I 一般住宅 明治以前 景観 94

11_八幡宮(萩原町)_____________________________高崎市 _ 西毛 宗教建築 神社 _____明治35年____________ 96_

12、浅間神社社殿 高崎市 西毛 宗教建築 神社 明治18年 _ 98
13 j木暮家住宅 __________________________________高崎市 _ 西毛 住宅_____ 農家 _____ 明治38年頃__________ 100_

14明治天皇新町行在所 高崎市 西毛公共建築行在所 明治11年 102

15吉田家住宅 __________________________________高崎市 _ 酋毛 住宅_____ 商店 _____ 大正14年____ 景観 104
16|天理教多胡分教会 ___________________________ 高崎市_ 西毛宗教建築 教会 _____昭和7年______________106
17浦野家住宅 高崎市 _西毛住宅 :農家 大正2年 景観 108

18 -山田家(旧山源漆器店)_________ ；______________ 高崎市 _ 西毛 住宅 _ 商店 _____ 明治15年_____景観 110
19 :旧尾関家住宅 桐生市 東毛住宅 I 一般住宅 昭和5年頃 登録112

_20#米田家住宅 _________________________________桐生市____ 東毛 住宅 ____一般住宅_大正14年____________114

21 山田家住宅 ～ 桐生市 __ 毛 住宅  一般住宅_昭和9年_____________116_

22"須藤家住宅(旧金善織物) 桐生市 東毛 住宅 一般住宅 明治前期 登録 118

23飯塚家住宅 _________________________________桐生市 __ 毛 住宅 _____一般住宅_昭和3年_____________ 120_

24 .森島家住宅(森秀織物)________________________桐生市 _ 東毛住宅 _ 商店 _____ 大正13年__________ 124_

25早川家住宅  ________________________________桐生市 __ 毛 住宅  商店 _____ 昭和6年_____________ 126_
26森合資会社及び住宅 桐生市 東毛 商業•産業 事務所•蔵 明治初期 登録_128

27中村家住宅 __________________________________桐生市 東毛 住宅 _ 商店 _____ 明治27年_____登録 130

28 千本木家住宅 _______________________________ 桐生市 __ 毛 住宅 ____ 農家 _____ 昭和1◦年_____________132_

29桐生国武館 _________________________________桐生市 __ 毛 公共建築 武道館 _昭和13年____________ 134

30 __後藤織物 ____________________________________桐生市 _ 東毛 住宅 _ 一般住宅—明治前期_____________ 136_
31>小茂田家住宅  ________________________伊勢崎市_中毛 住宅 農家 明治4年 登録 138

32 ～ IB森村家住宅 ______________________________ 伊勢崎市_中毛 住宅 _ 農家 明治9年____________ 140

33伊勢崎神社 _________________________________伊勢崎市__中毛 宗教建築 神社 _____昭和11年_____________142_

34田島家住宅 _________________________________ 伊勢崎市__中毛 住宅 農家 明治以前 _______  144

35 く絹の館(旧金子家住宅)________________________伊勢崎市,中毛住宅 一般住宅 昭和12年 _______  146

36鈴木家住宅 _________________________________太田市 __東毛 商業•産業 料亭 _____ 昭和16年_____________148_

37宮下家住宅 太田市 東毛住宅 商店 昭和3年 150
38 片山家住宅  太田市 東毛 住宅 農家 明治6年  登録 152

39旧(有)松葉屋 _______________________________ 太田市 __東毛 住宅 ____ 商店 _____ 明治24年_____________154_

40白石家住宅 _________________________________太田市 ___東毛 住宅 ____ 農家 _____ 明治5年______________ 156_

41旧中島知久平邸 太田市 東毛 住宅 一般住宅 昭和6年 市重艺158

42 .須賀神社 ___________________________________ 沼田市 _ 北毛 宗教建築 神社 明治35年____________ 164
43 :染谷家住宅 沼田市 北毛住宅 農家 明治前期 166

44迦葉山山門 __ ___________________________沼田市__匕毛宗教建築寺院_____ 昭和13年____________ 168_

45 黒岩家旧離れ•住宅 __________________________沼田市 _ 北毛 住宅 一般住宅 大正8年 170

46 桑原家住宅 _________________________________沼田市_ 北毛 住宅 農家 昭和8年 172

47青木家住宅 ____________________沼田市 __4匕毛 住宅 ____ 農家 _____ 大正3年______________ 174

48外池商店___________________________________館林市 東毛住宅 商店 昭和5年 176



3次調査報告一覧

番号 名称 所在地 地区 分類 種類 件築年 指定等 頁

___________________________________________________________________________ ※

49^つつじ会館(旧秋元別邸)______________________ 館林市 _ 東毛 住宅 迎賓館 明治41年 178

50本町二丁目東区民会館(旧二業見番事務所) 館林市 東毛 公共建築 事務所 昭和13年 _180
51旧金島公民館(旧石田充親邸) 渋川市 中毛 住宅 一般住宅 大正15年 _ I182

52 —倉家住宅 渋川市___ 中毛住宅_____ 農家_____ 昭和8年 . 184
53旧ハワイ公使別邸 渋川市 中毛住宅 別荘 明治30年頃I市史%186

54横手館(西館) 渋川市 中毛 商業•産業旅館 大正9年 188

55勝月堂事務所•住宅 渋川市 _ 中毛 商業•産業 商店 _____ 昭和初期 190

56 齊藤家住宅 _____________________________ 渋川市___ 中毛 住宅 _____農家 昭和13年 192

57津久田鏡の森歌舞伎舞台 渋川市 中毛宗教建築歌舞伎舞台明治2年 _市民俗194

58都丸家住宅 _______________渋川市____ 中毛住宅____ 一般住宅 昭和3年 _ 196
59森田家住宅 渋川市 中毛 住宅 農家 大正2年 ' _198

6〇|今井家住宅 渋川市____ 中毛 住宅 _____農家 _____ 大正11年 200

61旧芦田町公会堂_____________________________藤岡市 西毛公共建築公会堂 昭和10年 202

62町田家住宅_________________________________ 藤岡市 西毛住宅 農家 明治25年頃 204
63高山家住宅 ___________ '___________藤岡市____西毛住宅____農家____ 明治24年 206

64 縫島家住宅 _______________________________ 藤岡市____西毛 住宅 _____農家 _____ 明治30年 208

65 神水館 __________ 藤岡市 _ 西毛 商業•産業 旅館 昭和28年 210

66 J日七日市藩陣屋跡 _____________ 富岡市 _ 西毛 公共建築 役所 昭和7年 212

67.成田山不動堂________________________________ 富岡市 _ 西毛 宗教建築 寺院 明治17年 214

68割烹旅館ときわ荘(旧櫛淵家住宅) 富岡市 西毛住宅 別荘 昭和13年頃,登録 216
69富岡市社会教育館(旧東国敬神道場)__________富岡市 西毛 公共建築 教育施設 昭和11年 '2登録_ 218

70,.高田公会堂(旧本村公会堂) 富岡市 西毛 公共建築 公会堂 昭和6年 _220
71旧富岡製糸場付属官舎 富岡市 西毛住宅 官舎 明治後期 ' _ 222

72旧松井田警察署 安中市 西毛 公共建築 役所 昭和14年 226

73__旧碓井郡役所 ____________________________ 安中市 _ 西毛 公共建築 役所 明治44年 228

74ながめ余興場 ________________________________みどり市___ 東毛公共建築 文化施設。 昭和12年 230

75 森田本家 _______________________吉岡町 __中毛住宅 _____農家 _____明治以前___________  232_

7う 山三(古市邸) __________________ 下仁田町 西毛 住宅 商家 明治22年 234
77|小林家住宅 中之条町 北毛住宅 農家 明治9年 236'

78中之条町歴史民俗資料館(旧吾妻第三小学校)中之条町 北毛公共建築学校 明治18年頃 県重:£ 238

79市川家住宅(大黒屋)_______________________ 中之条町 北毛住宅 冬住み 明治3年頃 240

80関家住宅 中之条町 北毛住宅 農家 明治後期 242

81積善館 中之条町 北毛 商業•産業旅館 昭和初期 県重文244

82鹿沢館 孀恋村 北毛 商業•産業旅館 昭和自年 248

83益成屋 草津町 _ 北毛 商業•産業 旅館 昭和7年 250
84山本館本店 草津町 北毛商業•産業旅館 大正12年 。252^

_85:草津ホテル 草津町 北毛 商業•産業旅館 . 昭和28年 -254

,松村屋 ______________草津町 _ 北毛 商業•産業 旅館 明治30年頃 256

87 .長寿館 みなかみ町 北毛 商業•産業旅館 明治5年頃 登録。258

88高橋住宅 _______________________ 玉村町_中毛住宅 農家 昭和5年 "260
89栗本家住宅 玉村町 中毛住宅 農家 昭和33年 '～262～

木暮家住宅 _________________________________玉村町_中毛住宅 農家 昭和2年 264

91 重田家住宅 _______________玉村町 _ 中毛 住宅  一般住宅 _明治15年 登録 266

92渡辺家住宅 玉村町 中毛住宅 農家 明治14年 268

93 本屋商店 玉村町  中毛住宅 商店 昭和7年 270



3次調査報告一覧【地区別】

地区番号 名称 分類 種類 所在地 建築年 指定等頁

_____________________________ ※

中毛 3 $7医院 公共建築病院 前橋市 大正14_____________ 78_

4臨江閣本館 公共建築迎賓館 前橋市 明治1 県重文80

中毛5臨江閣別館 公共建築迎賓館 前橋市 明治43年 市重文84
中毛6臨江閣茶室～ 公共建築迎賓館 前橋市 明治17年 県重文86

館(西館) 商業•産業旅館 渋川市 151

中毛55勝月堂事務所•住宅 - 商業•産業商店 渋川 ____昭和初期______________ -

中毛33^伊勢崎神社 宗教建築 神社 伊勢崎市 昭和11年 142

中毛 1 橋林寺開山堂 宗教建築 寺院 前橋市 -

中毛57津久田鏡の森歌舞伎舞台 宗教建築 歌舞伎舞台渋川市 明治2年 市民俗194
旧ハワイ公使別邸 住宅 別荘 I渋川市 明治30年頃市史跡186

中毛31小茂田家住宅 住宅 農家 伊勢崎市 明治4 ______登録 138

中毛32旧森村家住宅 住宅 農家 伊勢崎市 明治9年
中毛田島家住宅 住宅_農家 伊勢崎市明治以______________三£

二士家住宅 住宅 農家 渋川市 昭和8年 三£

中毛56齊藤家住宅 住宅 農家 渋川市 昭和1_____________ 192

中毛59森田家住宅 住 _____ 農家 渋川市 大正2年_______________ 121

60今井家住宅 住宅 農家 渋川市 大_____________221

中毛75森田本家 住宅 農家 吉岡町_ 明治•以前______________251

中毛88高橋住宅 住宅 農家 玉村町 昭和5年_______________ 260

中毛89栗本家住宅 住宅 農家 玉村町 昭和33年

中毛9〇木暮家住宅 _____________ 住宅 _ ______ 玉村町 昭和2年_______________

92渡辺家住宅 住宅 農家 玉村町 明_____________221

中毛.93 原本屋商店______________________________ 住宅 商店 玉村町 —_______________ ^2-

中毛 1,::杉本家住宅 住宅 ____ 一般住宅 前橋市 昭和7年_____________72_
7"小林家住宅 住宅 一般住宅前橋市 昭和21年 88

中毛 8 金子家住宅 住宅 一般住宅_前橋市 大正12年頃_________

中毛35絹の館(旧金子家住宅) 住宅 一般住宅 伊勢崎市 昭和12年______________146_

中毛51旧金島公民館(旧石田充親邸) 住宅 _一般住宅 渋川市 大正15年______________

中毛..58都丸家住宅 ____________ 住宅 一般住宅 渋川市 昭和3年_______________

中毛91重田家住宅 住宅 一般住宅 玉村町 明治15年 登録 266

西毛.66旧七日市藩陣屋跡 公共建築 役 _______富岡市 昭和7年______________ 212_

西毛72旧松井田警察署________________________ 公共建築 役所 安中市 昭_____________

西毛73旧碓井郡役所 公共建築役所 安中市 _____________

西毛14明治天皇新町行在所 公共建築行在所-高崎市 明治11年________ 1£2_

西毛61旧芦田町公会堂 公共建築 公会堂 ___ 藤岡市 昭和10年_______ 202

西毛70高田公会堂(旧本村公会堂) 公共建築 公会堂 富岡市 昭和6年____________ 220_
西毛69 市社会教育館(旧東国敬神道場) 公共建築教育施設富岡市 昭和11年 登録 218

西毛65神水館 商業•産業旅館 藤岡市   210_

西毛11八幡宮(萩原町)________________________ ______宗教建築神社 高崎市 _ ______________

西毛12浅間神社社殿 宗教建築神社____ 高崎市 明治18年__________ 98_

西毛67成田山不動堂_________ -_____________________ 宗教建築寺院 富岡市 明治____________ 三£

西毛16天理教多胡分教会______________________ 宗教建築教会 高崎市 昭和7年_______________

西毛68割烹旅館ときわ荘(旧櫛淵家住宅) 住宅 別荘 ______富岡市 昭和13年頃 登録 216
西毛r13木暮家住宅 住宅 農家 高崎市 明治38年___________ 1〇〇_

西毛62町田家住宅 住宅 農家_ 藤岡市 明治25年頃___________ 20£

西毛• 63高山家住宅_________________________________住宅 農家 藤岡市 明治_____________

西毛64縫島家住宅 住宅 農家 藤岡市 明治30_____________2〇8_
西毛 9 Ip醤油製造店舗•蔵座敷•土蔵 住宅 1商店 崎市 J明治30年 1 |^_



3次調査報告一覧【地区別】

地区番号 名称 分類 種類 所在地 建築年 指定等頁

____________________ ※

西毛 15吉田家住宅__________________________________ 住宅 _____商店______ 高崎市 _大正14年 _ 景観 104
西毛 18 1山田家(旧山源漆器店)______________________ 住宅 _____商店______ 高崎市 _明治：15年  景観 110

西毛71旧富岡製糸場付属官舎 住宅 官舎 富岡市 明治後期 222

西毛 10山田文庫 ___________________________________ 住宅 _____一般住宅_高崎市 _明治以前_____景観 94

西毛•17浦野家住宅__________________________________ 住宅 _____農家______ 高崎市 _大正2年 ____ 景観 108

西毛 76山三(古市邸)______________________________ 住宅 _____商家' _____下仁田町_明治22年___________234
東毛.74ながめ余興場 公共建築文化施設 みどり市 >召和12年 230

東毛29桐生国武館 公共建築武道館 桐生市 I昭和13年 134

東毛50本町二丁目東区民会館(旧二業見番事務所) 公共建築事務所 館林市 昭和13年 18〇

東毛36鈴木家住宅 商業•産業 料亭 太田市 昭和16年 ___________ 148_

東毛26,森合資会社及び住宅 商業•産業事務所•蔵 桐生市 明治初期 登録 128

東毛 28 千本木家住宅_________ ________________________住宅 _農家 ______桐生市 一昭和10年_____________ 132

東毛38片山家住宅__________________________________ 住宅 _____農家______ 太田市 _明治6年 _____登録 152

東毛40白石家住宅 __________________________________住宅 _ 農家 ______太田市___ 明治5年_____________ 156_

東毛 24森島家住宅(森秀織物)______________________住宅 ____商店______ 桐生市 _大正13年__________ 124_
東毛：25早川家住宅________________ '__________________住宅 _____商店______ 桐生市 _昭和6年___________126_

東毛；27 .中村家住宅___________________________________ 住宅 _____商店________桐生市 _明治27年 _ 登録_130
東毛37 I宮下家住宅__________________________________ 住宅 _____商店______ 太田市 _昭和3年_____________ 150_

東毛39旧(有)松葉屋 住宅 _ 商店 _____ 太田市 _明治24年___________ 154

東毛 48外池商店 ___________________________________ 住宅 _____商店______ 館林市 _昭和5年_____________ 176_

東毛 49 |つつじ会館(旧秋元別邸)____________________住宅_____迎賓館 _ 館林市 _明治41年____________178

東毛19旧尾関家住宅 住宅 一般住宅桐生市 _昭和5年頃 登録 112

東毛 20 ,米田家住宅 _________________________________住宅 一般住宅_桐生市 _ 大正14年_____________114

東毛 21_山田家住宅 _________________________________住宅 _ 一般住宅_桐生市 _昭和9年_____________116

東毛22須藤家住宅(旧金善織物) 住宅 一般住宅 桐生市 明治前期 登録 118

東毛23飯塚家住宅 _________________________________住宅 一般住宅_桐生市 _昭和3年   12〇_

東毛30後藤織物 住宅 一般住宅桐生市 明治前期 136
東毛41旧中島知久平邸 住宅 _ 一般住宅 太田市 昭和6年 _ 市重文158

北毛78中之条町歴史民俗資料館(旧吾妻第三小学校)公共建築学校 中之条町明治18年頃県重文238_

北毛81積善館 商業•産業旅館 中之条町 昭和初期 県重文244

北毛 82鹿沢館 商業•産業旅館_______孀恋村 _昭和9年 248

北毛83"益成屋 商業•産業旅館 草津町 昭和7年 250_

北毛84山本館本店 商業•産業 旅館 草津町 大正12年 登録 252
北毛 851草津ホテル 商業•産業旅館 _____草津町 _昭和28年___________  254_

北毛86 :松村屋 商業•産業 旅館 草津町 明治30年頃 256_

北毛87長寿館 商業•産業旅館 みなかみ町明治5年頃 登録 258

北毛42須賀神社__________________________________  宗教建築神社____ 沼田市_明治35年 164

北毛44迦葉山山門 宗教建築 寺院 沼田市 昭和13年_________ 168_

北毛43染谷家住宅 住宅 農家 沼田市 明治前期 166

北毛46桑原家住宅 住宅 農家 沼田市 _昭和8年 172_
北毛 471青木家住宅 ________________________________ 住宅_____農家 _____沼田市 _大正3年_____________ 174

北毛77小林家住宅 住宅_農家 中之条町明治9年 _ 236_

北毛80.関家住宅 住宅 農家 中之条町明治後期 _ _242
北毛79_市川家住宅(大黒屋) 住宅 冬住み 中之条町 明治3年頃 240

北毛 45__黒岩家旧離れ•住宅 __________________________住宅 一般住宅_沼田市 _大正8年____________ 170_



3次調査報告一覧【用途別】

分類 種類 番号 名称 所在地地区 件築年 指定等頁

___________________________________ ______________________ ___________________________________※

公共建築 役所 66旧七日市藩陣屋跡 _________________________ 富岡市 _ 西毛 昭和7年 212_

公共建築 役所 72旧松井田警察署 安中市 _ 西毛 昭和14年 226_

公共建築文化施設 74ながめ余興場 みどり市_東毛昭和12年 230_

公共建築武道館 29桐生国武館 桐生市_東毛昭和13年 134

公共建築病院 3 松山医院_________________________________ 前橋市 _中毛大正14年 78_

公共建築迎賓館 6 臨江閣茶室_______________________________ 前橋市 中毛明治17年 県重文 86_

公共建築役所 73旧碓井郡役所 安中市_西毛明治44年 228_

公共建築 事務所 50本町二丁目東区民会館(旧二業見番事務所) 館林市 _東毛 昭和13年 180

公共建築行在所 14明治天皇新町行在所 高崎市 西毛明治11年 102

公共建築,公会堂____ 61 旧芦田町公会堂 ___________________________ 藤岡市 _ 西毛 昭和10年 _ 202_

公共建築 公会堂 70高田公会堂(旧本村公会堂) 富岡市 西毛 昭和6年_______ 220_

公共建築迎賓館_____臨江閣本館___________________________________ 前橋市 中毛明治17年 県重文 80_

公共建築迎賓館 5臨江閣別館 前橋市 中毛明治43年 市重文84

公共建築教育施設 69富岡市社会教育館(旧東国敬神道場) 富岡市 西毛昭和11年 登録 218

公共建築学校 78中之条町歴史民俗資料館(旧吾妻第三小学校) 中之条町北毛明治18年頃 県重文238_

商業•産業 料亭 36鈴木家住宅 太田市 _ 東毛 昭和16年  148_

商業•産業 旅館 54横手館(西館) 渋川市 中毛 大正9年 188

商業•産業旅館 65神水館 藤岡市 西毛昭和28年________________ 210_

商業•産業 旅館 81__積善館____________________________________ 中之条町_北毛 昭和初期 県重文 24£

商業•産業 旅館______ 82__鹿沢館 ___________________________________ 孀恋村 北毛 昭和9年 248_

商業•産業 旅館 83益成屋 _草津町 北毛 昭和7年 250_

商業•産業 旅館 84山本館本店 草津町 北毛 大正12年 252_
商業•産業 旅館 85_草津ホテル 草津町 北毛 昭和28年 254_

商業•産業 旅館 86松村屋 草津町 北毛 明治30年頃 .256
商業•産業 旅館 87長寿館 みなかみ町 北毛 明治5年頃 登録I 258

商業•産業 商店______55勝月堂事務所•住宅_ 渋川市 中毛 昭和初期 19〇_

商業•産業事務所•蔵 26森合資会社及び住宅 桐生市 東毛明治初期 登録 128

宗教建築。神社 33 _伊勢崎神社________________________________伊勢崎市_中毛 昭和11年____________142

宗教建築神社 11:八幡宮(萩原町) 高崎市 西毛明治35年 _ 96

宗教建築神社 12浅間神社社殿 高崎市 西毛明治18年 98

宗教建築神社 42:須賀神社 沼田市 北毛明治35年 _164

宗教建築寺院 2橋林寺開山堂 前橋市 中毛昭和7年 _ 74

宗教建築寺院 67成田山不動堂 富岡市 _西毛明治17年___________ 214_

宗教建築 寺院 44迦葉山山門 沼田市 北毛 昭和13年____________ 168_
宗教建築 教会 16|'天理教多胡分教会 高崎市____西毛 昭和7年____________ 106

宗教建築_歌舞伎舞台 57_津久田鏡の森歌舞伎舞台 ___________________ 渋川市 _ 中毛 明治2年 _____市民俗_194

住宅 別荘 68割烹旅館ときわ荘(旧櫛淵家住宅) 富岡市 西毛昭和13年頃登録 216

住宅 _ 別荘 53__旧ハワイ公使別邸 __________________________ 渋川市 _ 中毛 明治30年頃_市史跡 186_
住宅 _ 農家 31p小茂田家住宅 _____________________________伊勢崎市_中毛 明治4年_____登録 138

住宅_____農家______32旧森村家住宅 _____________________________伊勢崎市-中毛 明治9年 140

住宅 _農家______34__田島家住宅________________________________ 伊勢崎市__中毛 明治以前 144

住宅 農家 52 —倉家住宅 渋川市 _中毛昭和8年 184

住宅 農家 56齊藤家住宅 渋川市 _ 中毛 昭和13年 192

住宅 農家______ 59,森田家住宅_______________________________ 渋川市 _ 中毛 大正2年 198_

住宅 農家 60今井家住宅 渋川市 中毛 大正11年 200_

住宅 農家_______75森田本家 __________________________________吉岡町 _ 中毛 明治以前___________  232_

住宅 農家 _____ 88高橋住宅 玉村町____中毛昭和5年___________  260_

住宅 _ 農家_____ 89 _栗本家住宅_______________________________ 玉村町 中毛昭和33年___________  262_



3次調査報告一覧【用途別】

分類 種類 番号 名称 所在地地区 件築年 指定等頁

__________________________________ _____________________ ____________________________ ※

住宅 農家 90木暮家住宅 _______________________________玉村町 _中毛昭和2年___________  264_

住宅 農家 92渡辺家住宅 玉村町 中毛明治14年_ 268_

住宅 農家 13 ‘木暮家住宅 高崎市 西毛 明治38年頃 ____ 100

住宅 農家 62町田家住宅 藤岡市 西毛明治25年頃 _ 204

住宅 農家 63高山家住宅 藤岡市 西毛明治24年 _ 206_

住宅 農家 64縫島家住宅 藤岡市 西毛明治30年___________ 208_
住宅 農家 28_千本木家住宅 桐生市 東毛昭和10年 132_

住宅 農家 38片山家住宅___________________________ 太田市_東毛明治6年____ 登録 152_

住宅 農家 40白石家住宅_______________________________太田市_東毛明治5年__________ 156_

住宅 農家 43染谷家住宅 沼田市 北毛 明治前期 166

住宅 農家 46桑原家住宅 沼田市 北毛昭和8年 _ 172

住宅 農家 47 •青木家住宅 沼田市 北毛 大正3年_   174

住宅 農家 774小林家住宅 中之条町北毛明治9年 _ _ 236_

住宅 農家 80関家住宅 中之条町北毛明治後期 242_

住宅 冬住み 79市川家住宅(大黒屋) 中之条町北毛明治3年頃_________ 40_

住宅 商店 93原本屋商店 玉村町 中毛昭和7年 270_

住宅 商店 9 岡醤油製造店舗•蔵座敷•土蔵 高崎市 西毛 明治30年________ _92

住宅 商店 15吉田家住宅 高崎市 西毛大正14年_景観_104

住宅 商店 18山田家(旧山源漆器店) 高崎市 西毛 明治15年 景観 110

住宅 商店 24森島家住宅(森秀織物) 桐生市 東毛大正13年 124_

住宅 商店 25|早川家住宅 桐生市 東毛昭和6年_ 126_

住宅 商店 27中村家住宅 桐生市 東毛明治27年_登録 130

住宅 商店 37宮下家住宅 太田市_東毛昭和3年_____ 150_

住宅 商店 39旧(有)松葉屋 太田市 東毛明治24年 154

住宅 商店 48外池商店 館林市 東毛昭和5年 176
住宅 迎賓館 49 'つつじ会館(旧秋元別邸) 館林市 _ 東毛 明治41年 178

住宅 官舎 71旧富岡製糸場付属官舍 富岡市 西毛 明治後期 222_

住宅 一般住宅 1杉本家住宅 前橋市 中毛昭和7年 _ 72_

住宅 一般住宅 7小林家住宅 前橋市 中毛昭和21年 88_

住宅 一般住宅 8 金子家住宅_______________________________ 前橋市_中毛大正12年頃 90_

住宅 一般住宅 35絹の館(旧金子家住宅) 伊勢崎市 中毛 昭和12年 146_

住宅 一般住宅 51旧金島公民館(旧石田充親邸) 渋川市 中毛 大正15年 182_

住宅 一般住宅 58都丸家住宅 渋川市 中毛昭和3年 .196_

住宅 一般住宅 91重田家住宅 玉村町 中毛明治15年 登録 266_

住宅 一般住宅 10山田文庫 高崎市 西毛明治以前 景観 94

住宅 農家 17浦野家住宅 高崎市 西毛大正2年 景観 108_

住宅 商家 76山三(古市邸) 下仁田町 西毛 明治22年_ 234

住宅 _ 一般住宅 19旧尾関家住宅 _____________________________桐生市 _ 東毛 昭和5年頃 登録 112_

住宅 一般住宅 20米田家住宅 桐生市 東毛大正14年 114

住宅 一般住宅 21山田家住宅 桐生市 東毛昭和9年 116
住宅 ___'一般住宅 22須藤家住宅(旧金善織物)____________________桐生市 _ 東毛 明治前期 登録 118

住宅 一般住宅 23飯塚家住宅 桐生市 _東毛昭和3年 ’ 12〇_

住宅 一般住宅 30後藤織物 桐生市 東毛明治前期 136

住宅 一般住宅 41旧中島知久平邸 太田市 東毛 昭和6年 市重文 158
住宅 一般住宅 45黒岩家旧離れ•住宅 ］沼田市 @ヒ毛 卜正8年 I ご70



1杉本家住宅

所在地 前橋市岩神町 用 途 住宅

木造平屋建て、桁行14.260メートルX梁行6.370
道、生舰BE メ ートル、寄棟造り•桟瓦葺き、応接間一木造筑 江/I QQO\ 
構造概要平屋建て、桁行3.640メートルX梁行2.730メー建築年昭和7年(酬 

トル、切棟造り•スパニッシュ瓦葺き

設計者杉本福三郎 施工者安達美代吉

備 考

前橋市の岩神地域は風呂川から引いた水力で、水車•糸車 

を動かして撚糸工場を経営する家内工場者が集まっていた地 

域として知られている。前橋撚糸の販路先は主に織物工業地 

が集まっていた伊勢崎•桐生•足利•秩父•八王子方面であ 

り、明治初期から専門の撚糸業者が集まってきて、賑わうよ 

うになったと言われている。杉本家の先祖である杉本商店も 

そうした業者のひとつであり、明治時代から前橋市街地で前 

橋撚糸問屋を商っていた。明治28年には粗悪品を扱う業者が 

現れたために「前橋撚糸同業組合」が組織された。この組合 

は明治36年に県から正式な認可を受け、明治37年に竹内勝蔵 

が組合長で、杉本利三郎が副会長を務めており、杉本利三郎 

の杉本商店は前橋市内において名の知れた撚糸問屋であった 

ことがわかる。

ちなみに、この住宅の建主は杉本商店の次男として生まれ 

た杉本福次郎(明治26年4月29日〜昭和50年、88歳没)であ 

ると言われている。杉本商店は横山町に店舗(生糸玉糸問 

屋)を置き、明神町甲に杉本撚糸工場を構えており、その様 

子は前橋市撚糸同業組合の『業務成績報告書』(大正14年度) 

に「伊太利最新式撚糸機械、片撚双撚壁撚縮撚其他各種、原 

料撚糸は何品にても御好に可応候」と記されている。イタリ 

ア製の最新式撚糸機械を使って相当な羽振りを得ていたこと 

が考えられる。しかし、商家の建物は薄暗くて陰気な造り 

で、家族のなかかち肺結核患者が輩出し、その改善が問題と 

もなっていた。そこで家族の健康を維持するために市街地か 

ら少しでも離れた場所を選び、郊外用の別宅として建築した 

のがこの住居と言われている。

杉本福次郎はカメラ•絵画を趣味に持ち、『主婦の友』な 

どを愛読する文化人として知られていた。この住宅は『主婦 

の友』に掲載された懸賞募集の中から3等案を参考にして、 

自分で設計したものと言われている。工事は岩神町の大工棟 

梁であった安達三代吉に頼んで、雑誌に載ったプランだけを 

参考にして施工が行われたことも考えられる。

建物は木造平屋建て、桁行14.260メートル X 梁行 

6.370メートル、寄棟造り•桟瓦葺き、玄関の脇に洋間が接

続する所謂文化住宅(和洋折衷住宅)である。そして敷地の 

奥にはもう1棟の洋風「離れ」(書斎)を接続しているが、 

これは後に増築したものと考えられる。

和風住宅は片廊下型であり、10畳と8畳の「座敷•次の間」 

で構成され、床の間•違い棚•付書院を備え、いわゆる数寄 

屋風の書院座敷である。8畳は「茶の間」に使用され、西側 

の壁面全体にアールヌーボー調の洋風箪笥を置いており、そ 

の左右は和風箪笥がはめ込まれ、文化生活に関心を寄せた施 

主の好みが反映されている。

玄関脇の洋館は茶褐色の小口タイルで、藤岡産のスペイン 

瓦を葺き、室内は漆喰塗の大壁でセンターリングを飾ってい 

る。ただ母屋と応接間の屋根の取り合いを考えると、この応 

接間は後に増築された可能性が考えられる。

敷地の奥にある洋館は、施主の書斎として増築されたもの 

である。洋館の西側に小さな玄関ポーチが付き、庭園から直 

接出入りできるように設計され、外周の腰壁が茶系引っかき 

タイル、外壁は白色リシン仕上げ、北側には最初の下見板跡 

が残っている。書斎は室内が大壁の白漆喰塗、折上げによる 

漆喰天井で、出入り口には引き込み引戸が使われている。玄 

関ポーチには丸窓が付き、出入口のファンライトには花鳥風 

月•「みみずく」(フクロウ科)のステンドグラスを飾っている。

玄関の北側は女中室と台所として使用され、また北東側に 

新しく居室を増築している。しかし、それ以外は竣工時の様 

子を良く伝えており、前橋市の郊外住宅の面影を確認できる 

住宅である。 (藤谷 陽悦)



離れ外観 座敷内部 書斎内部

平面図 S=1:100



2 橋林寺開山堂(キョウリンジ•カイザンドウ)

所在地前橋市住吉寺1-23-32 用 途寺院

コンクリート•ブロック造2階、桁行

構造概要24,300 メートルX梁間7.300 メートル、入 建築 年 昭和7年(1932)
母屋造り、桟瓦葺き

設計者中村鎮 施工者施工者：@小林組

備 考

青松山橋林寺は文明7年(1475)に前橋城内金井曲輪に創 

立された禅宗寺院である。天正年間は「高竹院」と号し、同 

13年(1585)に改めて橋林寺に寺名が変わり、現在の基礎が 

築かれたと言われている。開墓は厩橋城主であった長尾入道 

左衛門尉景信が築いたとも言われている。天明5年(1785)

7月18日、嘉永5年(1852) 6月18日、天久2年(1862)11 

月12日と、寺院はその都度火災に見舞われて、その後再興を 

果たしながら重要文化財クラスであった観音堂を守ってきた 

とも言われる。しかし、昭和20年8月5日の前橋大空襲では 

寺内におけるほとんどの建物が焼失し、戦後の再興を果たし 

ながら現在に至っている。

開山堂納骨堂は建築家•中村鎮による鉄筋ブロック造(鎮 

ブロック)の建物である。それ故か前橋大空襲では火災によ 

る焼失を免れ、寺内でただ1棟現存している戦前建築である。

建物の施工期間は『中村鎮遺稿』(昭和11年9月)による 

記述によれば、昭和7年1月から12月まで1年間をかけて実 

施した。中村鎮の逝去は昭和8年8月19日で、東京市杉並区 

荻窪2-121番地で亡くなっているから、中村鎮の作品歴から 

数えると、最晩年の建物であったと考えられる。

納骨堂の建物は、鉄筋ブロック造2階建、桁行24.300 メー 

トルX梁間7.300メートルで、入母屋造り本瓦葺き、正面に 

は階段を付けた玄関ポーチと入母屋造本瓦葺きの玄関室を設 

けている。施工は㈱小林工業に残る記録によれば、戦前時代 

の(g)小林組が手掛けていたことが考えられる。ところで、 

『中村鎮遺稿』(昭和11年9月)に掲載された竣工当時の写真 

によれば、戦前までの建物には玄関ポーチと玄関室はなく、 

1階の通用ロに入口を設けて妻側の東寄りから出入りする構 

造になっていたことが判る。現在の室内は、1階が収蔵室で 

2階を祭儀場に使っている。しかし、これも戦後になって改 

造が加えられたもので、戦前における機能用途は1階が納骨 

堂で、2階は位牌堂に使われており、納骨堂では東寄りに祭 

壇が置かれて、数列の納骨壇が配置されていたことが考えら 

れる。

建物の外観はコンクリート.ブロック造による壁式構造で 

あるが、壁面の要所には半円柱のピラスターを付け、その上 

部に拱と肘木の組物を載せている。拱•肘木の組物の上部は 

隅木•垂木をコンクリート造で型取っており、木造の寺院建 

築の構造を鉄筋コンクリートのブロック造でそのまま置き換 

えて施工させている。

ちなみに中村式鉄筋コンクリート構造における型枠材料の 

特徴は、施工現場においてコンクリート製型枠を製作し、こ 

の型枠をコンクリート打設後もパーマネント型枠として使用 

したことである。その結果、型枠は外壁の化粧材を兼用し、 

コンクリート保護による耐久性•耐火性が向上し、仮設材料 

が少なくなって耐久性に優れ、また構造体を作ると同時にそ 

れが最終的な造形を決定していくことになる。その型枠材料 

の形状は、L型の板状によるコンクリート製品(鎮ブロッ 

ク)で重さは約8キログラム、その大きさは目地を含めて 

「長一尺二寸幅六寸」の寸法であり、職人が片手で持てる大 

きさを形状として、それで壁面•床面などすべての構造体を 

構成できる部材として考え出されたものであった。

中村鎮は「中村鎮遺稿」の中で、ブロック造による壁体構 

造を3例示しているが、このなかで橋林寺において採用して 

いる手法は「第十三図 中村式鉄筋“コンクリート•ブロッ 

ク”による複構造膜壁」(「コンクリート•ブロックより鉄筋 

コンクリート•ブロックまで」 附 中村式鉄筋コンクリー 

トブロックについて)であったと考えられる。この方法はL 

形ブロックで築いた壁体の外側に外装ブロックを貼りつけた 

ものであり、防火効果が期待されるだけでなく、「壁厚厚ク 

外観豊カナルノ特長アリ」と説くように意匠面にも配慮した 

手法であった。小規模建物の壁体構築に関する基本ルールに 

ついては、L形ユニットのみを基本的に用い(図1参照)、 

これを適宜の方法で寸法カットしたり、縦使いや裏使いする 

ことによって壁体全体を構成できるとした。橋林寺納骨堂の 

壁体構成では基本ユニットから外れるブロック形状が含まれ 

ているが、その中でも複雑な形状をしたA〜Dまでのユニッ 

卜•パーツ(図2)が多く用いられていたことが判明する。

中村鎮は鎮ブロックの床形状について「煉瓦にもない得な



い事は同一体を持って啻に壁のあらゆる部分のみでなく、床 

までも構造し得ると云う事である。」と説いている。つまり 

「単一の形で異形を要しない」ことが煉瓦造に比べて優れた 

点であった。目視調査では、橋林寺納骨堂の床構造を確認す 

ることはできなかった。しかし、①1階内部の天井に複数の 

2階床梁が確認されること、②屋根にコンクリート•ブロッ 

クが使われていること、などを確認することができる。橋林 

寺では少なくても3つ以上の異形ユニットが使われているこ 

とを想定できる。外壁湿式(左官)仕上については、「鎮ブ 

ロック」を被覆する場合と、素地をそのまま表わす場合とが 

ある。橋林寺の場合は後者であり、ブロックの素地をそのま 

ま外壁に表している。

中村鎮が唱えた「鎮ブロック」の最大原理は、建築の「用 

途•構造•経済•美」に関する一体化であった。それは構 

造と施工方法の標準化の追求につながり、同じ形状•寸法 

を持った部材ユニットを繰り返し使うことでもある。役物ユ 

ニットの量が増大すると、製造に関してコストと時間が掛か 

り、型枠の用意から施工の段取りまで工程作業が増大する。 

それが工期の延長として跳ね返ってくることを避ける狙いも 

あった。

橋林寺納骨堂では基本形から外れた役物ユニットが複数使 

われている。つまり中村鎮の基本原理からは逸脱した手法が 

多く使われており、これらの点をどのように解釈するかにつ 

いては多くの考えがあるかと思うが、ひとつは中村鎮の最晩 

期を飾る作品としてヴォキャブラリーが増えたこと、もうひ 

とつは寺院建築という複雑な構造•意匠•組物を要する建物 

であったこと、などが大きな要因として考えられる。いづれ 

にしても中村鎮の建築作品としては異色の建築であり、前橋 

市と群馬県にとって重要な位置を占めつつ、日本の近代建築 

史上においても重要な建物に数えられる。 (藤谷陽悦) 

関連資料：『中村鎮遺稿』(昭和11年8月)

『橋林寺由来沿革、橋林寺第2集』



(図1)中村式鉄筋“コンクリートブロックによる複構造 

膜壁”

第 七 圖

中村式鐵筋「コンクリート.ブロック」の形狀及壁體桃造蹒

(図2) A〜Dまでのユニット・パーツ
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3松山医院

所在地前橋市大手町2-4-5 用 途病院

木造平屋建て、桁行8840 メ ートルX梁行

横造概要 ASBifi 〇 > 建築年大正14年(1925)
構迫概要(病院棟木造2階建て、切妻マンサー L染年大止ヰ(

ル、瓦葺き)

設計者小林武四朗 施工者小林工業

備 考竣工写真帳アルバム•その他

前橋市街の中心で松山病院を経営する松山家は、江戸時代 

には福島県二本松市でお抱えによる御殿医として知られた家 

柄であった。松山家では現在まで当主が11代目を数え、明治 

時代に入ってからも二本松市で医者を続け、前橋市で初めて 

松山病院を開業するのは大正3年頃と言われている。初代の 

松山操氏は北曲輪町の借家を病院にして開業した。その後に 

野中興業から敷地を分けてもらい、現在の病院は大正13年頃 

に建設したと言われている。松山家では竣工写真帳のほか、 

多くの病院建築に関する史料などを残している。

病院施設は大正13年頃から工事が始まり、大正14年11月に 

完成させたと伝えられている。「離れ座敷」にある座卓の裏 

側には「祝松山病院新築落成。贈松山操殿。大 

正十四年十一月吉日。前橋市國領町 佐藤嘉藤太」と記した 

墨書を残しており、大正14年11月に病院を完成させていたこ 

とが考えられる。

病院の建物は木造2階建の洋風建築であり、屋根は切妻の 

マンサードで、外壁が下見板張りである。主道に沿って病院 

棟が細長く延びており、切妻破風が二翼で正面を飾り、その 

間に玄関ポーチを小さく設けている。工事は前橋市で大きな 

仕事を手掛けていた小林工業が請け負っており、名の知れた 

工事であったと考えられる。

松山家では病院建築の完成後、間もなくして初代院長の操 

が病死(大正15年3月17日没)したため群馬県衛生研究所の 

所長を務めていた松山信六(明治28年生まれ、千葉大卒)が 

跡を受け継ぐことになり、その信六の代になって建設したの 

が裏庭にある離れ座敷である。離れ座敷は群馬県で昭和9年 

に陸軍特別大演習が行われることになったため、軍関係者の 

貴賓宿舎として建設されたと伝えられる。

陸軍特別大演習は明治6年4月から開始され、天皇による 

陸•海軍の統帥権確立と地方民情を視察することを目的とし 

て明治24年8月から制度化された。以降年々、全国各地で行 

幸行事として定着し、関東では明治25年(宇都宮地方)、同 

40年(結城地方)、同42年(宇都宮地方)、大正元年(川越地 

方)、同7年(利根川以北地方)、同10年(武相地方)、昭和 

4年(水戸地方)、同9年(群馬•栃木•埼玉)陸軍大演習 

が実施されている。とりわけ昭和9年11月に行われた陸軍大 

演習は群馬県を中心に、地方の産業振興と施設整備を兼ね備 

え、大演習の終了後は学術•社会•自治等の諸施設が皇族た 

ちによって視察された。このときの参加兵は総計15万3014人 

で、その寄宿先は民宿で皇族は閑院宮戴仁親王殿下•秩父宮 

擁仁親王殿下を含め12家は前橋市の旧家•名家に分宿した。 

内閣総理大臣兼海軍大将岡田啓介をはじめとする統監部(親 

任官31人、勅任官105人、衆議院議員3人、奏任官その他164 

人、合計303人)は前橋市の貴賓宿舎が割り振られ、松山家 

のこの時の資料では「陸軍大将林仙之、陸軍砲兵大尉長 

谷川宇一」が寄宿していたことが分かっている。松山家には 

「陪観貴賓宿舎主心得」•「皇族供奉員貴賓及統監部員ノ宿舎 

主衛生上ノ心得」などが配布されているから、これらの心得 

に従って、離れ座敷を新築したものと考えられる。

離れ座敷は木造平屋建て、桁行8.190メートルX梁行3640 

メートル(桁行4間半X梁行2間)、寄棟造り•桟瓦葺きで、 

南側にトタン葺の下屋庇を下し、外壁は押縁下見板張りであ 

る。建物には玄関がなく、病院棟と渡り廊下で繋がり、離れ 

座敷の間に築山の中庭を設けている。

座敷は北側•南側•西側で縁側が回遊し、10畳+ 8畳の構 

成で、略式ながら床ノ間•違い棚•付書院を備えている。床 

の間は、落掛と床框が紫檀、欄間は黒柿のへぎ板で、櫛型欄 

間が数寄屋風書院に色取りを添えている。

林仙之陸軍大将が訪れた際に写した記念写真によれば、室 

内意匠は寸分違わず当初のままで、当初の状態を維持してき 

たことが考えられる。 (藤谷 陽悦)

松山医院



離れ内部 離れ外観

松山医院はなれ S=1:100



4 臨江閣本館(リンコウカクホンカン)

所在地前橋市大手町3-15-3 用 途迎賓館

木造2階建て、主屋棟桁行15.470メー匕

进、出搬® ルX梁行8.190メートル、奥座敷棟 桁行 日日7ム17尔种丁
構造概要7.583メートルX梁行4.550メートル、入母 明Zロ17年(麵奴エ

屋造り、桟瓦葺き

設計。者児玉平七 施工者小林九五郎

棟札「明治十七年五月起工同年九月竣工」(工事関係者：土木課長磯村応、主任児玉平一、大工小 
* 林九五郎、片山太七、森山義一、岸本太五郎、瓦工高橋利八、泥エ牧野秋太郎)

初代県令•楫取素彦が貴賓顕客を持て成すために、明治17 
年に建設した群馬県の迎賓館施設である。位置する場所は県 

令が指定したところによるもので、旧お虎が渕の北方の堤地 

に位置し、利根川の流れに面して妙義•浅間の各山系を遠望 

する地に定めている。

群馬県では明治天皇が明治11年に東北地方•東海地方へ御 

巡業の途次、初めて群馬県に天皇を迎え入れている機会を 

持っている。群馬県は遠隔地ゆえ、皇族が立ち寄る機会は南 

北朝時代の後醍醐天皇以来であり、これは群馬県では画期的 

な出来事であった。明治天皇は明治11年8月30日に東京を出 

発し、同年9月3日に前橋市に御着きとなり、群馬県庁•群 

馬県博物所•群馬県衛生所医学校•群馬県師範学校•前橋座 

繰製糸所•前橋製糸原社を御臨幸した後に前橋生糸改所2階 

を御在所とした。前橋生糸改所は貴賓を迎える入れるための 

専用施設ではなく、県内の生糸業者が行在所と生糸検査•不 

正防止を兼ねることを目的として共同出資のうえで用意した 

建物である。このとき県令•楫取素彦は明治15 •16年頃から 

地元有志である下村善太郎らを説得し、県庁所在地の前橋市 

に貴賓顕客をもてなす迎賓館の必要性を訴えていたと言われ 

る。その背景には明治11年の明治天皇による前橋御行幸が隠 

されていたとも考えられている。そして明治16年頃に地元有 

志から寄付金を募り、総額で65ロ7650円、敷地は下村善太郎 

の寄付によって「臨江閣」本館を用意させている。「臨江閣」 

の名称は、西に利根川を望み、さらに遠くには妙義•浅間の 

山々を眺める景勝に因んでいる。楫取素彦が付けた名前であ 

る。敷地は前橋城空濠と風呂川に囲まれた三角洲にあって、 

その景勝を愛でるにふさわしい立地的な条件が用意された。

建物の記録は棟札があり、そこには「明治十七年五月起工 

同年九月竣工」と記されている。わずか5ヶ月間ばかりの 

工事期間であったと考えられる。(『前橋繁盛記』(豊国義孝 

編、明治40年1月5日)には「明治18年9月竣工」の記述も 

ある。)工事関係者は「土木課長 群馬県五等属磯村応、主 

任群馬県七等属児玉平一、職工大工小林九五郎、同片山 

太七、同森山義一、同岸本太五郎、瓦工高橋利八、泥エ牧野 

秋太郎」の9名である。実質的には主任の児玉平一が工事を 

取り仕切ったものと考えられる。

工事費は「此費五千円」で、建坪は「臨江閣九拾坪附属家 

屋拾六坪以為迎賓之設」とあり、玄関脇の留守居棟•便所納 

戸棟(16坪)を除いて合算すれば、「臨江閣九拾坪」と合致 

する。主屋棟の規模についてはほとんど手が加えられずに維 

持されてきたことが考えられる。

建物の全体構成は、桁行8間半X梁間4間半の主屋棟(木 

造二階建)を中心に、その西側に桁行4間1尺X梁間2間半 

の奥座敷棟(木造平屋)を雁行形に連ね、北側の東端には留 

守居棟(木造平屋)を設けている。

主屋棟は木造2階建て、桁行15.470 メ ートルX梁行8.190 
メートル、入母屋造り•桟瓦葺である。屋根はゆるい「起 

り」を施し、その軒先の庇は銅板葺きで処理しており、いわ 

ゆる建物の様式は数寄屋造りである。主屋棟の東側にはゆる 

やかな「起り.」を付けた切妻造•車寄せを用意している。

主屋棟は、室内の1階が14畳•10畳•10畳• 7畳半の4部 

屋で構成され、2階は12畳半• 3畳• 25畳の3部屋である。 

2階の25畳は早い時期に次の間が撤去された様子であるが、 

その後に明治26年の明治天皇行幸の折、西端部の12畳半は 

「御座所」として使用され、隣接する25畳の鴨居からは御簾 

を下げた金具が見つかっている。現在は当時の史料から襖な 

どに金を散らし、御座所時代の様子が復元されている。

ちなみに主屋棟はその後もたびたび改修が行われ、明治26 

年明治天皇行幸の折には留守居棟の西側に1坪半の鍵屋を増 

築し、北側にも奥行半間、西寄り1間半の下屋を建ててい 

る。明治34年又は41年の皇太子御滞在の頃には急勾配の階段 

を緩くし、玄関室と廊下境を撤去して、それを廊下に改めて 

いる。明治43年には別館の建設に伴い、留守居棟の下屋を撤 

去のうえ、東面と北面にわずかな増築を行い、21畳敷きの板 

敷き広間に改造している。大正時代には留守居棟の東端2間 

を玄関に改めている。

1階は西側より、「一の間」(14畳)•「次の間」(10畳).「3 

の間」(10畳)•玄関脇の「控の間」(7畳半)と続いている。 

このうち「床の間」を用意した部屋は「一の間」•「次の間」 

だけであり、「一の間」については床の間が鍵の手に折れ曲 

げられている。「一の間」では座敷の床下から漆喰叩きと甕 

の跡が見つかっている。臨江閣では明治18年9月27日に前橋



市有志によって能興業と狂言が演じられた記録が残っている 

から、南面を観客席に見立てて能舞台が設けられたと考えら 

れている。

奥座敷棟は木造平屋建て、桁行7.583メートルX梁行4.550 
メートル、寄せ棟•桟瓦葺き、主屋棟とは「鍵の手」に折 

れ曲がって雁行式で配置されている。西側の奥座敷(8畳) 

は床の間が西側を向き、違い棚は南向きであり、座敷飾り 

(床•棚•付書院)の完備は無く、床の間と違い棚は自由な 

形で「鍵の手」に配置されている。この建物は「臨江閣」と 

言うように、利根川の清流と妙義•浅間の眺めを重視してい 

るが、この鍵の手に折れ曲った床の間の配置もその眺めの方 

向を表してレゝる。

臨江閣では明治34年に皇太子殿下が滞留されて以来、群馬 

県の重要な迎賓施設として使用されてきた。大正2年には公 

演地に編入され、昭和8年に史跡に指定され、戦後は市庁 

舎•公民館を経て昭和61年3月7日に茶室と併せて群馬県重 

要文化財の指定を受けている。平成2年12月には復元改修エ 

事が行われ、今は群馬県の地域と歴史を伝える重要施設とし 

て資料館などにも活用されている。 (藤谷 陽悦)

関連資料：栗田暁湖『下村善太郎と当時の人々』(大正14年)、 

「臨江閣預金名簿」

2階御座敷



2階次の間

1階一の間



2階平面図

1階平面図



5 臨江閣別館(リンコウカクベッカン)

所在地前橋市大手町3-15-3 用 途迎賓館

構造概要建築年明治辨(測)竣工

設計者 施工者 近藤安太郎•小曾根甚八

棟札「明治四十二年九月本館ノ建設二着手同四十三年八月竣エス」(協賛会長 正五位勲五等 神山 

閏次、同副会長正六位勲六等 佐藤孝三郎、同理事 正五位勲五等沖一誠、同 正七位勲七等 

直井三郎、正八位勲七等 詫磨三清秀、同幹事 深井仙八、同 小林源三郎、工事請負人 小曾根 

甚八)

明治43年に前橋市において「一府十四県連合共進会」が開 

催された。それを機に臨江閣本館に隣接して建てられた貴賓 

館がこの別館である。建物の工事については棟札に「明治四 

十二年九月本館ノ建設二着手同四十三年八月竣エス」とい 

う記録があり、これから考えて明治43年秋頃の竣工であるこ 

とがわかる。工事の監督は、棟札には「工事監督近藤安太 

郎、工事請負人小曾根甚八(前橋市曲輪町)」の2名が記 

されている。しかし、「国民新聞」(明治42年5月6日付)に 

は次のような記述もあり、具体的には土木課に勤務した沖技 

師をチーフとして工事が進められたことが考えられる。

「明年度開催せれるべき群馬県共進会貴賓館の位置は前橋市 

臨江閣正面内左手と決定し目下沖同県土木技術監督の下に土 

木課に於て設計中なるが其の建築予算は金二万八千円にして 

装飾費を合わせて三万七八千円にエがるベく」(「国民新聞」 

明治42年5月6日付)

建物は木造二階建て、入母屋造りの桟瓦葺きであり、桁行 

16間•梁間6間(桁行32.000 メートル X 梁行13.840 メー 

トル)、土台から棟までを含めて高さが約14メートルを超え 

る壮大な建物である。建物の正面には、北向きに入母屋一重 

の車寄せが付く。

外壁は軒下に小壁を見せ、それ以外は全てが押縁下見板張 

りであり、梁間6尺の下屋庇を外周に廻し、縦長のガラス戸 

を嵌めている。屋根は棟飾りとして鵾尾を載せる。破風は狐 

格子であり、そこに唐草T魚が下がり、軒エには2間の間隔 

で舟肘木を立てている。別館においては明らかに、建築様式 

として寺院建築の手法を見ることができる。

室内では平面形式として、1階が正面玄関から入った中央 

通路を挟んで西側に大広間を置き、東側が和室棟とに分けて 

いる。

大広間は『国民新聞』(明治42年6月28日号)に「西洋室」 

として紹介されている。室内の意匠は長押を廻し、吹き寄せ 

格天井で、書院造りの意匠である。床は畳が無く、36畳敷の 

板敷き大広間で、明治宮殿と同じように貴賓との対面儀式を 

想定したことも考えられる。

和室棟は中廊下を中心に北側と南側に2列平行配置が採用 

されている。和室は「座敷+次の間」の構成を取り、南側で 

は3室(15畳•15畳• 8畳)、北側では4室(10畳.10畳• 

8畳• 8畳)が配置されている。なかでも奥座敷の南15畳• 

北10畳の二部屋は踏込み床•違い棚•付け書院が用意され、 

賓客との接客が考えられたと思われる。

2階は180畳敷きの大広間であり、長押を見せ、小壁は高 

くて障子欄間を入れ、天井は1階西洋室と同じ造りの吹き寄 

せ格天井である。東側に18尺の大床と、その左右に9尺の脇 

床が用意されている。室内は明らかに書院造りの様式であ 

り、床は畳敷きであるものの、その様式においては1階西洋 

室をそのまま踏襲したことが考えられる。

ちなみに臨江閣別館の小屋組は洋小屋であり、キングポス 

卜が採用されている。また2階の床面は、床梁の長スパンを 

支えるため、床面が歪まないように床梁の両側からボルトと 

鉄筋タイバーで挟み込む技術を使っている。これは近代に 

なって生まれた和風建築のひとつであり、つまり外見は和風 

の伝統を踏襲しつつ、見えないところに近代的な技術が使わ 

れており、こうした隠れた部分の進歩も近代和風建築を解剖 

するうえでひとつの見方である。臨江閣別館ではそうした近 

代和風建築の見方を提示する好例とも言える。

なお、別館は昭和61年6月6日に前橋市指定重要文化財に 

指定されている。 (藤谷 陽悦)

関連資料：『群馬県主債一府十四県連合共進会事務報告』、『見積 

書』(明治四十二年九月十五日)、「延期御願」(明治四 

十三年八月拾五日)、国民新聞」(明治42年5月6日* 

6月28日付)



2階大広間 1階大広間(西洋室)

1階平面図



6 臨江閣茶室(リンコウカクチャシッ)

所在地前橋市大手町3-15-3 用 途茶室

木造平屋建て、桁行5.409メートルX梁行

構造概要4.864メートル、茶室西妻入母屋造、書院 建築 年 明治17年(1885)竣工

寄棟造、桟瓦葺き

設計者今井源兵衛 施工者今井源兵衛

棟札「前橋市街脇有臨江閣附属茶寮二十一坪費金春千円是係群馬県令以下僚属之預金而賛市街有志者 

備 考 之美挙也明治十七年七月起工 同十一月竣功」(工事関係者：土木課長•群馬県五等属 磯村応、主 

任•群馬県七等属 児玉平一、大工•京都大工今井源兵衛)

臨江閣の茶室は、本館と同じ年である明治17年に竣工し 

た。棟札の記録によれば、県令以下の官吏が茶室を建てるた 

めに1000円を預金して、市の有志の美挙に協賛したことが最 

初に記されている。工事期間は「明治十七年七月起工 同十 

一月竣功」であり、本館よりも少し遅れて工事が始まり、5力 

月間という短い期間でもって完成させたことが考えられる。

工事関係者は棟札に「土木課長•群馬県五等属 磯村応、 

主任•群馬県七等属 児玉平一、大工•京都大工今井源兵 

衛」の3名が挙げられており、土木課長の磯村応は総括責任 

者、児玉平一は工事監督者と考えられるので、具体的に工事 

を担当したのは京都大工の今井源兵衛であろう。今井源兵衛 

については今のところ知るところが少ないが、京都から大工 

を招いて工事を行っているので、名前の知れた大工であった 

と考えられる。

建物は木造平屋建て、桁行5.409メートル X 梁行4.864 

メートル、茶室は西妻入母屋造桟瓦葺きで、書院が寄棟造桟 

瓦葺きである。全体の間取りは京間4畳半の茶席に、8畳の 

書院座敷と待合が附属する構成となっている。全体の建物規 

模は書院座敷と待合を合わせて約20坪足らずの建坪である。

茶席は京間4畳半•本勝手•下座床の型式であり、床の間 

は踏込床で、床奥の隅を塗廻して洞床としている。床柱は 

絞り丸太であり、落掛の見付けは細く、出入り口は「にじ 

りロ」がなく、引き違いの腰高障子を入れた貴人ロとしてい 

る。東の床脇に背の低い「給仕ロ」、東側北端間に「茶道ロ」 

を設け、南側西端間は貴人ロとしている。床前の天井は「平 

天井」であり、貴人ロの近くは「かけ込み天井」とし、茶道 

ロ近くは一段下げた「蒲の落天井」としている。土庇は貴人 

口側だけでなく、鍵の手に廻して西側にも設けている。

書院座敷は略式ながら床•棚•付書院を備え、床柱は杉丸 

太であり、付書院の外壁に異形の花頭窓を設けている。天井 

は竿縁の平天井であり、棚上は網代天井とし、床上は鏡張り 

である。炉上の天井には蛭鉤を付けている。

露地はつくばいがなく、書院の南側に軒出の深い土庇を付 

けて腰掛待合を設けている。茶席は「にじり口」と「貴人 

ロ」の違いを除けば、床•給仕ロ •茶道ロ •下地窓炉の配置 

などは草庵風の宋和流を継承した、金沢市にある大黒庵と同 

じで造りである。したがって、この茶席もまた草案茶室を踏 

襲した形式を保っていると言える。

なお、茶室は本館と同様に昭和61年3月6日に群馬県重要 

文化財に指定され、平成2年12月に復元改修工事が行われた。

(藤谷陽悦)

関連資料：浅田晃彦湖『上州の茶の湯史話』(昭和54年刊)

外 観



臨江閣茶室平面図 s =1:100 
『前橋市臨江閣修復基本調査報告書』 
前橋市教育委員会、昭和59年3月30日



7 小林昌夫家住宅

所在地前橋市三河町 用 途住宅

接、生舰亜 木造平屋建て、桁行18.960メートルX梁行
構概要。non > > n -t rvL ra > Afc 建築 年 H口和21年(1946)頃

8.020メートル、入母屋造り、桟瓦茸き

設計者小林武四郎 施工者小宮山壮吉

備 考

前橋市三河町に位置する小林昌夫家住宅は前橋市で代々建 

設業を請負ってきた、㈱小林工業の邸宅である。㈱小林工業 

の初代当主は嘉永2年に生まれた小林与作(通称：要作)で 

あり、明治13年に前橋市芳町で初めて「小林要作建設請負 

業」を倉業した。与作は明治19年に市村製糸工場、明治29年 

に前橋市測候所、明治31年に中川小学校など多くの公共事業 

に関わり、明治31年に前橋大工職工組合が結成されると同業 

者に推されて世話取締に就任した。与作が手掛けた最大の仕 

事は明治36年に竣工した高崎発電所である。この発電所は高 

崎市の有力者であった須藤清七•小林弥七が高崎水力電気㈱ 

の事業として発起したもので、利根川水系烏川のエ室田発電 

所から高崎まで16kmを送電する壮大な計画であった。前橋市 

の電力化と埼玉県北部の電力事業に大きな影響を与えた仕事 

として知られている。小林与作はこの仕事で群馬県の公共事 

業の下地を作ったが、残念ながら明治38年6月13日、57歳の 

若さで亡くなった。

小林与作の跡を引き継いだのが2代目の小林武四郎(明治 

24年1月17日生まれ)である。武四郎は東京市神田区片大工 

町の大工棟梁である斉藤平吉に弟子入りし、その後清水組深 

川木場工場で修業時代を送ったが、養父の与作が亡くなった 

のを機に小林要作建設請負業を引き継ぎ、会社を「(g)小林 

組」と改称した。

武四郎は大正9年に関東モータース㈱事務所、大正10年に 

伊香保福一旅館と前橋製作所などの重要施設を手掛け、大正 

12年9月の関東大震災では群馬県第1次応召団副団長として 

東京に出て、都内の各応急施設工事に従事した。その実績に 

より大正13年に群馬県で最初の鉄筋コンクリート校舎である 

荒砥村立小学校を建設し、群馬県の公共施設の大半を請負う 

ほどの大企業に成長するのである。

ちなみに現家屋は昭和20年の前橋大空襲で自宅が焼失した 

ため、同じ場所を選んで再建したという。㈱小林工業では昭 

和19年に数名の同業者と諮って前橋士建工業㈱を設立し、武 

四郎はその社長として約100人の大工•木挽職を抱えていた 

から、その中から選りすぐりを選んで大工の小宮山壮吉と加 

瀬健一が家屋の造作工事に当たり、左官職は橋本某(堀川 

町)、鳶職は秋山組と杉田組、石工は田中石材店、水道工事 

は前橋水道㈱が工事を行ったと言われている。また材料は終 

戦直後で不足していた時代に、大工の小宮山壮吉が秋田まで 

出向いて秋田杉を購入し、さらには日本銀行支店長宅(昭和 

24年5月棟上)の準備で戦前から蓄材していた一^部を使って 

無事に執り行うことができたと言われている。

建物は木造平屋建て、桁行18.960メ--トルX梁間8.020 

メートル、入母屋造り•桟瓦葺きによる数奇屋風住宅であ 

る。東側の道路に面して芝生を張った南庭を設け、外構は道 

路との敷地境に昭和50年に建設した腕木門を構えている。

玄関は入母屋•桟瓦葺きであり、室内の踏み込みでは四半 

敷きに造り戸棚を設けている。寄り付きは和室4畳半で、北 

側に梁間4.790 メートルX桁行1.564 メートルの昭和50年に改 

修した洋間を付けている。

西側は南庭に面した広縁であり、「座敷•次の間」の構成 

で、「寄付き」に近い部屋が「客座敷」で、その奥が「次の 

間」となっている。

客座敷は長押付で、琵琶床を南庭に向け、そこには槐丸太 

の床柱や図面竹などの銘木を見せている。また欄間は菱組を 

組み合わせた箴欄間で、吹き寄せの棹ぶち天井を組み合わせ 

て格調高い雰囲気を表している。

台所は昭和50年の改修で、近代的な厨房に姿を変え、西側 

の2階家屋は昭和50年の改修で洋室に変えられている。

このように小林家は昭和50年の改修工事で変更箇所が多い 

が、母屋部分は近代的な装いを残し、1)終戦直後という資 

材物資が不足するなかで総力を挙げて建設したこと、2)戦 

前から前橋市の名建築を手掛けてきた建設業者の自邸であり 

随所にその力量が示されていることなど、こうした理由を通 

じて前橋市の建築文化を知る上で欠かせない存在と考えられ 

る。 (藤谷陽悦)

関連資料：会社リーフレット「小林工業 125th Anniversary」



寄 付

座 敷

平面図



8 金子家住宅

所在地 前橋市粕川町室沢 用 途 住宅

木造2階建て、桁行14.680 メートルX梁行

構造概要7.750 メートル、切妻造り(腰折れ)、桟瓦建築年大正12〜13年(1922〜1923)頃

葺き(煙突付)

設計者金子重四朗 施工者

備 考

前橋市北部の赤城南麓の棚田地帯に位置する金子家は改進 

党代議士を務めた金子与重朗が住まいとし、自らが設計して 

建てた住宅である。

金子与重朗は明治34年1月27日に群馬県前橋市(勢多郡粕 

川村室沢)に金子新作の長男として生まれた農業改良家であ 

る。金子新作は農業の傍ら質屋を商い、地元の素封家として 

知られ、村に多額の寄付を行うなど篤志家的な性格を持って 

いた。金子重四朗はその親の元で育ち、粕川村の尋常小学校 

から旧制勢多農林学校に進み、それから盛岡農林学校に進ん 

だ。大正8年3月に同校を卒業すると、郷里に帰って家業の 

農業を継承し、さらに県下を巡歴して産業組合のため、未組 

織町村の解消に奔走した。ときには組合厚生病院の設立のた 

め農村保険に尽力することもあった。大正9年には一時期、 

宇都宮編重隊の幹部候補生として入隊した。しかし、昭和 

5年3月からは粕川村の学務委員•同村信用販売購買利用組 

合長•県購買販売利用組合専務理事•同連合会総務部長を歴 

任し、群馬県蚕糸会社の創設と碓井•甘楽•下仁田の南3社 

を統合するなど、蚕糸業の振興に貢献した。昭和10年には県 

版講利連合会の会長、粕川村会議員を務め、戦後は昭和24年 

に第24回衆議院議員選挙に初めて当選した。以後、議員活動 

を長く務め、昭和24年• 27年• 28年と改進党代議士を3期連 

続で当選のうえ、改進党農林部長•衆議院農林委員の要職に 

あって農政改革に貢献した。しかし、衆議院議員の任期中で 

ある昭和29年10月2日に53歳の若さで逝去した。

この住宅はそうした金子重四朗が生前に住まいとして使用 

していたものではあるが、木造2階建て、桁行14.680 メート 

ルX梁行7.750メートル、切妻造り桟瓦葺き、腰折れ屋根の 

煙突付きである。建物の外観は下見板張りの洋館で、竣工年 

代は大正12〜13年頃と言われている。

金子与重郎が最初に住まいとしたのは在来による農村住宅 

であった。しかし、農村住宅では合理的な生活に不便を来た 

し、女性に過酷な重労働を強いるなど、土間のある生活を活 

かしながら、そこに快適性を取り入れることができないか、 

そうした思いで設計したのがこの住宅である。金子与重郎の 

スローガンは農村改革において能率増進を進め、併せて女性 

の家事労働を軽減することであった。

住宅の間取りは台所部分と座敷棟に分かれ、それらは「鍵 

の手」に折れ曲り、土間の台所には気軽に語らいができる茶 

の間のスペースが置かれていたという。

台所棟はすべてを板敷きに変更したが、元々は土間に暖炉 

があって、その暖炉を取り囲むように農作業をしたり、ある 

いは近隣の農民たちが談笑できるように設計されていたとい 

う。つまり壁際に4畳半程度の畳敷きの広間を設け、ここで 

は土足のまま腰かけたり、食事も可能であり、土座と床座を 

兼ねたコミュニティ•スペースとして家族が利用できるよう 

に計画されていた。

座敷棟は「座敷+次の間」の構成で、その北東の裏側には 

6畳の「茶の間」と4畳半の書斎が置かれている。座敷は 

「床の間+違い棚+付け書院」を揃えた書院造りであり、書 

斎と居間では欄間にへぎ材などを使うなど、数寄屋造りの対 

照的な趣を見せている。

座敷棟は縁側の南側に広縁7尺を設け、広縁の西北端には 

戦後に増築された茶室を置いている。「茶の湯」は群馬県婦 

人会長を務めた妻である金子センが趣味として、この広縁と 

一緒に増築されたことが考えられる。

台所棟の上階に設けた2階は2部屋に分かれ、室内はすべ 

てが洋室として計画され、南側の12畳間が洋室のままで、北 

側の6畳間は畳敷きであったとも言われている。南側の洋室 

は漆喰壁と平天井で構成され、平天井の隅部にはライト風の 

幾何学模様と幾何学形の星型窓を飾っている。

このように金子邸は洋風の外観を基本とするものの、室内 

は民家•和室•洋室が入り混じった和洋折衷であり敷地の 

外回りでは煉瓦塀と板塀を廻し、その入り口付近に土蔵• 

蚕室•冠木門を置いて素封家の趣を見せている。農業政策に 

奔走した政治家の住まい方を示した貴重な事例と思われる。 

(藤谷陽悦) 

関連資料：金子与重郎伝(東宮七男編、群馬県文化協会 

編)



茶の間

2階平面図

座 敷

2階書斎

1階平面図



9 岡醤油醸造株式会社店舗・蔵座敷•土蔵

所在地高崎市常磐町5 用 途店舗

:ヱ 店舗•明治 3〇 年(1897)
構造概要 by 建築 年 蔵座敷•不詳(明治44年以降)

誦.梳職て、鞠醐.鵬［ロ

土蔵• 土蔵造り• 2階建て、切妻屋根•瓦葺き 

設計者 施工者

備 考

岡醤油造醸株式会社は、聞き取りによれば、「天明七年 

(1787)近江商人初代岡忠兵衛が、足尾銅山から江戸へ銅を 

運ぶ銅(あかがね)街道の要衝として栄えていた群馬県大 

間々の地に、『河内屋』の屋号を掲げ、醤油醸造業を興した 

ことに始まる」という。本岡醤油造醸株式会社は、河内屋 

の支店として明治30年(1897)に高崎常磐町の旧中仙道沿い 

に、「カドシチ保坂」より土地を譲り受け、岡醤油醸造を開 

店し、現店舗もこの時に建築したものといわれている。た 

だ、店舗の明治30年竣工を裏付ける史料は見当たらず、その 

確認は取れてはいない。

店舗は、木造2階建てであるが、2階部分は階高(建端) 

が極めて低く、内部の天井高さも低い所謂ッシ2階建てであ 

る(写真1)。明治44年12月撮影の店舗正面の外観写真と比 

ベても、現在のトタン葺き屋根が当初は桟瓦葺きであった程 

度の改変しか見られない。内部に関しては、中央に建つ大黒 

柱を境に正面に向かって左側が土間、右側は床が張られてい 

たと推定され、現状では表側の部屋の床を取り去り土間とす 

るなどの改修の痕跡がみられるものの、表の建具として揚戸 

が残り、裏側にもかつての台所用の竈と煉瓦造の小煙突が残 

るなど、創建時の様子が窺える(写真2)。ちなみに、1階 

の店奥の8畳の南側壁面は中敷居付きの戸棚で、長押も付く 

など、店舗内では一番格式の高い部屋である。2階部分も当 

初の姿をよく残している。ここは、主に近江から働きに来て 

いた営業系の店員の寝室に使われていたといわれ、創建時は 

1階の中の間と通じる簡単な階段があったと思われる階段降 

り口部が見られる。

また、明治44年の外観写真によれば、店舗の脇に並んで現 

存する蔵座敷と土蔵は確認できない。したがって、この写真 

から判断すれば、蔵座敷並びに土蔵は、明治44年以降の建築 

であることは明らかで、おそらく大正期のものと推察され 

る。ちなみに、各建物の基準寸法を見ると、店舗部分は1間 

1880mm、蔵座敷は1間1840腿、土蔵は1間1800mm、と3棟共 

に異なり、こうした基準寸法の違いからも蔵座敷と土蔵も建 

築年代が異なると推測され、店舗部分、蔵座敷、土蔵の順に 

建設されたと考えられる。

蔵座敷の東側の8畳は、1間の床の間と付書院が設けられ 

た部屋で、箱階段を用いて登る。2階の東側の8畳は、床の 

間•違い棚•平書院のある最も格式の高い部屋である。聞き 

取りによれば、ここは、近江在住の主人が時折訪ねた際に使 

う建物であったという。

なお、近江商人は、基本的には近江に生活拠点の住まいを 

構え、年に何度か上京して営業の様子を確認し、指示を出す 

という営業形式を取るのが一般的で、岡醤油の場合は、店舗 

内に近江から連れて来た支配人1名と営業担当者が4〜5名 

が住み、また、工場労働者は地元から20名程度屋雇い入れ、 

醤油の製造を行っていたという。

土蔵は、入口は観音開きの扉ではなく、引き戸形式で開閉 

するもので、2階には造り付けの戸棚が設けられている。

また、年代は不詳であるが、最盛期の様子を描いた絵図を 

見ると、店舗の裏には巨大な土蔵蔵とともに、醤油製造エ 

場と醤油瓶の洗浄場などの建物群が並んでいる様子が描か 

れている(写真3)。現在でも、店舗裏に背の高い煉瓦造の 

煙突とボイラー用倉庫が残っており、当時を偲ぶことができ 

る。ちなみに、この大きな煙突は醤油製造の際にお湯を沸か 

すときに使用したものであるという。この煙突は、遠くから 

も見え、地域のランドマーク的存在でもある。工場•倉庫群 

のあった場所は、現在駐車場として使用されているが、その 

端に昭和8年創建の稲荷が現存している。商売繁盛を祈願し 

たものであろう。いずれにせよ、この店舗は近江商人により 

拓かれた明治30年代の伝統的商家の造りをよく伝えるもので 

あり、また、増築ではあるものの蔵座敷と土蔵も現存するな 

ど、当時の近江商人の生活を知ることができる貴重な建築遺 

構といえる。 (内田青蔵)



岡醤油土蔵2階平面図 岡醤油住宅側 2階平面図 岡醤油店舗側 2階平面図

岡醬油1階平面図

写真1
写

真

2

写真 3



10 (財)山田文庫(旧山田邸)

所在地高崎市常盤町25番地 用 途主屋(蔵座敷、住居)、土蔵、茶室(離れ)

屋平屋一部2階建て寄棟造瓦葺 主屋(座敷蔵) 明治元年以前(台帳)

構造概要東•西蔵(土蔵)2階建て切妻造瓦葺 建築年東•西蔵(土蔵)明治元年以前(台帳) 

茶室木造平屋建て寄棟造瓦葺庇付 茶室 明治16年移築(台帳外)

設計 者 施工 者

備 考 レンガ塀：大正期移築 高崎市景観重要建造物

(財)山田文庫は、高崎駅の北西方向約2 kmの距離で、烏川 

近くの常盤町交差点の北側、旧中山道高崎宿の西の木戸に隣 

接した角地の位置にあり(図1)、創立者が山田勝次郎と妻 

とくで、昭和49年に小•中•高等学校の図書費助成等を目的 

として旧山田邸内に設立された。山田邸は、昭和初期の農業 

経済学者で、昭和20年以降の高崎経済界で活躍した勝次郎の 

自邸である。また、根津嘉一郎により「高崎の渋沢栄一」と 

評され、大正10年から通算23年間にわたり高崎商業会議所の 

会頭を務め、明治から昭和初期の高崎商工界に貢献した勝次 

郎の義父の山田昌吉、そして明治18年『高崎繁栄勉強一覧』 

に屋号「緑屋」の荒物と記された義祖父永五郎の3代の住居 

として使用されてきた。邸内には、蔵座敷(写真1)のある 

主屋(写真10)と東西2棟の土蔵(写真2 .3)、また「離 

れ」と呼ばれた茶室(写真4)、外にレンガ塀(写真5)が 

ある。主屋の蔵座敷と東蔵および西蔵は、明治元年以前の建 

築であり明治初期に永五郎が所有したと思われ、主屋の平屋 

部分は昭和4年に昌吉により増築され、後に蔵座敷の1階の 

改造と平屋部が増改築された。また、茶室は永五郎が信州の 

呉服問屋から居抜きで買取りと伝え、明治16年に移築したも 

ので創建は不明である。後の改修はあるが、移築当初の状態 

が良く残されていると考えられる。レンガ塀は、旧茂木銀行 

の塀を大正期に解体した時に移築したものと伝えられる。

さて、主屋の蔵座敷は伝統的建築であり、この2階(図

2)は8畳と6畳の続き間で内法制と芯々制の混在がある。 

また、床構え(写真6)、色砂壁と塗込め透し欄間、襖布張 

と床鏡天井に、さらに縁側の硝子戸と丸桁に木小舞、窓廻り 

に鉄格子と菱形銅板張に特徴がある。そして、平屋部分の元 

浴室には壁と建具に洒落た意匠が残されている(写真7)。 

伝統的技法の中に近代的な意匠があり累加的状況が認められ 

る。茶室(図3)は、全体的に明るく開放的な数寄屋造りで 

あり、南側の土庇裏は全体を扇状に配した垂木が架けられて 

いる。間取りは4畳半と8臺の続き間で、4畳半(写真8) 

は芯々9尺の寸法で、縁無しの5畳敷きで炉を設け、床と飾 

り棚がある。また平天井で仕上げが板張と布張であり、南側

の外廻り建具は硝子入明り障子、座敷境に源氏襖と透し欄間 

である。8畳(写真9)は芯々12尺の寸法で、床構えは踏込 

床、本床、床脇の3構成で、東側に平書院を設け、折上天井 

が網代張りである。また、南•東側の外廻り建具は硝子入明 

り障子である。そして、便所には明治期の染付便器が取付け 

てある(写真n)。茶室全体をみると、材料、技法により煎 

茶趣味に関わる造り方と思われる。近代和風に通ずる貴重な 

建物である。東蔵(図4)は、間口1間半奥行2間であり、 

また切妻の妻入りで芯々9尺、軒高さが14尺である。鉄格子 

と硝子があり、外部は近年に改修された。西蔵(図5)は、 

間口 3間奥行2間であり、また切妻の平入りで内法12尺、軒 

高さが16尺である。平成14年に内外ともに改修された。な 

お、2棟の土蔵には異なる寸法基準が認められるが、その経 

緯は不明である。レンガ塀は、焼過レンガで225X107X57鵬 

の寸法、壁体が1枚半のイギリス積みであり、近代期の高崎 

市の貴重な遺構である。 (内田 青蔵)。

参考文献：『山田文庫三十年の歩み』(財)山田文庫 あさを社

2005年 

写真1

写真2

写真 3



図3 茶室1階平面図

図5 西蔵1階平面図

図1配置 図

図2 主屋2階平面図(座敷蔵)

写真 6

写真4

写真8

写真 9

図4東蔵1階平面図

写真10

写

真

5

写真 7

写真
11



11八幡宮

所在地高崎市萩原町485 用 途神社本殿

構造概要一間社流れ造り 建築年明治35年(1902)

設計者 施工者宮川吉蔵

備 考

この八幡宮は、元慶年間(877-885)に山城国の石清水八 

幡宮から勧請したものといわれ、その後、天喜年間(1053- 

1058)に源義家が奥州征伐の際に祈願し、帰陣の際に社殿を 

建立したという。江戸時代に御朱印13石の寄進を受けていた 

が、明治になると返上して村社となり、明治40年には散在し 

ていた神社を合併し、大正4年に、神饌幣帛料供進神社に指 

定されている。敷地内には、文化8 (1811)年の石造の鳥居 

や享和2 (1802)年の御神燈などとともに大正4年の神饌幣 

帛料供進神社への昇格記念碑などもあり、地域との密接な関 

係性が窺える。

建物は、本殿と幣殿並びに拝殿からなる。本殿は1間社 

流れ造り、屋根は銅板葺きで、置き千木と堅魚木3本が載 

る(写真1)。基礎は切石基壇の上に石製亀腹基壇が置かれ、 

その上に土台が載る。床下の腰組部分は、肘木状の部材から 

なり、柱は8角形で縁の上は丸柱に仕上げられている(写 

真2)。向拝には浜床、本殿には擬宝珠高欄の廻る四方切目 

縁がある。向拝柱の表面には装飾が施され、水引虹梁の上に 

蟇股が載る。向拝柱の上にはそれぞれ横を向いた獅子頭の彫 

り物、その上には六枝掛三ツ斗組が載り向拝丸桁を受けてい 

る(写真3)。軒は二軒繁垂木で、本殿は正面以外は板壁で、 

正面には観音開きの桟唐戸があり、本柱を繋ぐ内法長押の中 

央部には正面を向いた獅子頭が置かれている(写真4)。本 

柱上は出組で、支輪部分には鶴の彫り物がある板支輪となる 

(写真5)。妻面は本柱を繋ぐ内法長押の上部並びに中央に獅 

子頭が置かれ、その上に出組がある。そのため、壁面より外 

側に二重虹梁大瓶束が置かれている。虹梁の間の壁面には波 

形の彫り物で埋められている。懸魚も同じ波形の彫り物であ 

る。総じて彫り物は品がよく質が高い。現状では白木のよう 

に見えるが獅子頭のロの中に一部朱が残っており、当初は彩 

色が施されていた可能性がある。建築年代は、基礎に「明治 

三十五年十月吉日」「大工 宮川吉蔵」とあり、明治35年の 

竣工と推測できる(写真6)。なお、四方切目縁の縁板や高 

欄、あるいは脇障子などの一部が朽ちており、惜しまれる。 

早急な修理が望まれる。

幣殿は拝殿と本殿の間に位置するが、近年、改修されてお 

り、新しい。拝殿は、3間2間の入母屋造り瓦葺きの建物で

ある(写真8)。正面には向拝があり、水引虹梁と向拝丸桁 

の間には蟇股が載る。この蟇股は籠彫風で鳥の彫刻が見ら 

れ、また、水引虹梁の唐草絵様の彫り物が本体を彫りぬいた 

ものではなく、彫り物を張り付けたものであり、年代は不詳 

だが建設年代は本殿と比べて新しいことが窺える(写真7)。

いずれにせよ、建物は小ぶりだが、幕末期の装飾過多の寺 

院建築と比べると、装飾が抑えられた品の良さが感じられと 

ころに近代の時代性が表れているように思われる。

(内田青蔵)

参考文献

『新編高崎市史資料編14社寺』平成15年。

写真1

写真 2

写真 3



写真 4

写真 5

写真 6

写真7 写

真
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平面図



12浅間神社

所在地高崎市倉渕町川浦3083-3 用 途神社本殿

〇 本殿：木造•一間社流れ造り 本殿：明治18年(1885)(棟札)
拝殿：木造•入母屋造り I _ 4拝殿：大正8年⑽9)(棟札)

設計者 施工者
拝殿：岡田栄吉和生•塚越幸吉•原田常吉

備 考

浅間神社の境内にある「浅間神社 由来」によれば、当社 

は、大永年間(1521-1527)に川浦桑元の富士山頂に浅間宮 

を奉祝したが、老者女童の参詣に難儀のために、現在の淨地 

を選び、元和10(1624)年に奥の宮を鎮座し、寛永7 (1630) 

年社殿を建立したという。

現在の建物は、本殿と拝殿からなる。本殿は一間社流れ造 

り、屋根は金属板葺きであるが、その下に柿葺きの屋根が見 

えることから、当初は柿葺きであったと思われる(写真1)。 

基礎は切石基壇の上に木製黒塗りの亀腹基壇が置かれ、その 

上に土台が載る。床下の腰は5手先の優雅さを感じさせ 

る見事なものである(写真2)。向拝には浜床、本殿には擬 

宝珠高欄の廻る四方切目縁がある。向拝柱は几帳面が施さ 

れ、水引虹梁の上に蟇股が載る。向拝柱の上には皿斗と大斗 

が載り、その上に三ツ斗組が載り、向拝桁と手挟みを受けて 

いる。海老虹梁は独特な型をしているが、他の部材はほとん 

ど装飾もなく白木のままであり、向拝部分は極めて簡素であ 

る。軒は二軒繁垂木で、本殿は、正面以外は板壁で、正面に 

は折れ戸の桟唐戸がある(写真3)。また、正面の本柱と方 

立の間の両側の小脇板部分は龍の透かし彫りとなり、龍のロ 

など一部に朱が施されるなど、一転して緊張感のある造りと 

なっている(写真4)。また、本柱上部には頭貫と台輪が置 

かれ、中央及び柱上には出組が配され、その間には鳥などの 

彫り物のある蟇股が置かれ、波と植物を彫った支輪部分を支 

えている(写真5)。妻面も本殿正面同様に、本柱を繋ぐ頭 

貫と台輪が置かれ、本柱上部並びに中央に出組が配され、そ 

の間には鳥などの彫り物のある蟇股が置かれ、波と植物を 

彫った支輪部分を支えている。そして、その上部には壁面よ 

り外側に出た位置に二重虹梁大瓶束が置かれている。懸魚は 

鰭のついた猪の目懸魚である(写真6)。総じて彫り物は品 

がよく質も高い。なお、現状では本殿正面の本柱脇にそれぞ 

れ柱が建つが、これは屋根の垂れるのを支える為の後補材で 

ある。建築年代に関しては「奉再建本殿一宇上野圈碓氷郡川 

浦村岩永村鎮主浅間大神」と記された棟札に「維時明治十八 

年十一月廿二日」とあり、これから明治18年竣工と推測され 

る。また、「工匠 白川村 岡田順三」とあり、大工が近郊 

の白川村出身の岡田順三であったことが分かる。

拝殿は、間口が3間、奥行2間の入母屋造り金属板葺きの 

建物で、正面に千鳥破風がつく(写真7)。正面には向拝が 

あるが、装飾などはまったく見られない簡素な建物である。 

正面は、本殿同様に折れ戸形式の桟唐戸であり、内部は格天 

井である。本殿との間にはつなぎの間がある。建築年代は、 

「奉上棟浅間神社拝殿エ始大正八年四月二十三日干 

時大正八年十一月二十二日」と記された棟札があり、これか 

ら竣工が大正8年11月であることが分かる。なお、大工は岡 

田栄吉和生•塚越幸吉•原田常吉の3名で、本殿と同じ岡田 

姓の大工であり、興味深い。

なお、「本社拝殿亜鉛屋根元柿葺改」「群馬県上野園碓氷 

郡鷹淵村村社浅間神社 御棟札 明治三拾六年十月廿九日エ 

始 明治三十六年十一月廿二日御遷座式」と記された棟札が 

ある。これは、柿葺き屋根から亜鉛屋根への改修工事のもの 

と思われる。これから本殿の屋根は柿葺きであったが、明治 

36年に亜鉛鉄板葺きに変えたと推測される。また、この時の 

拝殿は、何らかの理由で大正8年に再建され、現在に至って 

いる。

いずれにせよ、部材は太く、本殿の要所要所には彫刻など 

の装飾がつくなど、幕末期の装飾でゴテゴテしたものとは異 

なった簡素ながらも品のよい建物であり、近代の時代性を感 

じさせる事例といえる。 (内田青蔵)

写真 7



写真1 写真 3 写真4

写真 2

写真 5

写真 6平 面 図



13木暮家住宅

所在地 高崎市高浜町 用 途住宅(農家)

構造概要 木造2階建、切妻造、トタン葺 建築 年 明治38年(1905)頃

設計者 施工者

備 考 明治29年(1896)と大正7年(1918)の家相図が残されている。

高浜の木暮家の歴史は古く初代は享保年間まで遡る。初 

代の木暮悟兵衛義清は享保5年(1720)1月に没している。 

現当主一俊氏は13代目である。8代平兵衛広中〔明治30年 

(1897)没〕は高浜村戸長で明治7年(1874)に高浜小学校 

を設立、10代浦吉〔昭和7年(1932)没〕は村会議員、学務 

委員を歴任している。当建物は10代浦吉が明治36年(1903) 

から2年かけて建設にあたり、明治38年(1905)に完成した 

と伝える。当建物の前身建物は桁行13間、梁間6間とし、柱 

長さが丈六(16尺=4.848m)の建物であったが、当建物は 

養蚕用としてより高くするために、当建物は2丈2尺2寸 

(22尺5寸= 6.818m)の柱長さの材料を用いたと伝える、

当建物は木造2階建、切妻造、銅板葺の主家兼蚕室であ 

る。屋根の銅板葺はトタン瓦棒葺を平成16年に葺替えたもの 

で、トタン瓦棒葺の前はトタン平板葺(コールタール塗)で 

あるが、当初の状況は不明である。小屋組は和小屋である。 

規模は1階が桁行22.768m、梁間9.450m、2階が桁行17.848 

m、梁間9.472mである。正面の2階床部分は「出し梁造り」 

(当家では「ダシバリ」と呼ぶ)、正面と背面の軒は「船榧造 

り」とする。棟には3つの櫓(当家では「イキヌキ」と呼 

ぶ)を付けている。2階には正面のみに手摺り付きの小縁を 

付ける。正面の小縁は出し梁で支えている。現在、オオセツ 

マとフロバ部分は現在切妻造としている。しかし、当初この 

部分は片流れの下屋であったものを平成4年に改造したもの 

である。

当家では明治29年(1896)と大正7年(1918)の家相図を 

残している。これには屋敷構えと各建物の1階平面が描かれ 

ており、当建物の現状平面と比較すると、大正7年のものが 

当建物のものであり、明治29年のものはその前身建物である 

ことが明らかである2。大正7年の家相図には「群馬郡大字 

高濱村木暮浦吉宅図 大正7年己戊午三月中浣吉辰日 分間 

一寸貳分積 碓氷郡大字鼻高村 國藤丹敬撰擇」と記されて 

いる。

1階平面は当初六間取りであり、’上手の4室は中廊下を挟 

んで配されている。農家の平面で中廊下式を採用している 

が、この時期のものとして特記すべきことであろう。土間は 

昭和30年後半、背面上手のシンヤは平成9年に改造された。

2階と屋根裏(当家では「サンガイ(3階)」と呼ぶ)は養 

蚕用のものである。2階に現在みる各室は昭和40年代から平 

成4年にかけ改造により造ったもので、当初一室空間であった。

なお、養蚕は平成6、7年頃まで行っており、掃立量は最 

盛期に春蚕150g.夏蚕80s、初秋蚕80g、晩秋蚕100g.晩 

晩秋蚕80 gで、年間490 g、2階で条桑育も行い3階は上簇 

に用いたと伝える。 (村田敬一)

注

1 断面実測をすると軒高は6.420mであり、2丈2尺2寸を用 

いそれを加工して用いたことを窺うことができる。

2 平面は喰違い四間取りであり、当建物の平面型式と異なる 

が、大正7年の平面と現状平面は大黒柱から上手はほぼ同一と 

なっている。このことから、大正7年の家相図が当建物のもの 

と判断する。

主家外観

正面軒の船椎造り



木暮家住宅1階平面図

家相図〔大正7年(1918)〕

木暮家住宅断面図

木暮家住宅 2階平面図



14明治天皇新町行在所

所在地高崎市新町2825-3 用 途記念館

構造概要 木造平屋•寄棟瓦葺 建築 年 明治11年(1878)

設計者 施工者

備 考高崎市指定文化財

この建物は、明治天皇が明治11年8月30日から11月9日ま 

で行った北陸東海巡幸の際に、明治10年に新町に開設された 

わが国最初の国立内務省勧業寮屑糸紡績所へ行幸されるとと 

もに、9月2日に新町に宿泊することになり、明治天皇の宿 

泊所として建設されたものである。巡幸に先立ち、明治政府 

からは、余計な出費をせず、質素な宿泊所を用意することの 

内示とともに「沿道地方官心得書」が示された。これによれ 

ば、宿泊にあたっては明治政府より「御膳部一式、椅子テー 

ブル等すべて持参する。別に用意せぬよう。」とお達しが 

あった。しかしながら、新町では、宿泊所としての旧本陣が 

宿駅の西に位置していたため、警備の問題があるとして宿泊 

所を新築することとした。宿泊所は、明治11年6月17日の上 

棟式を経て、8月22日竣工した。建設費は788円で、238円は 

町費から、550円は県から借り入れ、実施にあたったという。

現在、建物は木造平屋の寄棟瓦葺き屋根の本屋1棟しかな 

いが、創建時は本屋と付属屋の2棟からなり、旧中山道に面 

して正門を設け、周囲は高さ9尺の総板塀で囲み、庭には若 

松を植えたという(写真1、2、3)〇本屋は「御座所」8 

畳、「御次間」8畳、「控間」(8畳、10畳)の4部屋で、こ 

れに「御浴所」、「御浄所」および6尺の畳廊下からなり、付 

属屋は9畳、10畳の2間に土間があり、事務室に用いられた 

という。現状の建物は、2畳の玄関土間と3畳の玄関、そし 

て、8畳2間の続き間からなり、床の間と棚のある8畳の間 

はL字型に畳廊下と縁側が配されている(写真4、5)〇こ 

の8畳間の続き間が、「御座所」と「御次間」であったと推 

測できるが、他に存在していたはずの「控え室」、「御浴所」、 

「御浄所」は無い。現状でも、例えば、玄関部の屋根と本屋 

部分の屋根の納まりが悪く、また、本屋部分の外壁と玄関の 

外壁が異なることから、玄関部は後補と考えられるし、ま 

た、小屋も和小屋で梁には手斧の跡が見えるが後補材も確認 

できる。このことから、現在の建物は、創建後大きく改変さ 

れ、また、その位置も、当初•は、旧中山道の道路沿いにあっ 

たものと推測される。ちなみに、この建物は、その後は警察 

署や役場として使用されでおり、そうした用途変更の中で改 

造が行われたと考えられるのである。

それでも、創建時の様子を伝えると考えられる8畳の続き 

間と畳廊下を見ると、柱も3寸5分の太さで、「御座所」の 

天井も棹縁で、床の間のデザインも簡素で凝った部分は見ら 

れない。その意味では、極めて質素な造りであったことが窺 

えるのであり、まさに明治政府からの達しに添って計画され 

たことが窺える。

いずれにせよ、本建物は創建時の様子とは異なる部分も見 

られるものの、明治天皇の巡幸に際して行在所を新築した事 

例は少なく、明治政府の求めていた行在所の様子を伝える貴 

重な建物といえる。 (内田青蔵) 

参考文献：

吉江美太郎『新町明治百年史』群馬県多野郡新町役場1971年。 

高崎市ホームページ「明治天皇行在所」。

写真
１

写真 2



写
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3
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真

4

写真 5
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15吉田家住宅

丸太が用いられている。この広縁は化粧屋根裏で、小舞には 

細い竹を用い、垂木も丸太を使うなど、野趣を意識した造り 

となっている。いずれにせよ、1• 2階の便所は水洗とし、 

間取りも3尺5寸幅の中廊下を取り入れるなど、当時の新し 

い考え方や設備を取り入れつつ、意匠的には数寄屋風を強調 

した近代和風建築の特徴を備えた好例といえ、保岡勝也の晩 

年の作風を知ることのできる貴重な遺構でもある。

(内田青蔵)

吉田家は、高崎市市街地の東二条通りに面して建てられた 

旧店舗と主屋からなる(写真1)。旧店舗は大正14年頃、主 

屋は昭和7年の増築で、主屋の設計はわが国最初期の住宅作 

家保岡勝也である。保岡は、明治33年に東京帝国大学建築学 

科を卒業し、現在の三菱地所に勤め丸の内開発に係わった。 

その後、大正2年には事務所を構え、都市中間層の住宅を手 

掛け、建築家の職域として中小規模住宅を定着させた。そう 

した設計活動の中で、保岡は施主の好みに応じて和洋両様式 

の住宅を手掛けたが、自らの興味は大正後期頃からは数寄屋 

建築などの伝統的建築に向かっていったといえる。ただ、保 

岡の現存作品は極めて少なく、吉田邸は東京の大正10年の旧 

麻田駒之助邸、川越の大正14年の山崎別邸と共に保岡の作風 

を確認できる貴重な事例といえる。

旧店舗は、かつては「釜浅肥料店Jとして肥料商を営む老 

舗であった。「釜浅肥料店」の4代目は昭和4年に高崎商工 

会議所の常議員となり高崎の経済界で活躍するが、昭和6年 

に高崎商工会議所を保岡が設計しており、この縁で4代目が 

保岡と懇意となり、主屋の設計を依頼したものと推測され 

る。

さて、主屋は、数寄屋風意匠を駆使した建物といえる。1 

階には8畳の二間の続き間があり、奥の8畳の床の間は1間 

を超える大床で隣の違棚と合わせて間口は2間で、奥行きも 

3尺5寸と大きい。これは背後にある中廊下の幅を3尺5寸 

にするための措置である。床の間と床脇の間の壁には弓型状 

の肿潜りがあり、平書院の障子も欄間も繊細なデザインが施 

されている(写真2)。そして、これらの続き間には4尺の 

縁が廻り、軒桁には太い丸太が用いられている(写真3)。 

2階の座敷は12畳と10畳の続き間で、柱は面皮柱、長押は磨 

き丸太の数寄屋風である。12畳の座敷飾りは、床の間と床脇 

と付け書院からなる。ただ、床の間の落し掛けは1間半だ 

が、床は1間で、落し掛けの内側に竹の柱と地袋付きの床脇 

があるなど複雑な構成となっている(写真4)。また、付け 

書院の反対側の壁面には円形の下地窓がある(写真5)。1 

階同様に4尺の縁が廻り、南側の軒桁は5間半の長尺ものの 

所在地 高崎市高砂町 用 途店舗及び住宅

、出 店舗；木造2階建て、切妻屋根•瓦葺き 建 w 住 店舗；大正14年頃(1925)
W 主屋；木造2階建て、寄棟屋根•瓦葺き  _主屋；昭和7年(1932)

St 主屋；保岡勝也

備 考高崎景観重要建造物

写真1

写

真

2

写真3

写

真

4

写真5



吉田邸(旧釜浅肥料店母屋)2階平面図

吉田邸(旧釜浅肥料店母屋)1階平面図

吉田邸店舗2階平面図



16天理教多胡分教会

所在地 高崎市吉井町吉井川381 用 途 宗教施設

構造概要 木造平屋•入母屋瓦葺き屋根 建築 年 昭和7年(1932)

設計者 施工者横田子之吉(地元の大工)

備 考

天理教は、天保9年(1838)、教祖中山みきにより大和国 

山辺群屋敷村(現天理市三島町)に立教した新興宗教であ 

る。明治18年には布教活動を行うための許可を求め、明治政 

府の神道事務局に付属し、明治21年には教会設置願書を東京 

府知事に提出し、下谷区北稲荷町に天理教会を開設してい 

る。同年7月には天理教本部を奈良に移転させ、東京を出張 

所と改めた。その後、全国に教会が建てられ、その数を増や 

していくことになる。教会は、信徒の数によりそれぞれ大教 

会•中教会•分教会•支教会•宣教所と称された。本天理教 

多胡分教会は、こうした天理教の分教会のひとつである。ち 

なみに、分教会は信徒が2000戸以上5000戸までのものであ 

る。

当地における天理教の活動は、現教会主の樋口家2代目か 

ら開始されたという。すなわち、現在の教会主である樋口家 

4代目の樋口佐友の初代の曽祖父が当地で呉服業を営んでい 

たが、2代目が明治28年に天理教会を設立し、その後店を閉 

じてもっぱら布教活動に傾倒したという。本建築が建てられ 

たのは昭和7年と伝えられる。木造平屋で入母屋の瓦屋根を 

載せ、軒下部分から下屋の瓦屋根を回したその姿は、重厚感 

の漂う落ち着いた質の高い建築といえる(写真1)。建築に 

あたっては、地元の大工の横田子之吉と一緒に奈良の本部に 

行き、建物の勉強をさせたという。その建築の平面構成をみ 

ると、天理教の教会堂では、正面中央に神殿、その右側に教 

祖殿、左側に祖霊殿(御霊殿)を同室内で配置するのが一般 

的であるが、本建築では礼拝場を備えた神殿に向かって右側 

に渡り廊下で祖霊殿と教祖殿が別棟で並ぶというあまり見ら 

れない間取りとなっているのが特徴である。ちなみに、神殿 

の礼拝場の右側に渡り廊下で御守殿並びに神撰場兼客室があ 

る。こうした各建物を別棟として渡り廊下で繋ぐ形式は、規 

模の小さな分教会ではあるものの本部の建築の形式を踏襲し 

ようとしたことが考えられるが、定かではない。

さて、改めて神殿を見てみると、正面には鰭付きの猪の目 

懸魚の付いた千鳥破風を乗せた車寄せがある。畳敷きの礼拝 

場は30畳で、神殿との境部分の3畳は框が廻り一段床の高い 

中段となっている。礼拝場と神殿の境は御簾である(写真 

2)〇神殿はさらに一段高い床部分で、板敷きで広さは21畳

で、正面6畳部分の床がさらに一段高く、その中央部に神床 

となる勾欄などを配した階付きの壇上が配されている(写真 

3)〇これらの礼拝場及び新殿の周囲には縁が廻る。礼拝場 

と縁の境には障子が嵌め込まれるが、神殿部分と縁の部屋境 

には建具は入らない。なお、神殿廻りの縁は、礼拝場の縁よ 

り一段床が高いものの、神殿床とは一段の差がある。

祖霊殿と教祖殿からなる別棟も、木造平屋で、入母屋瓦屋 

根で、神殿と共通した造りの建物である。祖霊殿と教祖殿は 

共に畳敷きの部屋で、それぞれ新殿と同じ方向にそれぞれ神 

床が置かれている。また、それぞれの部屋を縁が廻り、建具 

として障子が用いられているのは神殿と共通している。

なお、現状では神殿と離れの間の隙間には神撰場が増築さ 

れ、また、御守殿と神撰場との間の隙間には台所が増築され 

ている。なお、御守殿脇の神撰場兼客室は、フランス瓦を配 

した洋風意匠の建築で、他の建物と異なるが、玄関もあり、 

接客用の座敷や信者の宿泊施設としてのデザインが優先され 

たものと思われる。

ところで、本建築と同じ敷地に樋口家の店蔵も現存してい 

る(写真4)。中山道脇往還の吉井宿に面して建つ2階建て 

の切妻瓦葺きの土蔵造りで、1階には下屋、2階には2ヶ所 

の観音開きの土尸付きの窓が設けられている。棟は熨斗積み 

で端には影盛が設けられている。内部には櫸の1枚板が建具 

や床材に使われ、柱はもちろんのこと4 • 50cmのせいの櫸の 

差物もふんだんに見られ、また、2階の座敷の柱や框は黒檀 

が使用されるなど質の高い建物である。この店蔵の背面に建 

てられていた土蔵は取り壊されたものの、棟札によれば嘉永 

3年の上棟であった。これから、店蔵もほぼ同時期の竣工と 

推測できるが、詳細は不明である。

いずれにせよ、この天理教多胡分教会は、天理教本部の建 

築をモデルに考案された分教会としては珍しい間取りの建物 

で、その伝統的な要素を組み合わせた建築の姿は、まさしく 

近代和風建築の典型のひとつといえる。 (内田 青蔵)
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天理教多湖分教会平面図



17浦野家住宅

所在地高崎市上豊岡町 用 途養蚕農家

主屋：木造2階建 入母屋瓦葺き屋根 主屋：大正2年(1913)(家屋台帳)
横、告概要圭鷲3霊!®S雄げ切審i賽曇S建築年土蔵：明治26年(1893)傢屋台帳)

物置：木造2階建て土蔵風仕上げ 切妻瓦 馬屋：大正2年(1913)(家屋台帳)

葺きの置き屋根 物置：明治26年(1893)(家屋台帳)

設 計*者 主屋：下小墙町唐崎の大工 施工 者 主屋：下小墙町唐崎の大工

備 考高崎市景観重要建造物

浦野邸は、主屋•土蔵に馬屋と物置からなる農業と養蚕を 

中心とした養蚕農家の遺構である。竣工年は、高崎市の家屋 

台帳によれば、主屋と馬屋が大正2年、土蔵と物置が明治26 

年とあり、その頃の建物と考えられる。

この浦野邸の最大の特徴は、屋根形式が入母屋屋根である 

点である。群馬県内の養蚕農家の典型は切妻屋根であり、入 

母屋造りは極めて珍しいといえよう。加えて、建物の妻側が 

漆喰で塗り込められた土蔵風の造りとなっている点も珍しい 

といえる(写真1)。

ちなみに、左官職人は、豊岡地区の鈴木治郎で、尸袋の妻 

板上部には品の良い鶴と松の鏝絵が施されるなど、その腕の 

良さが見て取れる(写真2)。なお、他の土蔵はもちろんの 

こと、馬屋と物置も主屋同様に漆喰仕上げで土蔵風の造りで 

ある。

年代は不詳だが、主屋の古写真があり、創建時の姿が推測 

できる。これによれば外観は、正面の玄関部の庇は無く、建 

具も1• 2階のガラス戸は無かった。2階部分に回る濡縁の 

手摺は取り換えられているものの、濡縁と手摺は当初から存 

在していたことが分かる(写真3)。

間取りは、基本的には変わらないものの、「おくり」と称 

される座敷部分の床の間と床脇は撤去され、押入れとなって 

いる(写真4、5)〇また、北側にある「仏間」は昭和45年 

頃の増築で、土間回りは昭和63年に改修されているという。 

かつての蚕室として利用された2階は、平成7年に改修さ 

れ、現在、ギャラリーとして使用されている。なお、2階か 

ら見える小屋は洋小屋で、外観的には伝統的な建物であるも 

のの、隠れた部分に洋風技術の使用が確認できる(写真6)。 

いずれにせよ、本建物は養蚕農家としては、極めてめずら 

しい伝統的な土蔵造りの技法を取り入れた土蔵風の建物で、 

かつ、小屋組には洋小屋を採用するなど、和洋の技法を適材 

適所に積極的に用いた近代ならではの建物といえる。

(内田青蔵)
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浦野家主屋及び付属棟1階平面図

物置2階平面図浦野家

浦野家主屋及び付属棟藏2階平面図

浦野家主屋及び付属棟物置1階平面図

浦野家主屋及び付属棟藏1階平面図

浦野家馬屋1階平面図



18山田家(旧山源漆器店)

所在地 高崎市本町 用 途 店舗付き住宅

e 店蔵：土蔵造り2階建て、切妻瓦葺屋根  店蔵：明治15年(1882)か
主屋：土蔵造り2階建て、切妻瓦葺屋根 主屋：明治15年(1882)か

設計者 施工者

備 "考高崎市景観重要建造物

山田邸(旧山源漆器店)のある本町は、中山道と三国街道 

の分岐点であり、江戸時代は問屋場などがあった重要な地域 

で、現在でも典型的な町割りが残っている。

この地域は、明治13年1月26日に当家の向かいにあった漆 

業を営む越前屋の作業小屋からの出火で大火に遭い、あたり 

一帯に2500余りの焼失家屋の被害があったといわれている。 

越前屋では、火災後の明治15年に当地に防火を目的として 

店蔵と主家および土蔵を構えた。しかしながら、「大惨事と 

なったため町民は憤慨し、越前屋が本町に住めないように郡 

庁から申し渡すように連署した」ため、越前屋は店舗を手放 

し、福井県出身の漆屋の山田源右衛門に店蔵と主屋を売り、 

土蔵は近くの石屋に売ったという。

旧越前屋の建設した店蔵と主屋を購入した3代目の山田源 

右衛門(天保14年一大正8年)は、漆器や漆•柿渋の販売と 

ともに塗師としての仕事を行い、5代目が平成7年まで漆器 

の修理や建具の漆塗りやカシュー塗りの家業を行っていたと 

いう。

さて、山田が譲り受けた後の昭和3年には主屋の下屋の正 

面をガラス戸に改修し、また、昭和37年に道路拡幅のために 

3間ほど庭側に曳き家を行ったという。その際、かつての台 

所と浴室を取り壊し、現在の台所部分となっている。また、 

主屋の瓦は、近年、葺き替えている。

改めて建物を見てみると、正面は1階に下屋、2階には観 

音開扉のある開口部が2か所、屋根は高くて大きく、棟に 

はおおきな鬼瓦が載る。軒蛇腹部分は3段で、重厚感があ 

る(写真1)。奥の主屋は規模も小さく棟の高さも低いもの 

の、同じ切妻屋根で棟は店蔵と平行に設けられており、妻面 

を見ると双堂のように2つの土蔵が並んでいるように見える 

(写真2)。間取りは一体のように見えるが、構造的にはそれ 

ぞれ別棟として建てられたものと考えられる。すなわち、間 

取りは、店蔵は現状ではすべて土間で、2つの建物の間に相 

当する部分が縁となり、店蔵の2階へ上る階段の上り部分が 

設置されている(写真3、4)〇主屋の半分は10畳の和室で、 

片側は通り土間で、その上に中2階として6畳半の和室が設 

けられている。そして、この主屋の奥には曳き家後に増築さ 

れた台所や浴室からなる部分が設けられている。

なお、店蔵の土蔵部分は改修されており、痕跡より当初は 

床が現存する揚げ戸部分まであったことが分かる。ちなみ 

に、聞き取りによれば、戦後に床部分を取り去ったという。 

また、この土蔵部分の室内に見られる根太天井や柱•梁と 

いったケヤキを使った木材部分は木目の浮きだつ「ふきうる 

し」という技法による仕上げが施されている。こうした仕上 

げから、この店舗が、かつて漆屋であったことが窺えよう。 

2階には、道路に面して床の間と違い棚を備えた6畳の客間 

と8畳の寝室に使われた次の間からなる座敷が設けられてい 

る。

いずれにせよ、この旧山源漆器店は、明治期の大火後の防 

火建築として造られた土蔵造りの店蔵と主屋からなり、江戸 

から続く商家の様子を今に伝える貴重な建物といえる。特 

に、妻面にみえる双堂風の造りの様相は、ことさら防火を意 

識して主屋部分も土蔵としたことにより生まれた独特の外観 

といえるであろう。 (内田青蔵) 

参考文献：

山田泰市『越前屋火事覚書』平成8年。
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山田家中2階平面図

山田家 2階平面図

山田家(旧山田商店)店藏及び主屋 平面図



19旧　尾関家住宅

所在地桐生市宮本町 用 途住宅

構造概要建築年昭和5 (1930)年頃
ス瓜茸

設計者 施工者

備 "考登録有形文化財

桐生市の山の手にあたる宮本町は大正時代から昭和初期に 

かけて郊外住宅地として急速に開発された地区である。桐生 

本町の商家を中心とする古い街並みとは対照的に、昭和初期 

に建てられた和風住宅や洋館、そして和洋折衷住宅といった 

ものが数多く現存している。その多くは吉田組によって建設 

されたもので、官吏や大学教授といった人たちへの高級貸家 

住宅として建てられたものが多い。こうした住宅は当時“文 

化住宅”と呼ばれて流行し、建売住宅として建設されたもの 

が多い。今回の調査では、和洋折衷の米田邸と山田邸に加え 

て旧•尾関家住宅も取り上げた。最初の所有者である尾関栄 

一郎氏は昭和15年から昭和33年まで群馬大学工学部の教授を 

務めた人物である。

旧•尾関家住宅は北西角の敷地に、北面して建つ和風住宅 

で、玄関脇に洋風の書斎が付いている。角地という立地に、 

赤い洋風の切妻屋根が建つことから、住宅地の中でも、ひと 

際、その存在が際立っている。木造平屋建ての和風住宅で、 

東西11.68m、南北9.66mで建築面積は98.43平方メートルで 

ある。主屋は寄棟桟瓦葺下屋付き、8畳と6畳の和室を中心 

に、東側に和室6畳と台所、食堂と浴室が並んでいる。6畳 

間の西側には床の間と地袋付き棚が設けられ、その上部はガ 

ラス引戸、南側に平書院が付く。8畳間との間には箴欄間が 

使われている。南の庭側には2間の長さで4尺幅の広縁が付 

き、その欄間部分には曇りガラスがはめられている。明るく 

広い開放的な縁空間である。広縁の西端には便所が設けら 

れ、東端には、北に突出する形で6畳の和室がある。その北 

側に食堂、台所、風呂とつながる。水回りは大かたが改変さ 

れているが、浴室の腰壁から下や床部分は創建当初の人造石 

洗い出しで仕上げられている。浴室の北にある物置は後に増 

築されたものである。

玄関の右手、北西の位置にあるのが書斎で、尾関家住宅を 

最も特徴づけている部分である。玄関側の扉は和風だが、書 

斎内部側は洋風の造りとなっている。書斎の広さは6畳大の 

板敷きの洋間で、壁は当初は漆喰塗であったが、長押より下 

部分には、現在は壁紙が貼られている。床の板張りも張りか 

えられている。北西と南西側の2か所に窓がついているが、 

窓の長押上部は曇りガラスの入った滑り出し窓となってい 

る。天井が和風の格天井となっていることから、竣工時の室 

内は和風ティストの書斎であった可能性もある。

書斎部分の外壁は、南京下見板張りでペンキが塗られ、切 

妻造りのフランス瓦葺きとなっているが、瓦そのもの当初の 

ものではなく、葺きかえられている。窓は木枠で、鉄製の窓 

枠が付く。書斎の赤いフランス瓦がポイントとなって、小規 

模ながら、宮本町を象徴する“文化住宅”である。

(大川三雄) 

参考文献

『旧尾関家住宅•所見』桐生市教育委員会

座敷 座 敷



北西側外観 玄関脇洋室

1階平面図



20米田家住宅

所在地桐生市宮本町 用 途住宅

構造概要木造2階建入母屋桟瓦葺き 建築年大正14 (1925)年〜昭和2 (1927)年

設計者小川組 施工者小川組

備 考

米田邸は、大正14年から昭和2年にかけて、桐生を代表す 

る建設業の小川組によって建てられた。昭和29年に米田家の 

先代が、白木屋の関係者で朝倉某という方から購入したもの 

である。購入当時の敷地は450坪で、母屋西側には鉄骨とガ 

ラスによる温室や離れなどが存在していたが、現在、敷地の 

半分は売却され250坪となっている。当主によると以前、隣 

には瓜二つの住宅が建っていて第一銀行の支店長宅として使 

用されていたとの証言から、この2軒は小川組が高級建売住 

宅として建設したものである可能性が高い。隣接する敷地の 

形状も米田邸と類似している。

木造2階建て入母屋桟瓦葺きで、玄関の南側に洋風応接 

室、北側に台所が置かれている。台所部分の屋根は色鮮やか 

な洋瓦が使用され、洋風応接室の屋上はテラスとなっていた 

が、雨漏りを理由に近年、屋上の上に傾斜屋根がかけられ、 

一部の洋瓦が取り外されてしまった。大谷石と木製の門扉か 

らなる塀、アーチを大胆に用いた玄関周りなど、東側正面か 

らの外観は、積極的に洋風意匠としてまとめられているが、 

他の面はすべて和風意匠を主体とするものである。

米田邸の平面構成は、いわゆる中廊下型住宅平面の発展形 

として捉えられる。図式的にいえば、中廊下型住宅平面と 

は、在来和風住宅の玄関脇に洋風応接室をもち、玄関から東 

西に中廊下が通っている平面形式で、洋風応接室は接客用、 

中廊下は部屋の独立性を高め、特に女中のためのサービス動 

線に対応するものである。米田邸は、中廊下を採用せず、女 

中室と水周りを一体的にまとめている点に特徴がある。その 

ために家族用とは別にトイレが設けられているが、大きさ等 

の点で改造の跡が伺える。1階の北側2室は、現在は洋風に 

改造されている。2階の数奇屋風座敷は来客用としても使用 

されており、2階縁側から東南にある洋室の屋上テラスに出 

入りすることができる。

高級建売住宅としての特徴は、上記したような外観意匠や 

平面構成に最も特徴的であるが、その他に、縁側上部の軒桁 

を始め、檜材を主に各所に良材を使用している点、1、2階 

ともに座敷の天井が高く、ゆったりとした室内空間となって 

いる点、洋室の出窓の構成やアール•デコ様式の照明器具の 

採用といった点にみることができる。 (大川 三雄)

玄関まわり 2階座敷と欄間

東側正面外観 北側外観



玄関脇洋風応接室 1階西側•座敷

2階平面図

1階平面図



21山田家住宅

所在地 桐生市宮本町 用 途 専用住宅

構造概要 木造2階建入母屋桟瓦葺 建築 年 昭和9 (1934)年

設計者船越某(大工) 施工者船越某(大工)

備 考

桐生市の郊外住宅地である宮本町には、近代における様々 

な中流住宅が建ち並んでいる。洋風を主体としたいわゆる文 

化住宅といわれる事例もあるが、山田家住宅は、中廊下型住 

宅平面形式の典型的な和風住宅である。

現在の当主(山田ハッ)の祖父にあたる山口文蔵が大工に 

建てさせた家である。文蔵は桐生南校に勤務していた教員で 

あり、この住宅の新築祝いとして、南校職員一同から贈られ 

た祝いの机の裏書に「昭和9年10月17日」の日付が記されて 

いる。

住宅は木造2階建て入母屋桟瓦葺きで、東側の通りに面し 

て入母屋を載せた玄関部が突出している。敷地全体は塀で囲 

われている。玄関の左手に8畳大の洋風応接室、右手に3畳 

大の和室(当時は女中室)がある。玄関から東西方向に細長 

く、半間幅の中廊下が貫通しており、南側に床の間付きの8 

畳間と6畳間が並び、庭側には縁側が設けられている。特徴 

的な点は、床の間の裏手(西側)に内壁を黒漆喰を用いた写 

真用の暗室が設けられていることである。山口文蔵はカメラ 

(写真)や音楽(バイオリン演奏)等を趣味とする教養人で 

あった。中廊下の北側は、女中室の隣が仏間(茶の間)、台 

所、風呂と続き、中廊下の西側端に便所が置かれている。風 

呂場は舟底天井のみを残し改造、台所も大幅に改造されてい 

る。仏間は、上部に神棚、下部に仏壇と食器棚がおかれ、台 

所との境は両面ハッチになっており、仏間が茶の間を兼ね、 

家族の食事の場でもあったことを伺わせる。

2階は3部屋あり、階段を上がって東側に6畳、西側に6

畳と8畳が並び、縁側の突き当たりが便所となっている。8 

畳間は、棹縁天井に漆喰壁で西側には平書院のついた床の 

間、天袋と地袋付きの違棚を設けている。縁側の南側に広縁 

がつくられ、その延長上に屋上ヴェランダが設けられてい 

る。玄関脇の洋風応接室の外壁にはスクラッチタイルか使わ 

れ、屋上ヴェランダの床にもタイルが使用されている。基本 

的には日本間を主体とした住宅であるが、玄関脇の洋風応接 

室や2階のベランダ、暗室の設置などに新しい感覚が感じら 

れるとともに、モダンな感覚のガラス障子や建具周りの意匠 

に昭和初期らしい雰囲気を残す中流住宅である。

(大川三雄)

母屋外観

1階座敷と茶の間 1階座敷



2階座敷 2階南西角の和室

2階平面図

1階平面図



22須藤家住宅(旧•金善織物)

所在地 桐生市場町 用 途 住宅兼事務所

構造概要 木造2階建桟瓦葺及び鉄板葺 建築 年 明治前期〜大正期(3期)

設計者 施工者

備 考登録有形文化財

堤町の住宅地に建つこの建物は、明治9年に創業した桐生 

でも有数の織物会社であった金善織物の居宅兼事務所として 

建てられたものである。昭和30年から現在の所有者である須 

藤家の所有となっている。正面外観は3連の丸窓と4本の大 

円柱が建ち並ぶ洋風意匠であるが、内部は和洋折衷空間を有 

するきわめて個性的な建築であることから近代和風建築の一 

例として取り上げることとした。金善織物株式会社は、大正 

6年にいち早く力織機200台を導入、170人の職工を抱えるな 

ど有数の規模を誇った。大正10年頃には本町5丁目に貸しビ 

ル「金善ビル」を建設するなど桐生を代表する輸出織物会社 

として隆盛を誇っていた。しかし、太平洋戦争さなかの昭和 

19年に企業の統合整理の対象となり廃業、戦後になっても再 

興されることはなかった。須藤家住宅の東側には、道路をは 

さんで大きなノコギリ屋根の織物工場が存在し、主屋と地下 

で結ばれていたが、工場は取り壊され、現在は桐生市市営の 

アパートが建ち並んでいる。須藤家の所有となってからは、 

教員や厚生病院の派遣医師らが1間ずつ使用、計24世帯が暮 

らしていた時機もある。

須藤家住宅の主屋は、明治前期と明治後期、そして大正10 

年頃の3つの時期に増改築が行われてきたと考えられてい 

る。主屋は玄関部、応接室(旧•事務所)、サロン、居宅の 

大きく 4つの部分に分けられる。主屋は、玄関を中心に北側 

(居宅)と南側(サロン)の2棟が時期をずらし別々に建て 

られた。それは屋根の棟が食い違っていることから確認でき 

る。洋風サロンの方は、明治初期とされているが、年代を特 

定する資料はない。構造はトラスを組んだ木造の洋小屋で、 

柱や梁にペンキの塗装が見られることから、以前に調査を担 

当された佐々木正純氏(調査時は桐生工業高校建築科長)の 

所見では、天井の高い平屋建ての工場建築であった可能性が 

指摘されている。

居宅は旧工場であったサロン棟に増設されたもので、当時 

は1階に8畳2間と6畳2間の畳敷きの部屋であったが、現 

在はフローリング床の居間と食堂に改造されている。居宅部 

分の建設年代は特定できないが、天井裏の束に見られる与岐 

削りの跡から、佐々木氏は明治後期まで遡ると推定してい 

る。また、洋風の玄関ホールと玄関脇の応接室は、意匠的特 

長から判断して、「金善ビル」と同年代の大正10年頃と想定 

している。居間の北側に接続して建つ土蔵は、居間と同時期 

の明治後期の建設と考えられる。主屋の西側に建てられた奥 

座敷は、現在は浴室と寝室に改造されているが、明治後期の 

建設時には寄宿舎であったといわれる。

須藤家住宅の建物の中で最も特徴的な部分は、工場建築を 

改造したと考えられるサロンである。木造2階建切妻桟瓦葺 

きで、外壁は南京下見板張りでペンキが塗られている。内部 

は中央部が大きな吹き抜けで、壁は漆喰塗り、東側と南側に 

は幅1間のモザイク化粧張りの廊下が回り、廊下とサロンと 

の間には意匠を凝らしたガラス戸が嵌められ、随所に鮮やか 

なステンドグラスが用いられている。2階は階段踊り場に続 

く北側に8畳間の和室を置き、吹き抜けの周囲の東側と南側 

に天井桟敷のように畳敷きの廊下が廻っている。劇場空間の

東側外観 洋風サロン内部



ような印象を受ける不思議な和洋折衷空間である。さらに2 

階の北側には9畳、6畳、8畳、8畳の4間の和室が直線的 

に並んでいる。鋸屋根工場以前の工場建築を改造して洋風サ 

ロンとし、大正ロマンの雰囲気を色濃く残しながら、和室と 

の組み合わせを試みた極めて個性的な建築であり、織物産業 

の街である桐生の近代化過程を示す貴重な建築である。

(大川三雄)

参考文献

『須藤家住宅主屋•奥座敷• 土蔵についての所見』桐生市教育委 

員会

2階座敷

2階平面図

1階平面図



23飯塚家住宅

所在地桐生市広沢町 用 途住宅

道、生搬茹 木造平屋一部2階建起り入母屋造り銅版葺 曲 吋 _

li M き仕上げ、蔵はRC造 ® 日ロ和3 (1928)

設計者小川組 施工者小川組

備 考 図面•写真等の資料が現存

明治25年に高級輸出織物で知られる飯塚織物工場を創設し 

た飯塚春太郎(1865〜1938)が、大正9年から昭和3年にか 

けて建設した桐生を代表する近代和風大邸宅。群馬県の東毛 

地区(館林、桐生、太田等)において顕著な活動をおこなっ 

た建設業小川組の設計施工によるものである。敷地は、桐生 

市の東南部、渡良瀬川右岸に位置し、西側に連なる手臼山の 

麓にある。近くには桐生市を代表する民家である「彦部家住 

宅」(重要文化財)や「藤生家住宅」(登録有形文化財)と 

いった豪農の館が建つ地区である。

この邸宅を建てた飯塚春太郎は、隣接する加茂神社の神主 

でもあった飯塚二葉の長男として慶応元年1月に生まれた。 

明治22年に東京法学院(現•中央大学)を卒業後、.実弟の宇 

麻志とともに家業を継ぎ、世界に通用する高級輸出絹織物の 

研究および製造に従事した輸出織物のパイオニアである。明 

治33年には農商務省の委嘱でパリ万国博覧会及び欧州各国を 

視察、英国マンチェスターの織物業を研究して帰国、両毛地 

区の絹織物の世界的な普及に尽力した。中でも「タフタ」、 

「スパンクレープ」というインド向けの絹織物を開発した業 

績は高く評価されている。諸外国から信頼される織物を造 

るため、技術の改善と斬新な工夫、徹底した生産管理と品質 

管理に務め、最新の機械を導入した桐生最大の個人経営のエ 

場を建設した。信用第一、言行一致を貫いたことから人望も 

篤く、桐生の織物組合長にも就任し、従業員の過酷な労働条 

件に対し、一定の公休日を定める制度などの改善をおこなっ 

た。

一方、明治26年に県会議員初当選以後、政界においても活 

躍し、大正9年には衆議院議員に初当選、以後、昭和13年ま 

での18年間にわたり国政に参加、桐生初の国会議員としても 

活躍した。飯塚家住宅の建設が計画されたのは、衆議院議員 

当選の年からであり、政財界での活動の拠点としての意味合 

いがあったと思われる。

飯塚家住宅は、銅板屋根付きの板塀に囲われた敷地内に建 

っ。木造平屋建一部2階建で屋根は銅版葺きの主屋と離れ、 

それに鉄筋コンクリート造による蔵が付随している。飯塚家 

住宅の西側は、以前にはいくっも飯塚織物工場が建ち並んで 

工場群を形成していたが、その多くはすでに取り壊されてい 

る。唯一、現存する石造ノコギリ屋根の工場は、昭和7年頃 

に織物工場として建設されたもので、大谷石積みの外壁、木 

造平屋建てで屋根はスレート葺きの大規模なノコギリ屋根エ 

場である。この工場は、軍需工場に始まり、日本ビクター 

㈱、東毛蚕糸㈱、日本レーヨン㈱、ユニチカ㈱、ユニチカサ 

ンシ㈱といった変遷を経て、平成16年からはクラシックカー 

を展示する私設博物館「MAEHARA 20th」として活用、登 

録有形文化財に指定されている。

飯塚家住宅の北西側に隣接して、かって飯塚春太郎の実 

弟•飯塚宇麻志の邸宅が建っていた。この飯塚宇麻志邸も飯 

塚春太郎邸と同じく小川組の設計施工によるもので、同程度 

の規模を持ち、家人によると意匠的には飯塚家よりも華やか.

書院棟外観



な部分が多い住宅であったといわれるが、その後の維持管理 

の悪さからか傷みが激しく、すでに取り壊されている。昭和 

戦前の最盛期には、この地区には飯塚家のふたつの近代和風 

大邸宅と大規模な石造ノコギリ屋根の工場群が建ち並んでい 

たことになる。

現存する飯塚家住宅の敷地は、南北に細長く、西側に傾斜 

を持つ。南側に表門、西に勝手口に通ずる通用門がある。敷 

地の南側は、中門をもつ東西方向に長い板塀によって二分さ 

れ、東側は池泉回遊式の庭園、西側は玄関とロータリーに通 

ずる庭、さらに落差のある西側は勝手口に続くバックヤード 

となっている。この高低差を利用して半地下のロンクリート 

造の収蔵庫が作られ、台所室内から出入りできる食品庫やワ 

インセラーとして使われている。

建物の全体構成は、玄関部を中心に西側に平屋建の棟、東 

側には一部2階建の棟があり、さらに東北方向に雁行する形 

で平屋建の棟が続いている。入母屋起り破風銅版葺きの玄関 

部の東側には内玄関、西側には洋風応接室が配されている。 

車寄せ部分の土間はロンクリート床で、ベニヤ板を用いた格 

天井、玄関部の土間もロンクリート叩き、沓脱石は人造石研 

ぎ出し仕上げ、上り框には米松が使用されている。邸宅の顔 

ともいえる玄関部に、コンクりートやベニャといった当時の 

新素材を積極的に用いている点にも革新的な経営者の気質が 

反映されている。

玄関脇の洋風応接室は、飯塚家住宅の中で唯一の洋間であ 

るが、和風邸宅の中に組み込まれた洋間として、和洋折衷の 

意匠としての工夫が施され、近代和風住宅の特質を良く示す 

部屋となっている。床は寄木張り、天井は黒漆の格縁をもつ 

格天井となっている。ガラス窓上部の漆喰壁に施された曲線 

模様や、様式的細部をもつ作り付けの食器戸棚など、和洋が 

一体となった充実したインテリア空間を生み出している。南 

側の窓には、外観からみても違和感のないような意匠的なエ 

夫が施されている。現存する図面の中には、当初、応接室の 

西側に、暖炉を背中合わせにした洋風の食堂が計画されたも 

のがあるが、最終的には、西側は10畳の和室となり、主に子 

供室として使われてきた。

洋風応接室の北側は、洗面、風呂、トイレそして女中室と 

台所といったサ'—ビス空間となっている。地上面からは2 m 

弱の段差を登って勝手口が設けられている。台所内は以前は 

土間にヘッツィが置かれていたが、現在は板敷きに改造され 

ている。台所は大勢の接客に対応できるように広くつくら 

れ、造りつけの収納棚などにも使い勝手を考慮した様々なエ 

夫が施されている。洗面所と風呂場も改造されているが、湯 

気抜きのついた風呂場の天井部分は当初のものが残されてい 

る。蔵前を介して主屋と連結された蔵は、鉄筋コンクリート 

造で、桐生市でも最初期のRC造とおもわれるものである。 

地上3階建てで、蔵前部分は2階に相当し、内部の階段と地 

上階に外部からの入口が設けられている。RC造の外壁に沿っ 

て鉄骨の外階段があり、屋上へ登ることができる。

玄関の東側に位置する主屋は、1階には半間幅の縁側が廻 

り、田の字型に4部屋の和室が並ぶ。南側には床の間と平書 

院のついた10畳の間(居間)と神棚を備えた8畳の茶の間、 

北側には10畳と8畳の2部屋があり、全て棹縁天井にジュラ 

ク壁の構成である。この1階部分は家人の生活空間として設 

えられたもので、全体として落ち着きのある和室構成となっ 

ている。

それに対し、2階部分は本格的な書院造による接客空間と 

なっている。ケヤキの一枚板用いた階段、階段を登ると畳 

廊下を経て、次の間(10畳)と主座敷(12畳)が続く。次の 

間、床の間、違い棚、花頭窓のついた平書院、檜の征目の床 

柱に黒漆塗の床框、格天井にシャンデリアが付く。主座敷の 

方は、床の間、天袋と地袋つきの違棚、付け書院を備え、長 

押と天井長押が廻り、境の欄間には箴欄間が用いられてい 

る。天井高は高く、東南に開けたガラス戸を通して周囲の自 

然と一体化した開放的で、伸びやかの室内空間を生み出して 

いる。堅実な手法で、全体に華美を抑えた意匠となってい 

る。

主屋の北東に雁行して建つ客室棟は、木造平屋建入母屋銅 

版葺き下屋付きの建物で、南側に10畳間と8畳間、北側に6

1階座敷 洋風応接室



畳間の3つの座敷と風呂、洗面、便所からなる。10畳間は畳 

床で天袋地袋付きの違い棚、8畳間には神棚、6畳間は床の 

間付きの数寄屋風の造りで、北側の障子は外部の露地につな 

がっている。この棟は長期滞在用の客室として使われ、戦前 

期にはインド人の仲買商が長期にわたって滞在していたこと 

もあるという。敷地の南東部には和風庭園が広がる。飯塚家 

に残る資料の中、庭師の金子秋三郎からの昭和11年10月付の 

請求書によると、「庭園樹木庭石其の他」の請求として「合 

計一金春千五拾六円六拾四銭也」の大金が投入されたこ 

とがわかる。庭園と一体となった和風住宅の魅力を伝えてい 

る。海外での活動が顕著であった機業家が、日本の素晴らし 

さを諸外国の人々に伝えるための方法として、意識的に伝統 

的な接客空間として作り上げた点に時代の特徴が反映されて 

いる。また、飯塚家には当時の機業に関する様々な文物資料 

が残されており、建築のみならず、桐生の近代化を知る上で 

貴重な存在である。

飯塚家住宅の設計施工にあたった小川組は、東京丸の内に 

本店を持つ建設業。創設者の小川清次郎は清水組(現•清水 

建設)を経て独立、その後も清水組との縁は深い。京都での 

経験も経ていることから、和風•洋風を問わず、公共施設や 

民間の商店、商業ビル、そして住宅に至る幅広い建設活動を 

行った会社であり、群馬県の東毛地区での建築近代化を語る 

上で重要な足跡を残した建設会社である。 (大川 三雄)

2階階段廻り

2階座敷

2階座敷

RC造の藏



1階平面図
2階平面図



24森島家住宅(森秀織物)

所在地桐生市東 用 途住居•事務所

構造概要 木造平屋一部2階建桟瓦葺 建築 年 大正13 (1924)年頃

設計者 施工者

備 考

森秀織物は、初代の森島秀によって創業された会社で、 

代々、森島秀を襲名、現在の当主は3代目である。主屋は、 

初代によって事務所兼住宅として建てられた。主屋とそれに 

接続する事務室と応接室の他に、2棟の土蔵があり、大正末 

から現在まで続く大規模な織物会社の居宅として貴重であ 

る。敷地の北側には工場があり、現在は織物参考館として公 

開されている。

主屋の建物は、昭和3年に登記されているが、それ以前か 

ら存在していたという所有者の証言を元に、大正13年頃とさ 

れている。木造平屋建切妻造であるが、東面のみ入母屋造り 

となっている。東西角に台所、その南側はかっては帳場とレ 

て使われた板敷きの事務所で、その南側に玄関、西側に板敷 

きの応接室がある。この事務室は、営業や製品の管理、経理 

等を行う場であり、玄関の叩きの四周にタイルが張られ、ま 

たモルタル塗りの外壁の一部にスクラッチタイルが使われて 

いることなどから昭和初期に大きく改修されたものと考えら 

れる。屋根は古写真によると瓦葺きだが、現在は鉄板葺きに 

変わっている。応接室は当初から洋間であった。

事務室に隣接して8畳2間、6畳2間の部屋が並んでお 

り、4室共に襖で仕切られているため、通常は寝起きする部 

屋として使われるが、開け放すと28畳の大広間となり、反物 

を広げての作業場として使われることもある。その西側には 

押入れを挟んで8畳と6畳の奥座敷がある。8畳間の方には 

床の間と違棚がつく。奥座敷は当主夫婦の居室として使われ 

ているが、来客の接待の場として使われることもある。南側 

には半間幅の廊下がつき、廊下の西側突き当たりにはトイレ 

と押入れのついた6畳大の隠居室(子供室としても使用され 

た)が突出している。北側には廊下が走るが、奥座敷の6畳 

間の北側は広い蔵前となっており、東蔵、西蔵という2棟の 

土蔵が並んでいる。北東には寄棟桟瓦葺の独立した浴室があ 

り、浴室と東蔵の間に便所が設けられている。

東蔵は、木造2階建、切妻造り桟瓦葺の土蔵で、外壁は洗 

い出しのモルタル塗りで、壁はコンクリート造である可能性 

もある。南側を主屋と接続させ、西蔵と比べて蔵前が広くと 

られているのは、織りあがった反物を収蔵するためである。 

西蔵は、木造3階建、切妻桟瓦葺の土蔵である。1、2階 

のうち壁は板張りで、3階部分は昭和30年代に増築され、8 

畳間が設けられている。また敷地の南側に南面して建つ表 

門は、主屋と同じ大正13年頃に建てられたと考えられるもの 

で、木造切妻造瓦葺平入りで、内側に控柱、両開き戸で西側 

と東側に袖壁が設けられている。敷地の周囲をめぐる塀も、 

板塀や土塀の他、関東大震災の教訓からコンクリート塀を使 

用するなど変化に富んでいる。

森島家住宅は、主屋のほかに応接室、蔵、表門、各種の塀 

などが一体となって織物工場群を形成している点に特徴があ 

る。桐生を代表する織物会社であり、「織物参考館」として 

公開していることから、昭和40年代には、現天皇が皇太子時 

代に来訪、昭和50年には浩宮殿下をはじめ各宮様が立ち寄ら 

れている。 (大川三雄) 

参考文献

『森島家住宅所見』桐生市教育委員会



1階平面図



25早川家住宅(旧•早政織物)

所在地 桐生市本町 用 途 店舗、住宅、工場、宿舎

構造概要 木造2階建て桟瓦葺(主屋) 建築 年 昭和6 (1931)年〜昭和8 (1933)年

設計者 施工者

備 考

旧•早政織物は大正期に創業し、昭和期に入ると隆盛を迎 

え、現在見るような建物構成がほぼ整ってくる。屋敷構え 

は、桐生新町の典型的な町割りを残しているだけでなく、店 

舗、門、蔵、母屋、応接室、従業員宿舎、工場、稲荷社と 

いった施設や建築が残っており、昭和戦前の機屋全盛期の全 

容を知るうえで貴重な建物群である。

早川家は、新潟県刈羽郡小国村の出身で、5人兄弟全員 

が、桐生で家業を営んだ。長男と四男は米屋を営み、次男の 

政次郎氏と三男、五男は機屋を営んだ。表通りに面する店舗 

が建つ以前、ここには織物工場が建っていたが、昭和6年に 

建替えられ、木造2階建寄棟桟瓦葺きの建物が新築され、こ 

の建物で長男が米屋を始めたという。隣接して建つ門は、年 

代は不詳、起りついた屋根の瓦は平成7年に葺きかえられて 

いる。

店舗の裏手に接続して、昭和7年に蔵と主屋が建てられ 

た。蔵は鉄筋コンクリート造で、織物の製品を納めるために 

使用していた。蔵の外壁はモルタル洗い出し仕上げとなって 

いる。早川政次郎家住宅の主屋は木造2階建入母屋桟瓦葺の 

建物で、南側に洋風部分が突き出した和洋折衷形式となって 

いる点が特徴である。洋風部分の1階には事務室、応接室が 

あり、奥には座敷2間があり、2階にも座敷2間が設けられ 

ている。事務室と住居、和風と洋風とが折衷された住居であ 

る。主屋の玄関土間に入ると、右手に応接室、左手に事務室 

がある。板敷きの事務室には当時のものと思われる椅子• 

テーブルが置かれ、南側の窓には構成主義のデザインを髡髴 

とさせる模様の鉄製手すりが使われている。事務室の北側奥 

に6畳と8畳の部屋が並ぶ。8畳間には床の間が付いてい 

る。2階は10畳と8畳の2間構成であり、10畳間の方は南東 

側に床の間と違い棚、付け書院が付いた本格的な造りとなっ 

ている。南側に縁側がつき、そこから洋室の屋上にもうけら 

れた床タイル張りのテラスにでることができる。縁側の手す 

りのデザインなどにもモダンな感覚が示されている。隣接し 

ている蔵には、1階からも2階からも出入りすることができ 

る。昭和8年には蔵の南側に木造平屋建寄棟桟瓦葺の応接室 

が増築された。この部屋は昭和60年代にさらに増築が加えら 

れている。

主屋の西側には昭和7年に主屋と蔵と同時に建てられた木 

造2階建て寄棟桟瓦葺きの従業員用宿舎が続いている。さら 

に翌8年、同じく木造2階建寄棟桟瓦葺きの従業員宿舎が増 

設、地下には原料倉庫が供えられていた。この頃が全盛期 

で、次々と従業員数を増やして生産に当たらせたことが伺え 

る。敷地の東南奥に建つ工場は、昭和8年建造の木造マン 

サード屋根平屋建で、木造ながら大空間を生み出している。 

(大川三雄) 

参考文献

『早政織物建造物実測調査』2007. 4. 24東京大学藤井研究室

表通りに面した店舗と門 主屋に付属する洋風事務室



2階座敷 1階座敷

南側の工場 2階テラス

配置図

1階平面図



26森合資会社及び住居

所在地桐生市本町1-3-11 用 途事務所、住居

事務所/木造平屋建タイル張り(大正3年)

構造概要建築年明治初期〜大正3(1928)年 

石蔵/石積平屋建漆喰仕上げ(大正3年)

設計者吉田組(推定) 施工者吉田組(推定)

備 考登録有形文化財

森家は近江商人の出身で、江戸後期に桐生に移ってきたと 

いわれる。明治前期から大正にかけての全盛期に活躍したの 

は2代目の森宗作で、金融業と土地経営によって財を成し、 

桐生有数の富豪となった。森宗作は、銀行頭取や町会議員と 

して活躍、また桐生織物学校や桐生高等女学校の設立や桐生 

倶楽部の前身である桐生懇話会の設立等、政治経済、教育、 

文化全般にわたって貢献した人物である。

広大な敷地内には、明治大正期を通じて建てられた建築群 

が並んでいる。店蔵と事務室は棟木の墨書から大正3年に建 

てら'れたことが判る。少し離れて道路際に建つ石蔵は、石造 

で漆喰塗り、平屋建寄棟桟瓦葺きで小屋組みは和小屋であ 

る。森家の穀蔵として建てられたもので梁の墨書から大正3 

年の建設であったことがわかる。道路に対し大きな開口部を 

もっているのは、昭和36年に農機具店として使うために開け 

られたものである。

敷地の奥には明治期に遡る主屋や土蔵などが残って'いる。 

店舗は、南側の店蔵に隣接して、木造平屋建切妻桟瓦葺で、 

外壁に白磁タイルをまとったゼセッション風の意匠が施され 

ている。店舗の正面入り口部分は、切妻の破風をペディメン 

卜風に扱い、左右対称に白磁タイル張りの門柱を立ててい 

る。当初は軒下まで銅が張られ、窓には銅製鋳物の手すり等 

も付いていたが、戦時中の金属供出によって取り去られてし 

まった。軒樋にのこる銅と北面窓下に張られた花崗岩等が引 

き締まった外観を生み出している。白磁タイルという新しい 

建築材料の採用や、歴史主義の細部装飾が簡略化されたゼ 

セッションという大正期特有のスタイルをもつ桐生の商家の 

恒例である。明治初年の建築とされる店蔵には和釘が使われ 

ている。

室内は、部屋の中央部に箴欄間が残っていることから、店 

舗部分の土間、事務所部分の板敷きによって区分されていた 

と思われる。玄関と窓はサッシュに変えられてしまったが、 

電話室や金庫室、作りつけの戸棚などが当時のままに残って 

いる。設計は吉田組といわれている。

細長い敷地の奥、塀で画された中に建つ主屋は、木造平屋 

建切妻桟瓦葺の建物で、その一部、切妻屋根のかかった玄関 

部と寄棟屋根の台所•洗面トイレ部の内部はすでに大きく改 

造されている。主屋の中央にある10畳(仏間)と8畳(茶の 

間)は天井高の低い明治期の佇まいを残している。10畳間に 

は仏壇と金庫が作りつけられ、漆喰壁で棹縁天井である。北 

側に広縁があり、西側にある半間幅の廊下を隔てて、木造2 

階建ての書院棟とつながっている。書院棟の1階は8畳と6 

畳からなり、8畳間には絞り丸太の床柱を用いた床の間と違 

棚が付く。2階も同様の構成になっているとの事だが、未見 

である。書院棟には蔵前をはさんで蔵が隣接しているが、蔵 

の南側に半間幅の廊下を隔て6畳の和室がある。竹材を用い 

た落掛や軽妙な意匠のガラス障子など数奇屋風の離れとなっ 

ており、外には坪庭が造られている。書院棟、数奇屋風離れ 

ともに建築年代の詳細は不明である。また、敷地の北西に 

は、主屋とは別棟で、土蔵付き木造2階建寄棟桟瓦葺の建物 

などがあり、未調査のものも多く残る。桐生を代表する実業 

家の住まいであり、表のミセ部分から奥の私的領域までが残 

された貴重な建物群である。 (大川 三雄)



事務所内部店藏と事務所

主屋が立ち並ぶ一角

主屋1階平面図
配置図



27中村家住宅

所在地 桐生市本町 用 途 店舗及び住居

構造概要木造平及び2階建、鉄筋コンクリート造 建築年 明治27 (1894)年から昭和12 (1937)年

設計者 施工者

r 登録有形文化財 店(1922)、文庫蔵(1937)、新座敷(1937)、奥座敷(1897)、石蔵(1937)、浴場
° (1937)、門(1937)等の計7棟からなる。

本町通りの東側に位置し、幅約12m、奥行き約82mの短冊 

状の敷地で、敷地の北寄りに表から店、店蔵(新座敷)、奥 

座敷が直列して並び、南寄りに浴場と石蔵が並ぶ。この短冊 

状の敷地の規模と形状は桐生の町屋形式を今日に伝えてい 

る。一方、明治、大正、昭和戦前期の建物が現存するなか、 

鉄筋コンクリート造のような新しい技術が積極的に採用され 

ている点も興味深い。

中村家は、明治9年に上野国山田郡休泊村より桐生に来住 

したとされる。初代の中村利八は穀屋を経て生糸の原糸を取 

り扱うことで成功をおさめ、先代の中村弥市の時代には多く 

の貸家を持つようになった。現当主である中村弥市は、二代 

目の名前を襲名しており、昭和32年からは塗料店を営んでい 

る。

表通りに面して建つ店は大正11年(1922)に建設されたも 

ので、桁行10.23m、梁間7.44mの規模をもち、木造2階建、 

寄棟桟瓦葺きの出桁造で、外壁は鼠漆喰塗で仕上げられてい 

る。「貸家台帳」の図面が残されているが、正面出入り口が 

サッシュ戸に変わったことと、表通りに面した帳場が土間に 

変わっている点のみで、他は現状とほとんど変化がない。帳 

場の後方に「茶の間」と呼ばれている8畳と6畳の2間が並 

んでいる。2階には10畳と6畳の座敷があり、正面部分には 

格子戸がはめられている。建物全体としても2階部分の建ち 

が高いのは近代の町屋の特徴であろう。

店から渡り廊下で結ばれた店蔵は、桁行6.20m、梁間4.51 

mの総2階建、外壁は白い漆喰塗で、一見すると土蔵造りに

みえ号が、昭和12年頃に鉄筋コンクリート造で建てられたも 

のである。この店蔵の蔵前座敷と西側に附随する建物は新座 

敷と呼ばれている。

敷地の奥にある奥座敷は、座敷、土蔵、蔵前からなる。南 

に面して6畳と10畳が並び、その北側に蔵前と呼ばれる板敷 

きの間が続く。西側の店蔵との間に文庫蔵と呼ばれる独立し 

た土蔵が付設されているが、ひとつの屋根で覆われているた 

め、外からはまったく見ることはできない。この土蔵の墨書 

から奥座敷の建設年代は明治27年とされ、本町地区において 

も比較的古い建物である。 (大川 三雄) 

参考文献

『中村家住宅計7棟にっいての所見』桐生市教育委員会

正面外観

配置図



店舗2階の座敷 奥座敷

蔵前

2階平面図

1階平面図



28千本木美知子家住宅

所在地 桐生市新里町野 用 途 住宅(農家)

構造概要 木造3階建、入母屋造、瓦葺 建築 年 昭和10年(1935)上棟

   工事請負人は小屋恵喜、大工棟梁は高杉與
設5+者千本木義衛(建造時の当エ) 施工者_ . , , . 00

吉、両人とも大間々町住

備 考

当建物は棟木のT面に建造に関する墨書を見ることができ 

る。これには、「昭和10年(1935) 4月20吉祥日上棟当主千 

本木義衛」と上棟年月日と当時の当主名、それに続いて「設 

計改築」、さらに、工事に携わった職人について、工事請負 

人として大間々町の小屋恵喜、大工棟梁として大間々町の高 

杉與吉、脇棟梁として山上の高杉若蔵と当所の千本木源造 、 

以下大工8人、鳶頭として大間々町の須坂音吉と当所の大場 

喜重と記されている。

この墨書より、当建物は現当主美知子氏の夫である義夫の 

2代前の義衛〔昭和42年(1967) 3月3日没〕の設計による 

ものであることが分かる。しかし、設計図は残されていない。

当建物は木造3階建、入母屋造、瓦葺の主家兼蚕室であ 

る。当家では瓦は三州瓦で美濃紙に包まれて搬入され、瓦だ 

けで他の家の建造費に相当したと伝える。柱の数本以外は自 

分の家の材木を使用したという。小屋組は洋小屋である。規 

模は1階が桁行19.740m、梁間10.340m、2階が桁行18.800 

m、梁間7.352m、3階が桁行9.400m、梁間1.880mである。 

軒は正面、両側面、背面の4方を「船榧造り」とする。才 

クザシキの2間柱間の梁間方向における内法寸法は11.85尺 

(3.593m)心々寸法は12.37尺(3.749m)である。

1階は大黒柱から上手を六間取りし、正面と左側面にエン 

ガワを回す。土間は狭く背面にフロバを配している。オカッ 

テは昭和32年(1957)に改修したものである。2階は大黒柱 

から上手に5室を配し、土間上に当たる大黒柱から下手は養 

蚕のための1室空間としている。

3階は神棚が配置され、2階の換気装置としての機能は 

持っておらず、養蚕は行ってはいるものの他の養蚕農家の総 

櫓とは異なる目的で造られている。養蚕は、2眠1まで土間 

で行いその後は2階及び別棟の蚕室で行った。

現当主美知子氏の代における養蚕の掃立量は、春蚕50g、 

夏蚕20g、初秋蚕30g、晩秋蚕50g、年間では150g、桑畑 

は6反であったと伝える。

当家では養蚕を行っていたが、その掃立量は少なく、当建 

物は養蚕のための建築を追求した結果の建物というよりは、 

住まいの部分を重要視し、デザインに養蚕農家としてして定

着していた軒の「船泄造り」、「総檜」などの建築要素を採用 

した建物といえよう2。 (村田敬一)

注

1 蚕は卵から孵化すると、桑の葉を食べて成長し、通常4回の 

脱皮を繰り返した後、繭を作りその中で蛹となる。脱皮の前に 

は、桑を食べるのを止め、脱皮の準備をする期間があり、これ 

を「眠(みん)」といい、桑を食べて活動する期間を「齢(れ 

い)」という。卵第一齢第一眠第二齢第二眠第三齢 

—第三眠j第四齢->第四眠-»第五齢と成長する。第五齢の終わ 

りになると、桑を食べなくなって体がアメ色に透きとおり、糸 

を吐いて繭を作る。このうち第三眠までを稚蚕期、第四齢、第 

五齢を壮蚕期いう。

2当家は農地解放前には多く土地を所有し、小作米があったこ 

とから、自分の家での収繭の拡大は必要なかったと推察する。

外 観

内部(2階)



棟木の墨書

千本木家住宅断面図

千本木家住宅 3階平面図

千本木家住宅 2階平面図

千太太家件宅1階平而図



29桐生国武館

所在地桐生市東1丁目6-30 用 途武道場

構造概要木造平屋建入母屋桟瓦葺き、千鳥破風車寄建築年昭和13 (1938)年 

設計者吉田組 施工者吉田組

備 考

桐生国武館は、桐生高等工業学校の剣道教師であった山 

ロ謹一が昭和13年に建てた私設の剣道場である。山口は、明 

治26年7月21日に神奈川県で生まれ、昭和3年に桐生高等エ 

業学校に着任、昭和20年まで剣道教師として活躍された人物 

で、最盛期には3000人の門下生を抱え、全国的な組織である 

大日本武徳会の支部である群馬県武徳会から名誉教授の称号 

を得ている。大日本武徳会は、明治28年4月、維新以来衰退 

の一途を辿りつつあった武道を復活させることを目的に設立 

され、本部を京都の平安神宮内に、支部を全国の各府県に置 

き、知事をその支部長に委嘱した全国的な組織である。後に 

財団法人となり■、武道教員の養成、称号や段位制、試合審判 

法の確立など、武道の普及と発展に大きな役割を果たした。 

昭和17年には厚生•文部•陸軍•海軍•内務の5省共管の下 

に政府の外郭団体に改組されたが、敗戦後の昭和21年に内務 

省令によって解散させられた。

桐生国武館の建物は、大日本武徳会の活動に象徴される全 

国的な武道振興の機運を背景として建てられた。山口謹一 

は、桐生国武館の建設にあたり、各方面への賛助を呼びか 

け、市会議員の早川政次郎、森宗作といった人々の賛同に加 

え、講談社の創立者である野間清治からの協力を得ている。 

野間の運営する東京音羽の野間道場は、都内の剣道場の中心 

的存在に位置づけられ、日本の剣道界においても大きな影響 

力をもっていた。野間清治は桐生国武館の建設における最大 

の協力者のひとりであった。

桐生国武館の主屋部分は、木造入母屋桟瓦葺で、廂部分に 

屋根が架け廻されている。北東側の師範室に当たる部分には 

切妻造の屋根が載る。正面にあたる北西側には入母屋屋根の 

車寄せが付き、剣道場としての正面性と記念性を高めてい 

る。外壁は当初、下見板張りであったが、老朽化が激しく、 

現在は、その上にボードが張られている。基礎及び基壇は鉄 

筋コンクリート造で、建物の周囲をまわる欄干等もコンク 

リートで仕上げられている。

平面図に見るように、道場内は約50畳大の板張りで、周囲 

には半間幅の廂が回っている。身舎内の大きさは、公式試合 

の最低基準である10M四方を確保している。室内は東南側の 

正面に玉座(神殿)を置き、中央に演武場、北東側には師範 

室として床の間付きの座敷が設けられている。

竣工後の増改築に関しては、戦後、剣道が禁止された時 

期、道場の半分を占める位置に、木造2階建の事務空間が増 

設され、家業である買い継ぎ商の事務室として使用された。 

また、神殿のあった場所に6畳間が増設されている。師範室 

は、主屋とは別に切妻屋根が架けられていることや、欄干部 

が断ち切られたような形となっている点など、当初は四周を 

回っていた欄干部分を壊して、師範室に当たる部分が後に増 

設された可能性も考えられる。

桐生国武館の最大の特徴は、単層入母屋造の空間の周りに 

半間幅の廂を回し、演武のための明るく大きな空間を構築し 

ている点である。木造ながら洋小屋等の近代的な技術によっ 

て大空間を構築し、かつトップサイドからの光を室内に取り 

入れることで、武道にふさわしい空間を生み出している。そ 

こに伝統的な意匠と近代的な空間の融合を見ることができ 

る。

桐生国武館の設計および施工は地元の吉田組が担当したも 

のであるが、建設に際しては、明治31年、京都府技師の松室 

重光によって設計された京都武徳殿の建物を参考にしたと伝 

えられている。特に、伝統的な意匠と近代的な空間構成に大 

きな影響を受けている。身舎内の桁行を5間、梁行を3間と 

する平面構成や、神殿の設置、廂部分を観覧席とする構成、 

そしてトップサイドライトによる採光などにその影響をみる 

ことができる。ナショナリズム高揚期の地方都市に建てられ 

た武道場の遺構として貴重である。 (大川 三雄)



剣道場内部

正面外観 玄関廻り 師範部屋

1階平面図 2階平面図



30後藤織物

所在地 桐生市東1-11-35 用 途 住居、工場、蔵、倉庫

構造概要 木造平屋建て及二階建 建築 年 明治初年〜昭和8年

設 6「者 施 エ 者

備 考登録有形文化財

後藤織物の建物群は、明治前期から昭和20年代にわたって 

建設され、主屋、奥座敷、工場、蔵、釜場、給水塔、倉庫、 

物置、表門および板塀など様々な施設が往時のままに残され 

ている。特に木造のノコギリ屋根工場が連なる様子は圧巻 

で、桐生織物の歴史を感じさせる建物群となっている。

初代の後藤定吉は嘉永元年(1848)の生まれで、明治3年 

に現在地において機屋を開業した。明治10年には揚柳縮緬 

(絹綿交織)を考案、明治12年には観光糯子を工夫して中国 

製の南京糯子に対抗するなど、いち早く洋式染色技術の導入 

をはかって、明治初期の桐生織物の改良を図った。現存する 

建物は、時代的推移を経て形成されたもので、事務所及び住 

居部分に加え、染色、撚糸、製織といった織物の生産過程を 

そのままに伝える貴重な建築群である。

木造二階建鉄板葺の主屋は、初代定吉が分家として定住し 

た明治前期に建築されたものであるが、大正14年に増築され 

て、事務所及び作業場へと転換された建物である。主屋に関 

して図面はないが、明治33年と大正14年の家相図が残されて 

いる。明治33年の家相図によると、現在の奥座敷部分に建物 

平面図が上張りされていることから、増築が検討されていた 

ことがわかる。

南側の座敷4室はほぼ現状どおりである。大正14年の家相 

図の主屋はほぼ現在のものと一致するが、土間部分に関して 

はその後に改造が加えられ、住居から事務室及び作業場に改 

変されたものと考えられる。主屋は、現在の事務所部分(当 

初は土間)と作業を行う仕事場(8部屋)、それと東側の土 

間部分の3つに分けられる。北側半分の4部屋と東側の土間 

部分が大正14年に増築されたものである。それに対し、当初 

の部分は2階建で西側半分は切妻桟瓦葺、東側の鉄板葺の部 

分の2階は増築である。大正期の増築部に比べると、明治期 

のものは梁や天井の高さが低いのが特徴である。

奥座敷は、大正14年に増築された木造平屋寄棟桟瓦葺きの 

建物で、後藤家では「奥」と呼称し、会社の接客用の部屋と 

して利用している。10畳と12畳半の2間が東西に並び、南側 

と北側に廊下が設けられている。 (大川 三雄) 

参考文献

「合資会社 後藤(後藤織物)所見」桐生市教育委員会



主屋座敷

工場と諸施設

奥座敷

工 場

1階平面図



31小茂田治男家住宅

所在地伊勢崎市長沼町 用 途住宅(農家)

構造概要 木造2階建、切妻造、瓦葺 建築 年 明治4年(1871)

設計者 施工者地元の大工

備 当建物は大正6年(1917)の蚕室、昭和2年(1927)の住宅蔵、明治初期の井戸屋とともに、平成16
- 年2月17日に国登録有形文化財として登録されている。

長沼町の小茂田家は長沼村草分三苗の一つで、武蔵児玉七 

党の末裔であり、南北朝の戦乱期に当地に帰住し、薦田(菰 

田)を小茂田に改めた1。当家の中興の祖は、現当主治男氏 

の6代前にあたる小茂田安左衛門〔文政4年(1821)2月8 

日没〕である。4代前の初代藤橘〔榮輔、天保14年(1843) 

7月10日生まれ、明治42年(1909) 8月5日没〕は明治11年 

(1878)に創設された蚕種会社長沼組に参画し、2代前の3 

代目藤橘〔道成(道三郎)、明治12年(1879) 9月13日生ま 

れ、昭和27年(1952) 6月13日没〕は豊受村の村長を務めて 

いる2。当家の蚕種屋としての屋号は「親仁館(しんにんか 

ん)」である。

当建物は主家兼蚕室であり、桁行10間(実寸法18.940m)、 

梁間5間(実寸法11.4785m)の木造2階建、切妻造(和小 

屋)、瓦葺を主体部とし、背面に1間幅の下屋、西面に片寄 

棟造の2階建(新屋と呼ばれ大正期に増築された)を付け 

る。正面の軒は.「船泄造り」とする。主体部の棟には3つの 

櫓(当家では「ヤグラ」と呼ぶ)を付けている。現在の瓦は 

葺き替えたものであるが、それ以前に用いていた瓦は深谷の 

明戸の瓦であったという。

主体部の1階平面は左手を土間、床上部を六間取りとす 

る。土間部分は改造され仕切り壁や室が出来ているがこれは 

後補のもので、当初は無かったものである。奥の間には床の 

間を付ける。奥の間における柱間2間0内法寸法は桁行、梁 

間とも12.02尺(3.642m)、心々寸法は尺(3.778m)とする。 

表座敷と居間は畳敷きであったが、養蚕時には畳をあげて条 

桑育の場となり、土間が桑置場であったという。上蔟は1階 

土間と2階、及び別棟の蚕室〔大正6年(1917)建造〕で行 

い、屋根裏は使用しなかったと伝える。

当建物は建造年代を明らかにする棟札などの史料を残して 

いないが、初代藤橘が明治4年(1871)に建造したと伝えて 

いる。正面のみを「船枢造り」としていること、正面2階部 

を「出し梁造り」としておらず吊り庇としていること、奥の 

間の2間柱内法寸法がほぼ12尺であることなど、明治初期の 

古い手法を用いていることから、明治4年(1871)年の伝承 

は妥当と考える。当建物は蚕室、住宅蔵、井戸屋とともに、 

平成16年2月17日に国登録有形文化財に登録されている。

養蚕の掃立量は、現当主治男氏の代では春蚕100g、初秋 

蚕30g、晩秋蚕80g、年間210gで、夏蚕と晩々秋蚕はやら 

なかったという。耕地面積は田が3反5畝、畑が1町1反5 

畝で、畑は桑園が主であった。 (村田敬一)

注1『群馬県姓氏家系大辞典』(角川書店、平成6年12月8日) 

に上る。

2家系及び生年•没年等は現当主治男氏のご教示による。

外観

内部(2階)



梁間断面図

蚕 室

2階平面図

1階平面図

〔『伊勢崎市歴史的建造物調査委員会作成図面』(構法修復計画研究室、平成17年5月30日)より引用〕



32旧森村家住宅

所在地 伊勢崎市連取町 用 途 住宅(農家)

構造概要 木造2階建、入母屋造、瓦葺 建築 年 明治9年(1876)

設計者 施工者

備 考 伊勢崎市重要文化財(平成15年10月)

当家は、連取の森村家の総本家と呼ばれている。初代の教 

貞は文禄年間まで遡ると伝え、宝暦年間には質屋経営、天保 

年間に13代園右衛門は伊勢崎町外74ケ村寄場組合の大惣代を 

務め旗本の領主駒井氏の財政を支えた。江戸幕府が崩壊した 

ことにより旗本であった駒井氏は、当建物のシンザシキを生 

活の場としていた。

14代登喜太〔文政5年〜明治20年(1822〜1887)〕は連取 

陣屋の筆頭地役人を務め、横浜港開港以降も生糸や蚕種の 

取引に進出した。明治14年(1881)に製糸会社、明治18年 

(1885)に前橋において煉瓦工場を興している。登喜太は質 

屋も営んでおり、森村家は屈指の資産家であった。その後16 

代鍋太は宮郷村の村長を務めている。なお、鋳金工芸家森村 

酉三〔明治12年〜昭和24年(1879〜1949)〕は当家の出身で、 

高崎市観音山の「高崎白衣大観音像」〔昭和11年(1936)建 

造、平成12年10月.18日国登録〕の原型制作者として知られて 

いる。

当建物は木造2階建、入母屋造、瓦葺の主家兼蚕室であ 

る。小屋組は和小屋で、棟に総櫓を付ける。規模(2階)は 

桁行23.183m、梁間10.909mである。棟は一見豪華さを演出 

する箱棟に見えるが、架構断面から判断すると養蚕時におけ 

る換気目的のものである。2階床部分は出し梁造り、軒は船 

榧造りとする。

1階平面は、桁行方向において正面側に土間側からオモテ 

ノマ、ナカノマ、カミノマの3室、背面側にウラザシキ、ウ 

ラノハチジョウ、ナンドの3室の計6室を並べた「六間取」 

で、背面にカッテ、正面左側面にシンザシキを付加した型式 

をとっている。土間下手にあたる八畳や応接間部分はもとも 

と土間を改造したものである。

2階は土間上部に2室設けているがこれは後補のもので、 

当初は一室空間である。ここは養蚕のための空間であったこ 

とが、箇所の火床、換気を配慮した間仕切り上部の小壁から 

窺える。なお、正面と左側面側は出し梁で張り出しており、 

総2階造であるがこの分だけ1階平面より床面積が大きい。

当建物の柱や梁には慶応4年(1868) 3月11日の「打ちこ 

わし」による傷跡が残されている。「打ちこわし」は18世紀 

以後全国的に主要な都市•町場に広がった民衆闘争の代表例 

であり、享保•天明•天保•慶応年間に起きている。

当建物の棟札は残されていないが、『家日侍振舞祝物受納 

帳』より、明治9年(1876)の建造とされている。また、当 

家には旧伊勢崎藩陣屋御殿の享和元年(1801)の棟札が残さ 

れている。伊勢崎藩との関係が深かったこと、式台、大屋根 

の妻飾、良材の柱の根継ぎ、伊勢崎藩主酒井家の家紋がある 

シンザシキの鬼瓦、14代の登喜太が陣屋の払い下げを受けて 

いることなどから、当建物には陣屋の建物の部材が再利用さ 

れていたと推定されている。これらのことから、現在の建物 

は、それ以前にあった建物に式台、シンザシキを付加し、明 

治9年に改造したものといえよう。改造前の建物の平面や構 

造、建造年代は現時点では不明である。

当家の屋敷は豪壮な当建物の他、表門、裏門、土蔵2棟、 

長屋、馬屋など数多くの付属建物を備えている。当家は群馬 

を代表する豪農の屋敷構えを呈している。当建物は平成12年 

3月に伊勢崎市へ寄贈され、平成15年10月に伊勢崎市重要文 

化財に指定されている。 (村田敬一)

参考文献

『旧森村家住宅調査報告書建築編』平成13年4月1日、伊勢崎市 

群馬県文化財研究会編『上州の重要民家をたずねる(東毛編)』 

あさを社、平成21年9月25日

外 観



『家日侍振舞祝物受納帳』

明治9年(1876)
内部(2階) 内部(1階・シンザシキ)

2階平面図

1階平面図

〔『旧森村家住宅調査報告書建築編』(伊勢崎市、平成13年)より引用〕



33伊勢崎神社拝殿

所在地伊勢崎市本町21-1 用 途宗教施設一神社

木造平屋建て、桁行12.250メートルX梁行

描、出m西7870 メートル、入母屋造り、銅版噴き。正 油# 斤。加、、一 /innnx 
構js概要面には間口 7 69〇 メートル、唐破風の向拝建築年ら和11年(1936)

を付ける。

設計者 施工者佐藤源六

備 考 向背の龍彫刻に作者銘(「昭和十年十一月吉日 彫刻師 池田長光作 當十七歳」)

伊勢崎市街の中心に位置する伊勢崎神社は宇気母智命を祭 

神とし、配祀神は大日霎貴神•素箋鳴尊•誉田別命ほか24神 

が祀られている。伊勢崎神社は大正15年からの社名であり、 

それ以前は「飯福神社」と呼ばれていた。天正十八年(一五 

九〇)には由良信濃守或いは林伊賀守•本多豊後守が相次い 

で修理を加え、慶長年間(一五九六〜一*六-^五)に稲垣平右 

衛門長茂の営繕によって祭祀が行われ、寛永十四年(一六三 

七)には酒井河内守忠行が奉幣式を執行し、以後代々、酒井 

家が修理と祭祀を執り行っている。明治維新以後は郷民の崇 

敬によって営繕が行われ、飯福神社は大正一五年六月ニー日 

に稲荷神社を合祀して伊勢崎神社となっている。

伊勢崎神社の境内は市街地のなかに位置し、矩形の敷地境 

内のなかには諸施設が整然と整えられ、本殿•拝殿•社務 

所•神楽澱•神輿庫•便所等が密集して並んでいる。出入口 

は東西と南面に開いているが、御影石の鹿島鳥居を建てた東 

ロが正式な出入口である。鳥居をくぐると敷石があり、正面 

に拝殿があって背後に本殿が置かれている。

本殿は四方に縁を回した一間社流れ造りである。基壇は高 

く、銅版葺きの屋根では正面と背面に唐破風を付け、軒は二 

軒繁垂木である。妻飾りは二重虹梁大瓶束で、海老虹梁の外 

部絵様は浮き彫りとなっており、土台•柱•長押•桁•肘 

木•斗•尾垂木までもがびっしりと装飾で覆われている。こ 

の本殿においては嘉永元年(一八四八)の棟札•祈祷札を残 

しており、棟梁は小此木村の内田庄五郎藤原祐昌であり、彫 

刻師は上州花輪村の石原常八郎•石原常次郎と武州本庄宿の 

武正常三郎であったことが分かっている。そのほか兎の毛通 

しの刻銘には、東都日本橋(中央区日本橋)の後藤三次橘恒 

徳の名前が刻まれているから、職人は東京と地元とで腕を 

競っていたことが考えられる。

拝殿•弊殿は旧拝殿の建て替えに当たって、昭和11年8月 

に建立されている。棟梁は聞き伝えで、地元の宮大工の佐藤 

源六であったことが分かっている。そのほか彫刻では地元の 

彫物師 池田長作が参加している。池田長作はご存命であ 

り、向拝に付けられた龍の彫刻には「昭和十年十一月吉日 

彫刻師池田長光作當二十七歳」の刻銘が残されている。

建物は正面三間、側面二間の入母屋造り、正面に唐破風の 

向拝を付ける。向拝ではかなり複雑な彫刻•組物を施してお 

り、正面には龍の彫刻を入れ、その両脇を装飾に富んだ蛙股 

で飾り、肘木•斗は二段となり、木鼻には獅子頭を用いてい 

る。手挟は龍の彫刻で手の込んだ造りとなっている。

内部は二重折上格天井で、二手先斗拱で天井を支え、中備 

に蛙股を入れている。弊殿は三間X三間の木造平屋造り、切 

妻•銅板葺きであるが、拝祀殿は本殿に合わせて装飾性が 

豊かである。そのほか神楽殿•社務所は昭和11年以降である 

が、拝殿の頃に合わせて建立されたと考えられる。

このように伊勢崎神社は装飾性豊かな彫り物で覆ってい 

る。本殿は幕末期における社寺建築の特色をよく表してお 

り、建物全体が彫り物の装飾で覆われている。拝殿は昭和期 

になって新しく建立した施設ではあるが、本殿の装飾芸術が 

そのまま踏襲されている。このように建築年代は違っても、 

伊勢崎神社では豊かな彫り物を同じように見ることができる 

のであり、社寺建築における文化継承の意味を確かめること 

ができる貴重な事例であると言うことができる。

(藤谷陽悦)



龍彫刻の刻銘

拝殿内部

上棟式記念写真

伊勢崎神社平面図



34田島健一家住宅

所在地 伊勢崎市境島村 用 途 住宅(農家)

構造概要 木造2階建、切妻造、瓦葺 建築 年 ヤ (1863)上棟

設計者 施工者

備 考 明治5年の『養蚕新論』に描かれている建物である。

主家

当建物は田島弥平が建てた主家兼蚕室である。田島弥平は 

〔文政5年(1822)〜大正7年(1918)〕本名邦太郎、字を邦 

寧(くにやす)、号は南畲雷。弥平衛の長子として島村に生 

まれ、父と共に蚕種業に従事し、「清涼育」を確立した。明 

治5年(1872)『養蚕新論』、明治12年(1879)『続養蚕新論』 

などの養蚕指導書を出版している。明治5年(1872)に田島 

武平らとともに蚕種製造の島村勧業会社を設立して、副長、 

社長を歴任する。イタリアへの蚕種輸出も行い、明治22年 

(1889)のパリ万博において蚕種で銀賞牌を受けている。

弥平は明治5年(1872)、6年(1873)、12年(1879)に宮 

中の養蚕指導を担っていた。このことから時代は降るが、昭 

和23年(1948) 6月5日に貞明皇后が群馬県の蚕糸業視察の 

際に当家を訪ねている。

明治5年(1872)の『養蚕新論』に描かれている田島家本 

屋の図が当建物である(特論「養蚕農家建築」参照)。建造 

年代は棟札より文久3年(1863)であることが明らかであ 

る。また、当家は建造に関する資料として文久元年(1861) 

の「新宅諸色値段付覚帳」を残している。

当建物は木造2階建て、切妻造、瓦葺きとし、棟には総櫓 

(当家では「ソウヤグラ」と呼ぶ)を付ける。小屋組は和小 

屋である。総2階建部分の平面は、当初正面向かって右手を 

土間とし、正面左手を床上とし表側に3室、裏側に3室の6 

室を設ける。総2階建部分の規模は桁行25.38m、梁間9.400 

mである。玄関は土間に設けられた他、現在見られないが 

当初床上のオモテノマの南側に張り出して造られていた。 

ジョーダンノマの梁間方向の柱間2間の内法寸法は11.92尺 

(3.612m)、心々寸法12.425尺(3.765m)である。2階及び 

屋根裏の3階は養蚕専用の空間として利用された。

当建物は『養蚕新論』を具現化したもの、及び近代養蚕農 

家の嚆矢として価値ある建物である。

クワヤ

当建物は蚕室兼桑場として、明治年間に建造したものの 

と伝える1。木造2階建、切妻造、瓦葺とし、棟には3つ櫓 

(当家では「ヤグラ」と呼ぶ)を付ける。小屋組は和小屋で 

ある。

2階建て部分の規模は桁行15.136m、梁間5.716mである。 

柱間1間の内法寸法は5.84尺(1.770m)、心々寸法は6.25尺 

(1.892m)である。下屋は当初北側のみ設けていたが、その 

後西側が増築され、北側の簡易構造の下屋はさらにその後の 

造ったたものである。

1階正面左側は切り取った桑を保管するために、床は水が 

はれる構造になっている。西側の下屋部分は肥料の格納に使 

用し、桑場としては昭和16年(1941)頃まで使用したと伝え 

る。 (村田敬一)

注1 課税台帳によれば明治27年(1894)である。

主家外観

総櫓内部



クワバ外観 田島家住宅断面図

田島家住宅2階平面図

田島家住宅1階平面図



35絹の館(旧金子家住宅)

所在地伊勢崎市境萩原724 用 途公共建築一図書館付属施設(旧住宅)

木造2階建て•桁行21.235 メートルX梁行

構造概要5.652 メートル(280.92m)-入母屋造り’建築 年 昭和12年(1927)
桟瓦葺き

設計者 施工者

備 考 『金子仲次郎の生涯 一顕彰碑文の解説』昭和57年11月27日、境町

「絹の館」は明治43年(1910)の東武伊勢崎線の開通で、 

郊外地として開けて行った境町の境図書館に隣接し、元々は 

伊勢崎銘仙の進歩発展に寄与し、「伊勢崎織物組合」評議員 

として活躍した金子仲次郎氏が住まわれていた住宅である。

金子仲次郎は明治20年1月26日に佐波郡境町大字下武士に 

生まれ、下武士村で機屋業を営んでいた父親の影響で群馬県 

立伊勢崎染織学校に学び、明治37年の18歳の時に父親が死去 

したため家督を相続した。仲次郎は家業の内地向織物製造業 

を継承し、たちまちのうちに天性の経営手腕を発揮、30歳の 

時には一流企業家の仲間入りを果たして名声を広めるまでに 

なった。仲次郎が成功した要因は、ひとつは早い時期から三 

越デパートなどの得意先から厚い信頼を得て直接の取引を行 

うようになったこと、もうひとつは早々に内地向安定市場に 

見切りを付け、途中から未来への見通しと英断を持って輸出 

向織物に切り替えたことである。仲次郎の経営転換は当時の 

東毛業者たちに大きな影響を与え、輸出向織物の先駆的な存 

在として、広く関東•関西まで知れ渡るようになったという。

金子仲次郎は成功から程なく40歳の時に、昭和2年に伊勢 

崎織物組合の評議員、昭和5年には境町町会議員に当選した 

が、昭和13年に病に倒れ、52歳で帰らぬ人となった。

織物業界は第2次世界大戦で衰退し、昭和16年頃に金子の 

織機等は鉄屑として供出された。戦後は「高砂工業」に貸与 

され、別の工場として経営された時期もあったが、金子家か 

らの申し出により、土地(4.229m)と住宅(360m)は境町 

に寄贈され、また昭和60年には「地域整備総合事業まちづく 

り」により館の改造計画が行われ、昭和61年に「絹の館」と 

して開館し、現在に至っている。つまり境図書館を含めた約 

4.229mの敷地は金子輸出織物工場と金子家があった場所で、 

境町図書館の付属施設「絹の館」として公開されている。

絹の館は境町図書館の東南側に位置しており、木造2階 

建て、桁行21.235メートルX梁行5.652メートル(280.92m)、 

入母屋造り•桟瓦葺き、玄関は南の道路側に面している。金 

子仲次郎がここで^(主居と工場を構えたのは大正7年7月頃で 

あり、大正8年5月17日付作成の「(金子仲次郎)工場財産 

目録」には「◎建物 木造瓦葺平屋建本家一棟(三十坪五 

合)、木造板葺平屋建工場一棟(十二坪)、木造瓦葺平屋建エ 

場一棟(八十四坪)、木造板葺平屋建仮寄宿舎一棟(十七坪 

五合)、木造板葺平屋建炊事場一棟(五坪)」などの建物が記 

されている。敷地については、境町大字境に在住する永井伝 

松から宅地二百二坪(購入代金千円)、境町大字萩原に在住 

する永井延三から畑二口計二反五畝二十九歩(購入代金八百 

円)を購入して、これに宛てたという。

ところで金子仲次郎は輸出織物工場への転換を企てるため 

に、昭和12年に工場施設の新設•拡充を行っている。境町市 

長であった正田虎四朗に届け出た「建築届」によれば、そこ 

には「一.木造瓦葺二階建本家一棟建坪六十二坪二合五 

勺•外二階建坪二十四坪八合六勺ーオ余、二.木造瓦葺平 

屋建住家一棟建坪十二坪二合三勺三才余、三.木造瓦 

葺二階建寄宿舎一棟建坪五十八坪七合五勺外二階建五 

十一坪、四.木造瓦葺二階建炊事場一棟建坪十八坪 

外二階建坪十八坪、五.木造亜鉛葺平屋建浴場一棟建 

坪七坪二合五勺、六.木造瓦葺平屋建工場一棟建坪百 

三十二坪、七.木造亜鉛葺平屋建気缸室一棟建坪三十 

五坪」と記されている。すなわち工場施設の一大拡充計画で 

あったことが判るが、これにより住宅はほとんど新しく建て 

直したことが考えられる。

ちなみに現在の住宅面積は、1階が約85.13坪(280.92m). 
2階が約24.15坪(79.7m)である。これと比較して、「建築 

届」に見られる建築面積は「建坪六十二坪二合五勺•外二階 

建坪二十四坪八合六勺ーオ余」である。すなわち2階の建築 

面積はほぼ書類の内容と合致するが、1階は「建築届」の内 

容よりも約22.18坪ほどオーバーし、北側の茶室•台所、東 

側の便所棟を排除すれば、ほぼ「建築届」の内容と近い数字 

となることが判る。これから現在の建物は「建築届」の内容 

に裏側にある茶室等を付け足したことも考えられる。

住宅の間取りは、1階が玄関• 4畳寄付•階段ホールを中 

心に、展示室と座敷棟が東西に分かれた構成となっている。 

2階は和室10畳• 8畳• 8畳が置かれている。

外観は竣工当時の様子を保っているので、余り手が加えら 

れた様子はないが、東側の展示室については床高が土間レベ 

ルと揃っているので、最初はミセに使っていたところを昭和 

61年に郷土資料室に造り変えた可能性が高い。

座敷棟は南側に広縁、北側に廊下を置き、主座敷は「座 

敷(10畳)•次の間(7畳半)」の構成である。その西側に和 

室6畳•応接室8畳を設け、廊下を挟んで北側には茶室•台 

所•風呂場•洗面所•女中室を置いている。茶室•台所•風 

呂場•洗面所•女中室は建築面積等を換算すると、後に増築 

された可能性が高いが、茶室は6畳広間でにじり口がなく、 

東に貴人ロを設けた開放的な造りとなっている。

主座敷は本床を備えた数寄屋造りである。床脇には平書院 

と琵琶棚が置かれ、床柱が省略され、床の間に付けた間柱が 

それを見たてている。数寄屋造りの粋な計らいを見ることが 

できる。

洋間は応接よりもサンルーム的な扱いとなっている。床面 

は寄木貼であり、天井が雑木を使った舟底で、その組み合わ 

せが野趣に富んだ雰囲気を見せている。

2階は東寄りのミセの上部に置かれた和室8畳が寝室であ 

り、西側の和室10畳• 8畳が「座敷•次の間」の関係で接客 

空間に使われた様子である。2階の座敷は床の間•違い棚• 

付け書院を備えた書院造りであり、長押と簇欄間を付けてい 

る。1階が数寄屋風であるのに比べると、2階が幾分堅い意 

匠でまとめており、本式の座敷として考えていた様子が判る。

このように「絹の館」は伊勢崎銘絹で財を築いた財界人の 

住宅であり、そこには書院造りと数寄屋造りを基調とする格 

式高い意匠が残されている。またこの住宅が建設された時期 

は、日本経済が国内から海外に向けて走り出した昭和10年代 

であり、そうした時代的な風潮も優れた和風建築を生みだす 

背景として考えておく必要があるだろう。ちなみに金子仲次



郎の処世訓は「富を残さず 徳を残せ」であった。この手堅 

い処世訓にその優れた特色が隠されていると思われる。

(藤谷陽悦)

関連資料：『金子仲次郎の生涯一顕彰碑文の解説』昭和57年11 
月27日、堺町

2階客室 1階座數

茶 室

1階応接室(洋室)

2階平面図

1階平面図



36鈴木家住宅(IH ■川口屋)

所在地太田市本町 用 途料亭

構造概要 木造2階建入母屋桟瓦葺 建築 年 昭和16 (1941)年

設計者小島政英(大工棟梁) 施工者小島政英(大工棟梁)

備 考

太田市は、戦前期においては国内有数の軍需産業であった 

中島飛行機製作所の根拠地として栄えた町である。街中に 

あった工場の多くは、戦後は富士重工株式会社の工場として 

使われている。太田市の中心を東西に走る本町通りの南側、 

東武鉄道伊勢崎線との間に挟まれた地域は、以前は“新開 

地”と呼ばれ、料亭や旅館、飲食店などが建ち並ぶ歓楽街で 

あった。軍人や技師、そして実業家や商人たちが集まる繁華 

な町として賑わっていた。

そうした太田市にあって戦前から戦後にかけて栄えた料亭 

としては、大野屋、武蔵屋、川口屋などが代表的な存在で 

あった。その中では、大野屋と武蔵屋が比較的大衆向けで、 

100畳敷の大広間の宴会場などが設けられていた。こうした 

規模の大きい料亭のほかに、少人数で楽しむ座敷形式の料亭 

がいくつかあり、そのひとつが川口屋であった。川口屋はや 

や高級といった評判をとっていたという。

鈴木家住宅は、元々は神谷という名の女将が取り仕切って 

いた川口屋の建物で、板前であった主人が、昭和15年〜16年 

にかけて、自分の普請趣味を反映させ、腕の良い大工棟梁を 

ほぼ1年間にわたって近くに住み込ませ、仕事にあたらせ完 

成させたものである。戦後の一時期はうなぎ屋に貸し出され 

ていた時期もある。隣接する鈴木楽器店の店主が惚れ込んで 

1983年に購入、敷地の北側に増設させた新築部分とも巧みに 

つなげ、かつ丁寧な補修を加えながら大切に使用している。 

作事に当たった大工棟梁•小島政英の出身等については不明 

ながら、ほぼ1年間の賃金を全て飲み代に費やしていたとい 

う逸話が残る。儲け仕事ではない、やりがいのある仕事に没 

頭する棟梁の職人気質を物語るエピソードである。

木造2階建入母屋桟瓦葺で、外壁は下見板檜皮張り、外腰 

掛の手摺細工など随所に数寄屋の意匠を取り入れた建物であ 

る。1階は、玄関と廊下、そして中廊下を挟んでの8畳2間 

からなる。廊下は那智黒石と櫸板を組み合わせた床仕上げ 

で、天井は網代天井。南側の8畳間には、庭に面して縁が設 

けられ、西側には、中央には角竹の床柱、左右に棚が置か 

れ、棚には地袋と丸窓が配されている。北側の8畳間は、一 

部が改造されているが、大きく円弧状に切り取られたジュラ 

ク壁と煤(すす)竹との組み合わせによる床の間が設けられ 

ており、昭和期の和風モダンの雰囲気を伝えている。

2階への階段も棒の1枚板と煤竹の組み合わせで構成され 

ている。2階廊下は那智黒と輪切りされた年輪材の床、腰 

壁は水車小屋の古材と網代を組み合わせた構成になってい 

る。2階の部屋は次の間(3畳)付6畳間と煤竹を棹縁とし 

た舟底天井をもつ6畳1間の2部屋のみである。それぞれに 

独立した手洗いが付くなど、部屋の独立性が尊重されている 

点に平面計画上の特徴がある。いずれの部屋にも、竹や絞り 

丸太の床柱、煤竹や平竹の落掛、ジュラク壁、竹細工の腰板 

など、個性のある座敷飾りと数奇屋意匠が施され、数寄屋普 

請の展示場を想わせる。現当主が取得された頃には、門の近 

くに本格的な草庵茶室があったが、残念ながら老朽化が激し 

かったためとり壊されている。小品ながら、軍需産業に支え 

られて栄えた戦前期の太田市の“新開地”の様相を伝える貴 

重な遺構であり、昭和初期の地方都市に建てられた数奇屋普 

請の好例である。

尚、この鈴木家住宅の斜め前には布袋屋という屋号の芸者 

置屋であった蓮沼家住宅が現存している。木造平屋一部2階 

建てで寄棟桟瓦葺きの建物で、1階は8畳と6畳の2間、2 

階は8畳1間の規模で常時4 • 5人の女性を置いていたとい 

う。地元の大工•大島某が昭和3年に建設したもので、玄関 

塀に水車小屋の古材を利用、玄関のガラス戸を吹寄せにする 

など数寄屋風を演出しているが、老朽化が著しく、今回の調 

査報告の対象からは外さざるを得なかった。(大川 三雄)

主屋西側外観



2階座敷 2階座敷1階廊下の網代天井 2階階段廻り

主屋 2階平面図

主屋1階平面図



37宮下家住宅

所在地 太田市本町 用 途 店舗併用住宅(質屋)

埋、出搬®木造2階建入母屋桟瓦葺(主屋)、土蔵油 
構:is概要(切瓦葺2階建) 建築年昭和3 (1928)年

設計者宮下栄弘(大工) 施工者宮下栄弘(大工)

備 考図面有

太田市の本町通りと東武鉄道の線路に囲まれた一帯は、昭 

和戦前期においては、中島飛行機製作所による軍需景気を受 

けて新開地として賑わった地域である。本報告書において紹 

介している鈴木家住宅や蓮沼家住宅といった料亭や置屋が建 

ち並んでいた地域である。

その一角、表通りではなく、北側の路地からのアプローチ 

で、切妻屋根の門と塀を備え、木造2階建桟瓦葺の住居と店 

舗、そして木造2階建て石張りの倉庫とが一体的に作られた 

昭和初期の質屋建築として貴重な遺構である。門構えと店舗 

は竣工時の雰囲気のままに残されている。質屋の営業として 

は現在の当主で3代目にあたる。実家は宮下建材という建材 

業を営んでいることから、叔父にあたる宮下栄弘が設計、施 

ェは本町4 丁目の大工棟梁である原島某が担当した。

門を潜ると正面が店舗、右手に蔵がある。店舗はL字型に 

回ったコンクリート製の土間と6畳の部屋で、倉庫(蔵)の 

外壁の一部が見えていることから、食庫を先に作った後に住 

宅部分を増設したものと考えられる。店内では朱く塗られた 

蔵の両開き戸が目に入り、ガラス戸、暖簾,結界などの道具 

ともども戦前期からの質屋の雰囲気を伝えている。

1階の居室部分は、西側に床の間、天袋付きの押入れのつ 

いた8畳間、1畳分の内玄関をもつ7畳間の2部屋で、7畳 

間の方には欄間に神棚が置かれている。さらに7畳間から南 

に、木造平屋桟瓦葺きの台所及び風呂洗面の部分が庭に突出 

する形で作られている。8畳間には縁側を挟んで瀟洒な和風

庭園が造られ、床の間の後方に便所がある。

2階は、北側に床の間付きの6畳と作り付け箪笥のある7 
畳の座敷が並び、南側に半間の廊下がある。天井はいずれの 

部屋も棹縁天井で、襖障子以外に、夏向けの格子戸なども丁 

寧に使われている。派手さはないが、昭和戦前期の和風住宅 

の清楚な雰囲気を伝える建物である。 (大川 三雄)

北側外観

店舗内観 1階座敷



1階平面図 2階平面図

南側立面図 北側立面図



38片山家住宅

所在地太田市新田溜池町 用 途住宅(農家)

構造概要 木造2階建、切妻造、瓦葺 建築 年 明治6年(1873)頃

設計者 施工者

備 考 国登録有形文化財(平成16年2月170)

片山家が所在する溜池町の前身にあたる溜池村は寛文10 

年(1670)の笠懸野における新田開発によって割地され、元 

禄1〇〜15年(1697〜1702)の間に成立した村である。当家の 

先祖は反町村(現太田市新田反町町)から当地の新田開発 

当初から入植している。初代の與惣右衛門義則〔貞享3年 

(1686)没〕と2代の與惣右衛門綱義(俗名三右衛門)〔元禄 

15年(1702)没〕は反町町に葬られている。当家には寛文n 
年(1671)の「笠掛野新田御絵図」、当建物の前身建物の嘉 

永3年(1850)の「家相図」が残されている。

慶応4年(1868)の打ちこわしの被害を受けている。明治 

3年(1870)には当家に戸長役場が設置された。当主の祖父 

にあたる英作が明治39年(1906)に綿内村購買販売組合理事 

長、明治44年(1911)に溜池耕地整理組合委員長、•その後村 

長に就任している。農地解放では約70町歩解放したと伝え 

る。当家は溜池村の新田開発に関わった当地の草分け、それ 

以後現在まで溜池村の発展に尽力した由緒ある家柄である。 

木造2階建、切妻造平入、瓦葺(当初板葺)とする。規模 

は1階が桁行22.021m、梁間13.339m、2階が桁行20.101m、 

梁間7.615mである。棟に総櫓を付ける。小屋組は和小屋で 

ある。正面及び背面側は共に軒を船泄造りとし、正面2階に 

は手摺付きの小縁を付ける。

1階正面には通常の出入口であるトブグチとは別に幅1間 

半の式台のゲンカンを設ける。桁行方向に8畳間を3列の計 

9室を配し、その上手に廊下、便所、押入を付ける。2階は 

下手から大黒柱の上手2間までは現状は1室空間となってい 

るが、以肖Uは建具により5室に仕切られていたと伝える。

大黒柱は櫸で1.58尺X1.53尺(47.9cmX46.4cm)、土間の小 

黒柱は棒で1.5尺角(47.9cmX45.5cm)、大黒柱と小黒柱に架 

かる隅丸の梁は松で高さ1.8尺(54.5cm)、幅1.5尺(45.5cm) 
である。また、ナカザシキの差鴨居は松で高さ1.75〜1.8 
尺(25.8〜33.3cm)、幅0.44〜0.50尺(13.3〜15.2cm)、ナカザ 

シキの大引天井の大引は松で高さ0.9尺(27.2cm)、幅0.53尺 

(16.1cm)、間隔3尺(約91cm)であり、当建物の各部材の大 

きさは県内でもトップクラスのものである。

当建物は建造年代を明らかにする史料を残していないが、 

当家では慶応4年(1868)の打ちこわしで焼失後、明治2年

(1869)再建に着手し、明治6年(1873)に完成した建物で 

あると伝える。

当屋敷は国登録文化財である当建物の他、同じく登録 

文化財の長屋門〔明治6年(1873)〕、南の蔵〔明治18年 

(1885)〕、北の蔵〔明治18年(1885)〕、井戸屋(大正初期)、 

下の便所(大正初期)などの付属屋を配し、生け垣のカシグ 

ネや庭園も備え、農家としての屋敷構えがよく整っている。 

屋敷南側•南西側から見る屋敷景観は見事であり、当家の家 

柄と隆盛を物語っている。 (村田敬一)

参考文献

㈱金井建築研究所『片山英彌家調査報告書』平成15年8月 

新田町誌刊行委員会『新田町誌.第一卷.通史編』平成2年3月 

31H

新田町誌刊行委員会『新田町誌.第二卷.資料編(上)』昭和62 

年3月31日

外 観

内部(1階)



内部(2階)
片山家住宅断面図

片山家住宅1階平面図

片山家住宅2階平面図



39旧･(有)松葉屋

所在地太田市尾島町164 用 途店舗•倉•住居

構造 瓦　木造平屋寄… 明-⑽”

設計者 施工者

備 考

松葉屋は、元禄時代から現在まで16代続く旧家であり、現 

在の建物は13代清七によって明治24年に建設されたものであ 

り、尾島町で最初期の商家である。明治期に2度の火災に遭 

遇してはいるが、明治中期以降に建てられた尾島町の商家の 

様子を今日に伝える貴重な遺構である。松葉屋の家業は肥料 

業で、千葉の姚子から魚を買い入れ、加工して肥料とする。 

肥料の製造から販売までを一手に手掛けたのは県下で初めて 

の店といわれている。肥料業の後は、寒局を始めとする様々 

な商売を行ってきた。昭和30年代まで、私設の郵便局を営業 

していたこともある。近代における尾島町の隆盛を支えた要 

因のひとつは、足尾銅山に続く“銅(あかがね)街道”と、 

利根川水運の船着き場が近くにあったことによる。

尾島町の大通りに南面して店舗(母屋)が建つ。約3000坪 

の敷地は後方に長く続き、裏手には煉瓦塀と切妻桟瓦葺きの 

腕木門がある。基礎に煉瓦を用いた蔵の白壁と赤い煉瓦塀と 

の対比は美しく、明治期の煉瓦の産業遺構としても貴重であ 

る。敷地内の西側に蔵や倉庫が並ぶ。南西側に建つ蔵は、基 

礎に煉瓦が使用され、小屋組の墨書から明治11年の建築年が 

確認できる。敷地の南西には稲荷社が置かれている。

母屋は、木造2階建て切妻桟瓦葺きで、のし瓦を積み上げ 

た豪壮な大棟と鬼板が載っている。1階部分には半間幅の下 

屋が付く。1• 2階ともにガラス戸で、その前面に木製の竪 

格子戸が入り、繊細で引き締まった外観を形成している。1 
階部分の戸袋は、下部が人造石仕上げ、上部には六角形を組 

み合わせた銅板細工が施されている。現在、北西の妻側は保 

護のための鉄板が張られているが、当時は下見板張りであっ 

たという。

母屋の南側が店舗で、床は土間、以前はその一部にイスと 

テーブルがおかれていた。当初は店舗と作業場とが一体とな 

り、さらに北側の庭、倉庫や蔵といった施設とも連続性を 

もった場となっていたのであろう。母屋の東側は大幅に改築 

されているが、以前は土間の一部にレールが敷かれ、店舗. 

作業庭•倉庫•蔵を結ぶトロッコが走っていた。

母屋の北西側に8畳2間の座敷が並んでいる。北側の部屋 

は地袋付きの床の間をもち、ケヤキ材の太い柱と梁が露出し 

た座敷である。店舗側の部屋には仏壇と神棚がおかれ、金庫 

が組み込まれた箱階段がある。母屋の東側は、かっては従業 

員たちの作業場であり、土間の一角に設けられた階段によっ 

て2階の使用人部屋に上がるようになっていた。

母屋の2階は、大きな一室空間で、8畳と6畳とが組み合 

わされた3室が一列に並んだ、全9室で構成されている。北 

西角の部屋にのみに床の間があり、箱階段を使って昇降す 

る。西側の3室はいずれも家族が使用したのに対し、東側に 

並ぶ部屋は、当初は使用人室として使われ、戦後は子供室と 

しても使われていた。いずれも棹縁天井で襖によって仕切ら 

れた部屋となっている。

母屋の西側kは駐車場と新設の店舗があるが、以前はこの 

場所に店蔵が建っていた。その店蔵の半分を取り壊して、新 

たに店舗が建てられた。残された半分の店蔵に、接続する形 

で大正初めに建てられた平屋建寄棟桟瓦葺で下屋のついた離

仏壇と箱階段のある和室 煉瓦塀と腕木門 旧店舗部(母屋)



れが増築されている。この離れは若夫婦が結婚したのを機に 

増築されたもので、9畳間と6畳間の2間で構成され、東側 

と北側に縁が廻っている。9畳間には床の間と天袋地袋付き 

の違棚、床柱は檜の征目、長押には釘隠も打たれ、壁は砂漆 

喰で杉征目の棹縁天井、細工の美しいガラス戸をもつ付け書 

院などを備えている。6畳間は西側に押入れが付き、創建時 

のものと思われる便器を備えた洗面所とトイレがある。

大きな矩形平面の母屋では、1階部分に土間敷きの店舗と 

作業場が並び、その一角に畳の間が置かれている。土間の一 

部に敷かれたトロッコレールによって裏手の庭や倉庫、蔵な 

どが密接につなげられ2階の居室部分を含めた店舗併用の町 

屋型の居住形式である。2階は全て畳敷きの部屋が並ぶが、

1階の平面構成に対応して、ふたつの階段の位置を決め、家 

族のための空間と使用人のための空間とが明確に分離されて 

いたことになる。尾島町の近代の町屋形式を知る上でも貴重 

な建物である。 (大川三雄)

母屋外観

配置図



40白石家住宅

所在地太田市岩松町 用 途住宅

構造概要木造2階建一部3階建切妻桟瓦葺 建築年嘉永5年(母屋)、明治5年(文庫蔵)、離

れ(明治2年)

設計者長濱庄八(文庫蔵の棟梁) 施工者長濱庄八(文庫蔵の棟梁)

備。考

白石家は、代々、油屋平左衛門を名乗る旧家で、敷地内に 

は幕末•明治初年以降の建物がいくつか残っている。家業は 

米穀や肥料、日用雑貨の販売、蚕種の輸出、中でも油販売 

を中心とした商売で知られ、“油長者,,の異名をもっていた。 

各地の神社や寺院、多くの霊場を巡り様々な奉納をしたこと 

でも知られ、四国の琴平神社に大灯籠を寄進した記録が残っ 

ている。明治期の様子は銅版画にも描かれており、南北に長 

い敷地の中に、ロの字型に建物が配されていたことが分か 

る。最盛時には、北側に母屋と北門、南側に南門、東側に外 

蔵(穀物蔵)が建ち、西側には内會(文庫蔵)と宿泊所など 

が建てられていた。

白石家住宅は、配置形式が大きく変化してきた事に特徴が 

ある。その変化の要因のひとつは交通手段の変化である。明 

治の頃までは、敷地の南方2キロにある利根/1fが交通手段の 

主役であり、そこに船着場があったことから、南側を正面に 

開かれた形式が採用されていた。県道が北側を通るようにな 

り、道路の整備と車を主役とする交通へと変化したことか 

ら、次第に北側を表とするように変わってきたのである。そ 

の結果、私的な性格をもっていた母屋が、徐々に公的な性格 

へと変化していったことになる。北門と母屋と文庫蔵は、も 

ともと北側の道路の際に建っ-ていた。昭和30年代に道路の拡 

幅のために、母屋と文庫蔵は9 m近く移設され、現在の位置 

に曳屋された。北門のみは現在も当時のままの位置に置かれ 

ている。

母屋は、嘉永5年の建設とされ、木造2階一部3階建切妻 

桟瓦葺きで、大棟はのし瓦の載った豪壮な構えである。北側

正面の1階部分には下屋が付き、格子戸が入っている。2階 

部分は漆喰塗の大壁仕上げ、北面には4つの開口部が設けら 

れている。東と西の妻側は下見板張りとなっている。以前は 

母屋とつながっていた内蔵(文庫蔵)は、墨書によると明治 

5年2月の建設で、棟梁の名前として長濱庄八の名前が書か 

れている。

母屋は、ほぼ矩形の平面で、西側半分には8畳間が6室並 

び、東側半分は土間となっていたが、現在は土間であった部 

分が板敷きの洋間に変更されている。1階の南西角の座敷が 

白石家の中で、最も格式の高い座敷であり、南側に半間の縁 

が取られている。床の間と天袋付の違棚、それに平書院を備 

え、長押には釘隠しが打たれている。釘隠しの文様は家紋の 

ダキオモダカが採用、平書院の欄間には繊細な組子が用いら 

れている。天井は棹縁天井である。南西角には客用の洗面所 

と便所がある。当初は、この座敷の南側に、門と塀で囲まれ 

た観賞用の和風庭園が造られていたが、母屋の移設の際に壊 

されてしまっている。母屋の畳敷きの部屋の2か所に箱階段 

が置かれている。1階の北側2室は、当初は半間幅の下屋と 

ともに店舗部分として使われていたと思われる。母屋の2階 

は、勝手の土間部分の上部のみ吹き抜けで、他は畳の部屋と 

なっていたが、現在はその一部が洋室に改造、使用されてい 

るだけである。

敷地の南側に明治2年に建設された南門という建物があ 

る。木造2階建て入母屋桟瓦葺きで、東西に細長く中央部が 

門となっている建物である。この南門の1階西側は8畳間が 

4つ並ぶ隠居室となっており、その南側には門と塀で囲まれ

母屋北側正面 母屋•南側外観 文

庫

藏



た和風庭園が造られているが、現在はかなり荒れた状態に 

なっている。1階の東側は土間、2階は蚕室として使用した 

こともあるが、戦後になってから小部屋に分割し、社宅とし 

て貸し出していたこともある。敷地の西側にはかっては蔵と 

2階建ての宿泊所があり、大勢の人が宿泊できたという。昭 

和47年に西側の施設はすべて解体されたが、そこにあった蔵 

のみは移築されて尾島銀行の建物として使われていたとい 

う。敷地の東側には文久3年の外蔵(肥料蔵)が現存してい 

る。

白石家は、尾島を代表する旧家であり、大きな敷地内の建 

物が時代の変遷と同時に変化を遂げてきたという経緯をもっ 

ている。幕末〜明治初年の遺構を残す商家と住まいであり、. 

近くに建つ旧•松葉屋の建物とともに尾島の近代化を語る上 

で貴重な建物である。

1976年8月に吉田襄先生の指導による調査が行われ、調査 

報告として『家』と題する小冊子(白石家蔵)がまとめられ 

ている。 (大川三雄)

配置図

主屋1階平面図

母屋の座敷

文庫藏の墨書

南門の南面

主屋 2階平面図



41IH •中島知久平邸(中島新邸)

群馬県太田市押切1417
土 (旧新田醐島町押切) 用 途住居+接客施設

構造概要木造平屋一部2階建、入母屋及び寄棟桟瓦建筮住昭和6 (1931)年竣工/昭和4 (1929)年 

葺、唐破風車寄せ 5L梁ヰ4月エ棟

若林常房(車寄及玄関棟)

設計者伊藤藤一(宮内省内匠寮出身) 施工者清水由太郎(客室棟)

黒川幸吉(居間棟)

岡村信太郎(食堂棟)、斎藤佐吉(門衛所) 

備 考

1、建設の背景

昭和戦前期を代表する軍需会社である中島飛行機製作所の 

創設者、中島知久平(明治17年〜昭和24年)が、両親の隠宅 

として建てた邸宅である。知久平の父、中島条吉は尾島町に 

三町歩近くの田畑をもち、養鶏、藍玉、その他各種野菜など 

を栽培する事業家で、後に尾島町の町長を務めた人物であ 

る。近くにある生家の中島旧邸に対し、昭和6年に建てられ 

た邸宅は中島新邸と呼ばれている。中島旧邸は、約3000坪の 

敷地に建つ総2階建の建物であったが、現在は取り壊され、 

門柱と塀だけが残っている。中島知久平にとって当時の生活 

の拠点は東京にあり、三鷹市に本邸「泰山荘」(現在の国際 

基督教大学の敷地)を構えていた。

中島新邸建設のきっかけは父親である中島条吉が発病した 

ことにあるとされる。昔の親不幸を詫びる意味で、生家の近 

くに両親の隠宅として計画され、昭和2年から6年までの5 
年間の歳月と当時の金額で約100万円が投じられたといわれ 

る。知久平が群馬県1区から出馬し、衆議院議員に初当選し 

たのが昭和5年2月であり、この新邸の建設時と重なってい 

ることから、中島新邸の目的は、膨大な工場をはじめとする 

諸施設のある地元太田での実業的な活動の場として、また、 

選挙活動をはじめとする政治活動を行う上での拠点となるこ 

とが意図されていたと考えられる。中島新邸の持つ迎賓館と 

しての機能がそれを物語っており、昭和9年には、群馬県尾 

島町に起いて航空大演習が開催された際には、帝国飛行機の 

総裁を務められていた朝香宮鳩彦殿下を迎えているが、その 

折の迎賓館として使用されたこともある。

2、建物の概要

敷地の規模は約1万iriで、周囲には塀が巡らされている。 

主屋の他に表門、門衛所、蔵、小詞があり、西側の前庭とは 

塀で区画された南側には広い庭が配されている。竣工時には 

洋風庭園があったとされているが、進駐軍による接収時にテ 

ニスコートに改変させられ、現在は荒れ地となっている。ま 

た、現在は土手の高さが変わってしまったが、建設当時は南 

庭越しに建物内より利根川の景色を楽しむことができたとい 

ぅ。

主屋全体は、玄関棟•客室棟•居間棟.食堂棟の4つの棟 

が中庭をとり囲むロの字形の配置で構成されている。この棟 

の呼び名は棟札にも記され、それぞれ担当の大工棟梁の名前 

が記されている。この4棟構成は、大きくは玄関棟/客室棟 

といぅ公的(接客)部分と居間棟/食堂棟の私的(日常生 

活)部分とに分けられる。作事にあたっては4棟それぞれに 

別の大工棟梁が担当し、この配置手法に対応して、2種類の 

基_寸法が用いられている。4棟の組み合わせによるロの字 

型の配置形式は、接客重視の近代和風御殿によく見られる形 

式である。『藤田網島郎』(大正3年)や『毛利本郎』(大正 

5年)などにその例をみることができる。

当時を知る人物によれば、瓦は京都で焼かせたものを1枚 

ずつ丁寧に和紙で梱包して運び入れたとされ、食堂棟をのぞ 

く 3棟では、とくに台湾阿里山の檜が主材料として使用され 

たと言われている。施工技術のレベルは高く、今日に至るま 

でほとんど狂いをみせていない。規模•質ともに群馬県にお 

ける近代和風建築の代表格と評すべき邸宅である。以下、4 
つの棟ごとに詳述する。



【車寄および玄関棟】

玄関棟は照りのついた入母屋屋根で、外壁は漆喰仕上げ、 

床下部分の腰壁は堅羽目である。中央に唐破風の車寄をも 

ち、また2つの洋室のうち、南側の洋風応接室の部分にのみ 

切妻屋根を載せ、妻壁部分の板壁は二重虹梁蛙股付きとして 

外観意匠に変化を与えている。車寄の床は白御影の四半敷き 

で、柱下に御影石の礎盤がすえられ、唐破風の屋根は銅板平 

葺きで中島家の家紋である「下がり藤」の入った獅子ロを載 

せている。

車寄から白御影の階段を上った2.8尺の高さに22.5畳の広 

間があり、広間の南側に15畳大の洋風応接室が2間続く。広 

間の北側は10畳の事務室と内玄関が並び、東側には幅1間の 

廊下が付き、ガラス戸を通して中庭の眺望が得られる。玄関 

棟の設計上の基準寸法は真々制で6尺5寸が採用されてい 

る。

広間の床はモザイク文様で、布張りの小壁、吹寄の格天井 

に2基のシャンデリアが架かる。その一方で広間の蟻壁部分 

には蛙股と斗、天井隅部には45度に舟肘木と鬼斗の意匠が使 

われるなど、巧みな和洋折衷の意匠が展開され、さらに広間 

から隣接する洋風意匠の応接間との接点など、和洋折衷技法 

を身につけた元宮内省内匠寮の技師としての力量が伺える部 

分である。和洋折衷技法は、玄関正面におかれた両折の桟唐 

戸と腰板の堅羽目、無双窓の内側の引き違いガラス窓といっ 

た建具周りにもみることができる。

2室続きの洋風応接室は、規模は同じで、暖炉のデザイン 

等に違いはあるものの、両者とも、モザイク張りの床、大理 

石の鏡付き暖炉、ステンドグラス、上げ下げ窓、天井のモー 

ルディング、シャンデリア等の本格的な洋風意匠の部屋であ 

る。床の模様に合わせた特注の絨毯やカーテン、そしてテー 

ブルや椅子も昭和戦前期のものが残されており、家具インテ 

リア全体として貴重なものである。

南側の端にあるバーとダンス•ホール部分は、戦後に 

GHQに接収された際に増築されたものである。寄棟屋根で、 

外壁も腰壁と漆喰仕上げで、外観上は一応の体裁は整えては 

いるが、内部の改変と損傷は極めて激しい。

【客室棟】

接客施設としての客室棟は、中島新邸の中でも最も中心的 

な建物である。規模は梁間6間、桁行8.5間で、屋根は入母 

屋桟瓦葺で起りが付けられ、四周に銅板葺きの庇が周ってい 

る。玄関棟の南東に位置し、1間(6尺5寸)幅の廊下でつ 

ながっており、この廊下の北側には客用の便所とシャワー室 

がつく。座敷は、28畳の「客間」と21畳の「次の間」で構成 

され、西•南•東の3方に1.25間(81.25寸)の幅をもつ入 

側縁が回っている。客間という名称は、食堂棟に備えられた 

分電盤に名札として残っており、当時の呼び名を伝えてい 

る。設計の基準尺は真々制で6尺5寸が用いられている。柱 

は5寸角で、内法高さは6尺3寸、天井までの高さは12尺あ 

る。客間棟の小屋組は、クイーンポストの洋小屋で陸梁の上 

に野天井が張られた2重天井となっている。この手法は、明 

治21年に竣工した皇居宮殿(明治宮殿)にも採用されている 

ものである。

「客間」は、部屋の北側に天袋付きの違棚、床の間、付書 

院が並ぶ。床の間は2段上がった畳床で、床框は黒漆塗りが 

使われているが、床の間の高さが通常よりも高く設定されて 

いることから、あるいはイスザに対応した寸法が採用されて 

いる可能性もある。4主や内法材はヒノキ、長押および天井長 

押が回り、鴨居には漆塗りの付樋端が用いられ、折上げ格天 

井に2基のシャンデリアがつく。

「次の間」は、「客間」と同様の折上格天井に1基のシャン 

デリアがつく。部屋の北側には地袋と軍配型の窓を持つ書院 

と押入れがある。客間との間の欄間は簇欄間が使われてい 

る。客室棟の2室は、いずれも座敷飾りを備え、金銀で山や 

雲、千鳥と波を描いた襖絵によって華やかな演出がなされた 

空間であり、かつ南面を中心に3方が開け放たれて広い庭に 

つながる。

西•南•東の三方にまわる入側縁の床はフローリングと 

なっているが、内側と外側で敷きかたに違いがあることか 

ら、以前は外側は板張り、内側は畳敷きであったと考えられ

室 寄 書院棟



る。天井は化粧屋根裏で垂木は猿頰の面取りで、3基の照明 

が吊られている。建具は、雨戸の内側に檜材の枠をもつガラ 

ス戸で、欄間部分も曇りガラスとなっていることから、日差 

しを避ける一*方で明るい座敷空間となっている。中島新邸の 

敷地の南側には利根川が近接しているが、その河川敷は、中 

島飛行機㈱が試作機を初飛行させた旧•尾島飛行場の跡地で 

もある。

【居間棟】

居間棟は、中島新邸の中で唯一の2階建てである。梁間 

4.75間、桁行6.5間の規模をもち、1階には15畳の両親居間 

と10畳の仏間があり、南側と東側に1間幅の縁が付く。北側 

には、付属室として階下納戸、化粧室、脱衣室、浴室があ 

り、さらに東の方向に便所と蔵が続がっている。2階建ての 

屋根は起りのつついた入母屋桟瓦葺きで、1階、2階ともに 

四周に銅板葺きの庇が回る。客室棟とは異なり、居間棟の基 

準寸法は真々制で6尺が使われている。

1階の両親居間には、北側に幅10尺5寸、奥行き3尺の畳 

の床の間、天袋と地袋のついた違棚が並ぶ。書院造を基調と 

しているが、客間棟とは異なり、天井長押が略され、じゅら 

く壁が使用、天井には杉の鏡板を段違いに張るなど数奇屋風 

の落ち着きのある室内空間を生み出している。隣接する仏間 

は、畳敷きで鏡板天井、西側に押入れと櫛型の窓を備えた付 

書院がある。押入れは両折戸で、以前は仏壇をおさめていた 

と思われる。両親居間との間の欄間は、外されており、現 

在、行方不明となっている。この2室の南側と東側には幅6 

尺の入側縁があり、外側は板張り、座敷側は畳敷きとなって 

いる。

配

置

図

書院棟内部

洋風応接室

居間棟の2階は15畳大の「知久平座敷」と10畳の次の間が 

ある。知久平座敷の北側には、3畳の上段形式の床の間があ 

り、天井は格天井、床框は朱塗りで、床脇に台形の明かり障 

子をもつ付書院がつく。違い棚には円形の吉野窓、天井は網 

代組で、天袋が付いている。次の間は10畳の畳敷きで、天井 

は棹縁天井である。

【食堂棟】

中島新邸の4つの棟の中では、食堂、厨房、女中部屋、書 

生部屋等々、日常生活の場としての活用頻度の高い部分であ 

る。設計の基準寸法は真々制の6尺が採用されているが、- 

部に6尺5寸の部分もある。屋根の構成が複雑で、食堂は寄 

棟、厨房は入母屋、女中部屋と書生部屋は寄棟、といったよ 

うに使い分けられている。屋根は桟瓦葺きで、開口部の上部 

には銅板葺きの庇がつき、漆喰仕上げの外壁に、下見板貼り 

の腰壁となっている。基壇と基礎は白御影石である。

食堂棟のなかで最も重要度の高い部屋は東側にある12.5畳 

の食堂である。畳敷きで折上格天井、東側には2間半の大き 

さで床と棚と押入れが配され、床脇には天袋と地袋が備えら 

れている。部屋の北側上部には、廊下に飛び出す形で神棚が 

ある。食堂に隣接する10畳の茶の間は、畳敷きで棹縁天井で 

ある。食堂棟の中では、食堂と茶の間のみに長押が回されて 

いる。茶の間との間に1間幅の廊下を挟んで8畳の女中部屋



が2室並んでおり、畳敷きで棹縁天井、東側と西側に押入れ 

を配しただけの比較的質素な仕上げの部屋である。

【厨房】

大勢の接客に対応する必要性が求められた厨房は17.5畳の 

広さをもつ。床は杉板張り、天井は棹縁で、中央に煙だしが 

ある。壁の内法上部は漆喰仕上げで、下は下見板張りであ 

る。北側に出窓を持つ流しがあり、現在はステンレス流しに 

変えられている。東側の壁面に食器戸棚が並び、南東角には 

電話室、西側に分電盤がある。南側の中廊下にも分電盤があ 

り、部屋名の札が掛かっている。北側には厨房と並んで、通 

用ロと2箇所の便所、そして書生部屋がある。書生部屋の南 

側には、内玄関との間に小窓が設けられている。

【その他の付属建物】

居間棟の東側には鉄筋コンクリート造2階建で切妻桟瓦葺 

きの屋根をもつ蔵がある。板敷きで6畳大の蔵前があり、鉄 

扉と木戸が建てこまれている。1、2階ともに南、東、北の 

3方に窓が取られ、内部は床、壁、棚、戸棚など、いずれも 

良材が使われている。

敷地の西側にある表門は、平屋建、切妻桟瓦葺で、反りが 

つけられている。天井は格天井で格間にケヤキの1枚板の扉 

が付いた重厚な門である。北側は門衛所に続くが、年代が同 

じか否かは不明である。門衛所の建築年代は棟札から昭和6 

年7月23日であることが判明、中島新邸の主屋よりも少し遅 

れての建設であった。また棟梁名として地元の大工棟梁であ 

る斉藤佐吉の名前が挙げられている。木造平屋建、入母屋桟 

瓦葺きの起り屋根で、小規模ながら堅実な造りで、門衛所の 

遺構としても貴重なものである。門衛所の北東方向に小詞が 

残されている。一間社流造で、屋根は柿葺、棟に銅板をかぶ 

せ、屋根には5本の勝尾木が載る。建設年代は不明だが、丁 

寧な仕事振りが伺える。

3、建設年代と建設関係者

中島新邸の建設年代は、客間棟の屋根裏から発見された棟 

札によって、昭和5年4月17日の上棟であることが確認され 

ている。施主は中島知久平ではなく、父親の中島条吉となっ 

ている。設計監督は伊藤藤吉であり、4棟それぞれに大工棟 

梁の名前が記されている。

車寄主任は若林常房、客室主任は清水由太郎、居間主任は 

黒川幸吉、食堂主任は岡村信太郎である。中島新邸の建設に 

関わった大工の日下部三郎氏からの聞き取りによると、岡村 

のみは地元の大工棟梁で、後の3人は東京から来たとのこと 

である。

設計者の伊藤藤一は、宮内省内匠寮の技師であった。大学 

等の出身は不明ながら、宮内省入省後の仕事としては、明治 

41年〜42年は梨本宮邸、明治43年〜44には北白川宮邸の建築 

に関与していた。ともに上司であった木子幸三郎が設計主任 

を勤めた仕事であり、木子の手がけた大邸宅の中でも代表的 

な作品である。梨本宮邸は、大きな唐破風車寄せを持ち様々 

な和洋折衷技法が試みられた大邸宅として『建築工芸叢誌』 

()にも紹介されている。北白川宮邸は、現在の高輪プリ 

ンスホテルの敷地に建てられた都内に建設された和風御殿の 

中でも最大規模のものである。邸宅以外の仕事としては増上 

寺大殿の仕事にも関わっている。大正6年から9年の宮内 

省職員録では「内務省工務課雇」で大正10年には「内務省 

工務課 技手」となり、大正11年以降の記載はない。この大 

正11年は、木子幸三郎が宮内省を退官した年である。木子の 

作品として、平成15年に解体された大磯の永坂三井家別邸の 

棟札の中に「設計監督木子建築事務所 木子幸三郎 伊藤藤 

一」の名があることから、木子とともに退官し、木子の主催 

する設計事務所で働いていたと考えられる。

平成5年の調査時に、。伊藤建築事務所の所員として働いて 

いた北村常太郎氏と弟の北村寿三郎氏の証言を得ることが 

できた。新潟県刈羽郡出身の北村兄弟は、向学心に燃えて 

上京、兄の常太郎は大正12年から昭和初年にかけて、品川に 

あった伊藤建築事務所で働いた経験があり、弟の寿三郎も、 

兄の紹介で昭和12年から14年にかけて伊藤建築事務所に勤務 

している。常太郎は中島新邸の建設にも関わっており、伊藤 

建築事務所時代に、木子幸三郎が主宰していた「日本建築夜

玄関棟内部 食堂棟内部



学校」に通っていた。さらに昭和14年頃からは伊藤藤一の紹 

介で、木子幸三郎の事務所に勤めた経歴を持っている。また 

弟の寿三郎は伊藤建築事務所時代に夜間の工手学校(現•エ 

学院大学)に学んでいる。寿三郎氏によると、中島新邸の設 

計及び監理を契機に、伊藤事務所の群馬県での仕事が増え、 

太田市に現存する和風コンクリート造の大光院開山堂(昭和 

9年)の設計を担当している。中島新邸と併せて、伊藤藤一 

の群馬県における貴重な作品である。

4、まとめ

日本における上流階級の邸宅は、華族令が発布された明治 

中期以降に建設が盛んとなり、満州事変以後は戦時体制の影 

響によって建設が激減する。つまり明治20年〜昭和14年にか 

けて東京を中心に、全国各地で建てられたことになる。明治 

期では、日常生活の場である和館と接客空間として洋館を並 

列させる和洋並列型が基本形であったが、大正から昭和にか 

けて、徐々に和館単独型、あるいは洋館単独型へと変わって 

ゆく。そうした単独型の特徴は、和館であれば内部に洋風応 

接室を、洋館であれば内部に和室を組み入れることが特徴 

で、意匠的にも「和洋の並列」から「和洋の融合」へと移行 

していくようになる。明治21年に完成した皇居宮殿(明治宮 

殿)の表宮殿は、外国からの賓客にも対応できるよう書院造 

の意匠とイス式を融合させた書院バロックとでも評すべき和 

洋折衷技法が展開されていた。設計を担当したのは木子清敬 

を筆頭とする皇居御造営事務局である。寄木張りの床、折上 

格天井にシャンデリアに象徴される和洋折衷技法は、その後 

の大邸宅、特に近代和風大邸宅のインテリア空間に大きな影 

響を及ぼすことになる。

中島新邸は、そうした近代和風大邸宅の歴史の中での昭和 

初期の地方都市に建てられた貴重な事例である。建設年代や 

設計者、大工棟梁や職方まで、建築に関係した人々も明らか 

である。しかも、設計を担当したのは宮内省内匠寮の中心に 

あった近代和風建築の大家である木子家との関わりが強く、 

自らも宮内省内匠寮の技師としての経験を持つ人物である。 

その結果として、中島新邸の構造や意匠の随所に明治宮殿で 

展開された和洋折衷技法をみることができる。地元の大工棟 

梁も一部参加しているが、東京から、おそらく宮内省関係の 

作事に経験のある棟梁が選ばれた可能性がある。近代和風建 

築としての設計手法のみならず良質の材料と優れた技術によ 

る仕事が伺える。

施主は、群馬県を代表する実業家であり、郷土の偉人とし 

ての評価を得ている人物である。中島飛行機製作所は戦前期 

の航空産業を語る上で重要な会社組織であり、その技術は戦 

後に自動車産業へと受け継がれた。当時の日本の技術水準の 

高さを後世に示す貴重な事例である。その創業者の邸宅が、 

昭和戦前期のままの姿で、門、門衛所、祠堂、そして主屋と 

いった屋敷構えの全貌として残され、しかも建物のみなら 

ず家具インテリアにいたるまで現存している例は余りない。 

オール電化といっても良い高い水準の住宅設備や、付属品と 

しての暖房器具なども数多く残されている。昭和初期の上流 

層の生活文化を伝える極めて貴重な遺構である。

(大川三雄) 

参考文献

『太田市中島新邸調査報告書』2009年2月、神奈川大学建築史研 

究室西和夫
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42須賀神社拝殿

所在地 沼田市中町114 用 途 宗教施設一神社

構造概要mi5,670/_H1/建築年明治35年(1903)竣工

汐 吁 者 施工 者 森山盛八(正棟梁)、酒井仁平(副棟梁)•高

橋竹次郎•米庄長作•山田真助(脇棟梁)

備 考 「須賀神殿拝殿一三分一(正面図•側面図)」(明治33年3月22日作製)

須賀神社の創建については断定できる史料がないのが残念 

である。しかし、天正18年(1590)に沼須天王宮を鍛冶町の 

北に移し、社殿を森下より移して天王社殿としたのが有力で 

あると伝えられている。真田昌幸は祭礼に際して各戸一人ず 

つを必ず参拝させ、また真田伊豆守信幸は慶長17年(1612) 

の町割りによって神社を現在の中町に移したという言い伝え 

が残されている。須賀神社の境内には本殿•弊殿•拝殿を中 

心として享保元年(1716)の庚申塔や古峰神社や雷神の石宮 

のほか数柱の石宮などを残しており、その格式の古さを物 

語っている。

1間社流れ造りの本殿は銅瓦葺き•千鳥破風付き、軒唐破 

風で軒は二軒繁垂木として向拝に一対の手挟を付けている。 

組物は向拝を三斗積上変形とし、身舎は三手先で腰組を三手 

先の持ち送りとして三重の軒支輪を板支輪で支えている。全 

体が素木造りでありながら彫刻は多種•多彩であり、柱•虹 

梁•組物•手挟•木鼻•脇障子•妻飾りを中心に、水引虹 

梁•繁虹梁、手挟については丸彫り、脇障子については透彫 

で装飾を飾っている。

本殿については建造年を示す史料として文化5年(1808) 

と嘉永7年(1854)の棟札を残しており、その建造年につい 

ては建築的な特徴の比較などから嘉永7年の遺構と考えられ 

る。嘉永7年の棟札には吾妻郡四方村の田村若狭正源喜之が 

棟梁、山田茂八寿久が脇棟梁として、柳町の青柳藤七が杣棟 

梁、下之町の関安太郎義正•河原久登の小川専蔵長義•武蔵 

国熊谷の小林源太郎•勢多郡花輪町の石原甲斐之輔知信が彫 

ェ棟梁として参加しており、そのほか地形方棟梁に馬喰町の 

林権之丞、石工棟梁に材木町の登内文蔵などの名前が記され 

ている。彫刻については埼玉県の熊谷から大工を呼び寄せて 

細工に当たらせていたことが考えられる。

拝殿の建設年代にかかわる史料としては文化5年(1808) 

の棟札と明治33年3月22日に作製された「須賀神社拝殿一三 

分一(正面図•側面図)」を残しているが、板扉などに残さ 

れた銘文•墨書から明治33年の時点であったと考えられる。 

また絵図面では側面図に上棟が十二月七日、大工棟梁につい 

ては正面図に森山盛八(正棟梁)•酒井仁平(副棟梁)•高橋 

竹次郎•米庄長作•山田真助(脇棟梁)の名前を残してい 

る。さらに『中町町史』には「拝殿は明治35年に新築され、 

旧拝殿は一度南側西側に引舞されて後博覧会場になったとの 

事」と記述されていることから、拝殿•弊殿は明治33年12月 

から35年にかけて一体として工事が行なわれ、そして完成し 

たものと考えられる。

拝殿は木造平屋建て•瓦葺き、規模は桁行5.670メート 

ルX梁間9.100 メートルで、正面三間•側面三間の平入り 

で、正面に桁行3.770メートルX梁間1.510メートルの向拝を 

設けている。弊殿は正面一間•側面一間の間屋造りで、屋根 

は瓦葺である。

身舎は二手先の組物が繁垂木を支え、内部は格天井で仕上 

げている。向拝は軒唐破風で一対の手挟として、それらを丸 

彫の彫刻で仕上げており、正面扉の唐戸には織田木瓜の神紋 

が彫り込まれるなど、装飾に富んだものとなっている。ちな 

みに正面扉の唐戸には「唐戸春式篤志寄付者 青木吉右衛 

門」の銘文が残されており、下之町の豪商吾妻屋吉右衛門 

から寄進を受けたものと分かる。また格天井は川場村莱原吉 

衛門の寄進によるものである。

ところで現在の拝殿の屋根は瓦で葺かれているが、「昭和 

の初めの記録では入母屋唐破風造ヒノキ材、屋根は柿葺で十 

二坪、弊殿は屋根柿葺ヒノキ材で五坪」であったという。ま 

た拝殿は新築後に旧拝殿を使った博友会が実施された後に、 

「その後拝殿の回廊より子供が墜落して怪我した為手摺を付 

けたと云う話を聞いている。」(『中町町史』)という記録が残 

されており、一度小規模な改造を受けていたことが考えられ 

る。

いずれにしても拝殿•弊殿は須賀神社本殿に比べると、装 

飾性においてやや簡素ながら様式としてはそれらを踏襲し、 

沼田市においては貴重な文化財の一棟に数えられる。

(藤谷陽悦)

1.関連資料：古写真「上棟式」、『中町町史』平成8年n月、中 

町町史刊行委員会
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43染谷昌徳家住宅

所在地沼田市上久屋町 用 途住宅(農家)

構造概要 木造2階建、切妻造、瓦葺 建築 年 明治前期

設計者 施工者

備 考

当家の歴史を位牌よりみると、最古の夫婦の戒名と没年は 

次の通りである。

桂岩宋仙居士 寛政元年(1789)酉年9月19日

春窓妙移信女 寛政3年(1791)亥年2月11日 

当建物は現当主昌徳氏の4代前にあたる類蔵〔大正13年 

(1924)12月22日没、享年68歳〕が建造したと伝える。当建 

物の建造年代は、この伝承、後述するオキノデェの柱間2間 

の内法寸法、トマノデェの襖絵にみる墨書の年号戊子〔明治 

21年(1888)］と推定〕から、明治前期と推定する1。

当家では昭和58年(1983)頃まで養蚕を行っていたが、桑 

がキボシカミキリでだめになったため養蚕を止め、現在行っ 

ているリンゴ園経営に切り換えた。それ以前四代前の武一 

〔昭和6年(1931)12月30日没、享年51歳〕の代まで蚕種屋 

を営んでいた。養蚕は春蚕、夏蚕、初秋蚕、晩秋蚕の年4回 

行い、年間における掃立量は少ないときでも100g、多いと 

きは30〇〜400gもあったという。繭の出荷先は片倉製糸であ 

り、桑園の広さはやおおよそ4町步もあったという。当家は 

農地解放前には、白沢まで他人の土地を踏まずに行けたとい 

うほどの土地を所有していたと伝える。

当家に残る『利根郡案内誌』(発行所、年代不明)に当建 

物が「利南村名望家染谷類蔵君之邸宅」と紹介されている。 

また、当家には明治28年(1895) 7月11日の「第4回内国勧 

業博覧会褒状染谷類蔵繭又昔」、明治39年(1906)『蠶 

児飼育日誌』(春季、染谷)など養蚕に関するいくつかの文 

書を残している。

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺(当初板葺)の主家 

兼蚕室である。小屋組は和小屋とする。規模は1階が桁行 

18.201m、梁間l(k030m、2 階が桁行18.503m、梁間10.319 

mである。正面の2階床部分は「出し梁造り」(当家では 

「ダシバリ」と呼ぶ)、正面と背面の軒は「船榧造り」とす 

る。棟の「総櫓」(当家では「ヤグラ」と呼ぶ)は当初から 

のものである。2階には正面•両側面•背面の4方に手摺り 

付きの小縁を付ける。正面の小縁は出し梁、両側面と背面は 

方杖または下屋が支える型式をとっている。

1階平面は右手を床上部、左手を土間としている。大黒柱 

より上手の床上部は土間側にチャノマと四畳•ヘヤ、その奥

にトマノデェ、ナカノデェ、オキノデェを配している。この 

床上部はほとんど改造が無く、ほとんど当初と変わっていな 

い。オキノデェは床の間と出書院を備える。オキノデェの 

柱間2間の桁行、梁間における内法寸法は11.575尺(3.508 

m)、心々寸法は12.02尺(3.642m)となっている。床上部 

の柱、差鴨居、長押、天井には透き漆塗りを施している。2 

階はほぼ一室空間で、屋根裏の3階とともに養蚕に用いられ 

た。 (村田敬一)

注

1『沼田市史別巻2沼田の建造物』(沼田市、平成11年3月 

31)によれば、建造年代は伝承の明治4年(1871)としてい 

る。これは、当主昌徳氏の母親である菊代氏が嫁いだ昭和46年 

(1971)が100年経過していたという伝承によるものである。し 

かし、類蔵が建造したとするならば、明治4年当時類蔵〔大正 

13年(1924)12月22日、享年68歳〕は、まだ15歳である。建築 

に見る各種特徴からは、明治4年まで遡らず、明治期前期とみ 

るのが妥当と考える。

外 観

内部(2階)



染谷家住宅2階平面図

染谷家住宅1階平面図

染谷家住宅断面図



44迦葉山龍華院弥勒護国禅寺山門

所在地 沼田市上発知町445迦葉山 用 途 宗教施設一寺院

木造2階建 入母屋造•瓦葺、桁行10.630
構造概要メートルX梁行5.795メートル、三間一戸 建築 年 昭和13年(1938)

八脚門形式

設計者 施工者能登安太郎、杉田六太郎

備 者「二王尊創作の由来」(迦葉山棟梁二代杉田大吉敬白)、「山門建築請負契約」(杉田文次郎所蔵)「上棟 

式古写真」(杉田文次郎所蔵)

沼田市街地から北方16kmほど外れた迦葉山に位置する弥勒 

寺は桓武天皇の皇子•葛原親王の発願で喜祥元年(848)に 

天台宗寺院として開創された。その後、庚正2年(1456)に 

曹洞宗に改宗され、徳川初代将軍の祈願所として群馬県で 

も格式ある寺院として知られてきた。お寺の境内には観音 

堂(享保2年)/迦葉堂(明治20年)、斎堂(昭和8年)、奥 

院(昭和11年以前)、鐘楼•中峯堂(昭和11年)、山門(昭和 

13年)、中雀門.本堂•法堂(昭和29年)、黒門•青年研修道 

場(昭和50年)、書院(昭和58年)、龍願閣(昭和59年)、方 

丈•開山堂•奥書院などの建物を残しているが、明治12年 

(1879) •明治18年(1885) •昭和4年(1929)に火災に見舞 

われ、古い建物は意外に少ない。

山門は、前身建物が昭和4年10月14日に起きた火災によっ 

て焼失し、その後の再建施設として建造されたものである。 

建設についての記録については、その施工を請け負った一人 

である杉田六太郎が施主の清水浩龍(龍華院住職)と取り交 

わした「山門建築受渡契約」(昭和7年12月)という書類を 

所持しており、そこには「一.乙ハ別冊設計仕様書ノ通リエ 

作工手致金五千八百参拾弐園ヲ以テ請負ヒ昭和拾年十二月廿 

八迄ニテ竣エスル事 二.甲ハ随時右金額ヲ乙二支払昭和春 

拾弐年十エ月八日迄ニテ全額支払ヲナスベシ.•五.建築 

用材ハ甲ノ製材セルモノタル事」などと記している。請負 

人は新潟の大工•能瀬安太郎と弟子であった杉田六太郎であ 

る。杉田六太郎は奈良•京都などで法隆寺大工として知られ 

る西岡常一棟梁らと共に修行ののち、沼田市に帰って18歳で 

座禅堂を手掛けており、若くして請負人に指名された背景に 

は寺院建築に対する優れた技量とこれまでの実績を買われた 

ものと考えられる。山門は聞き伝えによれば、昭和13年5月 

頃に完成している。

山門は木造2階建•入母屋造.瓦葺、三間一戸八脚門形式 

の二重門で一階に扉はない。正面3間X側面2間(桁行 

10.630メートルX梁行5.795メートル)で、正面は中央間 

を約16尺(1階：4.821メートル、2階：4.830 メートル)、正 

面両脇間と側面を約10尺5寸〜9尺5寸(1階：3.230 メー 

トル、2階：2.900 メートル)で取る。柱はすべて円柱で礎 

盤を付け、切石礎石上に建つ。1階は桁行中央間を通路とし 

て確保するので、ここは内法貫などを省略して柱を頭貫で繋 

ぐのみとする。脇間の側柱上は頭貫のほかに木鼻付の頭貫で 

繋いで一重とし、頭貫には絵様渦卷などの装飾を彫り込む。 

脇間の内部は鏡天井貼りで、後部に仁王像を安置して、前部 

は片方に二階に登る階段を設置する。軒廻りは支輪付きの二 

手先出組(拳鼻付)で組上げ、軒は二軒繁棰木、中備には蟇 

股を備える。

上層部(楼上)は仏堂であり、内部は折上げの鏡天井で中 

央壇を設置しているが、仏像の安置はない。桁行中央間は約 

八尺の両開き扉を備え、その両脇に大里郡玉井村出身の彫刻 

師小林源八正信•松雲親子が手掛けた龍•流水を彫り込んだ 

彫刻を飾る。脇間の柱間は火頭窓で、三手先の組物(拳鼻 

付)に中備えとして手の込んだ彫物を飾り、軒先は扇棰木で 

まとめている。柱•貫材の材種は近くで採取された檩の木が 

多用され、それらの用材にはいずれも胡粉塗りを使って彩色 

が施されている。ちなみに脇間に安置されている仁王門は大 

ェ棟梁杉田六太郎の手配によって、新潟県三島郡興板町出身 

の彫刻師石黒鉄石(当時五六歳)によって彫られたものとい 

ぅ。

迦葉山山門は昭和10年代でありながら、江戸時代の伝統技 

法を受け継いでおり、群馬県においても貴重な宗教建築のひ 

とつに数えられる重要な建物と言うことができる。

(藤谷陽悦) 

関連資料：古写真「上棟式」、「山門建築請負契約」(杉田文 

次郎 所蔵)、「仁王尊創作の由来」(迦葉山棟梁 二代杉田 

大吉)



2階仏堂

上層部細物

上棟式写真

1階平面図

2階平面図

階段平面図



45黒岩家･旧離れ住宅

所在地沼田市尾形原町 用 途住宅一農家

構造概要難行12捌建築年大麟_竣工

設計者 施工者深津丑三

r ' 普請帳2通「汁春号大正四年通帳乙卯十一月八日」「汁二号大正六年通帳丁巳九月廿二 
_ 日」、篠田銘木店『内外銘木用機之萊』『唐木細工商品目録商会』加藤商会

黒岩家は沼田市街地の山裾に近い旧川田村で代々庄屋を務 

めてきた家柄である。寛文年間に吾妻村から旧川田村笹屋に 

移転してきたと書われており、弘文4年(1848)に沼田領御 

用達商人として5人扶持(上州米5表)、安政6年に御勘定 

頭と_して19人扶持、慶応3年には用達頭取として27人扶持を 

受け持っている。沼田は山間地であったので、藩の財政収入 

は常に不安定であった。そのため藩では見取田畑の高入れや 

領内の豪農商から献金•借金をして財政的危機を切抜けよう 

と考えていたが、その借財の肩代わりを請け負ったのが御勘 

定頭と呼ばれる役職である。黒岩家では堀江吉郎兵衛と並ん 

で、慶応元年に200両の借財証文を藩の勘定頭印で出してい 

る。この時期には沼田藩でも有数の金融商人としてその名前 

を馳せていたことがわかる。

黒岩家は明治になって地元の産業育成に乗り出した。明治 

25年には「座繰製糸刀川社」の名称で座繰製糸工場を川田村 

に新設し、さらには「千秋館」の名前で蚕種の製造に当たら 

せ、また川田信用販売購買組合を設立して農業協同組合の 

育成に努めた。明治10年には旧藩士の金録公債出資で設立さ 

れた第三十九国立銀行に株数200 ロを出資して大株主となり、 

昭和町に材木問屋「黒岩商店」を開いて、前橋市曲輪町に豪 

邸を新築している。つまり明治になって群馬県でも有数の豪 

商として知られるようになったが、その財力を背景に莫大な 

資産を投じて建設したのが川田村の旧離れ座敷である。

ところで川田村笹屋の邸宅は約100坪ほどの屋敷地である 

が、そこには旧離れ•冠木門•金庫蔵•味噌蔵などが残って 

いる。しかし、昭和57年当時の記録(『群馬の民家一写真と 

解説』昭和57年10月)によれば、母屋が屋敷の中心を占め、 

ほかに土蔵3棟•離れ•納屋などが残っていたという。母屋 

は木造2階建てで、桁行21.000 メートルX梁行12.600 メート 

ル、入母屋造•茅葺きトタン張りで、入口には馬屋を備えた 

大きな土間があり、15畳の板間大広間には式台が設けられて 

いた。南側は1間廊下が付いた座敷で、「奥座敷の八畳は付 

け書院でトコ付きであり、廊下が左手から裏手に回ってい 

る。」(『群馬の民家一写真と解説一』柳田芳武、昭和57年10 
月)。また「離れは財力にまかせて建築されたもので、大正 

期の建築でありながら江戸期の流れを汲んでいる。」(同上) 

と記しており、黒岩家では絶頂期の頃に離れが建築されたこ 

とが考えられる。

離れは大正年間の建築であり、大正8年秋頃の完成と考え 

られる。黒岩家には施工の大工と取り交わした普請帳(「(支 

払い通帳」2通)が残されており、施主は「川田村笹屋 

黒岩佐文」、施工が「沼田町 大工 深津丑三」であり、大 

正4年11月8日に仕事始めを行い、11月8日から翌5年6 
月11日まで総勢427人の大工が棟上式の準備に当たっている。 

大正5年6月25日以降は屋根工事と諸々の造作工事に入り、 

大正8年9月14日には総勢481人の大工に対して支払勘定を 

終えている。通帳の記載が終了するのは大正9年2月19日で 

ある。これから木部の造作•壁仕上げ工事は大正8年秋頃ま 

で大方終了し、翌9年正月明けにはすべて工事を完了させて 

いたことが考えられる。

離れは木造2階建て、入母屋造りの瓦葺きで、桁行12.250 
メートルX梁行6.675メートルの書院造りである。家屋は南 

側と西側に縁側が付き、東側に階段室を置き、さらに旧主屋 

だった部分と渡り廊下を挟んで土蔵(金庫蔵)が付設されて 

いる。書院座敷は1階が15畳•10畳の大広間であり、2階は 

8畳• 4畳と3畳台目の茶室を置いている。1階の大広間は 

違い棚•置き床を備えた床の間に床框•落掛けなどを使い、 

床の間の張付け壁では黒岩家の家紋である「丸の隅立て四つ 

目」を霞状に散らして御殿造りのなかに格調高い雰囲気を漂 

わせている。

西側からの眺め 南側正面 1階15畳



2階の8畳座敷は床の間•床脇の構成であり、織部窓と肿 

潜りからほのかな光が差し込んで落ち着いた雰囲気を保って 

いる。4畳「寄付き」ではあでやか色彩で流水•千鳥を襖障 

子に描いている。3畳台目は書画骨董に傾倒した黒岩夫人の 

趣味を投影したものと言われ、草庵風である。

ところで黒岩家が残した普請資料には先に記した「(支払) 

通帳」のほか、東京木場町•神田町で銘木問屋を営んだ篠 

田銘木店•加藤商会などの商品カタログ(『内外銘木用材之 

莱』•『唐木細工商品目録 加藤商会』)が含まれている。黒 

岩家では黒岩商店で扱う材木のほか、種々の方法で珍品奇木 

をかき集めていたことが考えられる。

なお東寄りの冠木門の姿形、東南の土蔵造りの亀甲文様も 

見事であり、これらを併せて大正期の代表的な近代和風建築 

のひとつに数えることができよう。 (藤谷 陽悦)

関連資料『群馬の民家一写真と解説一』柳田芳武、昭和57年 

10月

1階15畳から10畳を見る

東南の土蔵

2階8畳

東寄り冠木門

離れ1階平面図 s =1:100

離れ断面図S =1:100

2階平面図 S=1:100



46桑原家住宅･蚕室

所在地沼田市白沢町平出 用 途住宅(農家)

主家兼蚕室〜木造2階建、切妻造、セメント瓦葺 主家〜昭和8年(1933)頃

構造概要 蚕室(「カイコヤ」)〜木造2階建て、切妻造、瓦葺 建築 年 蚕室(「カイコヤ」)〜不詳(戦前と伝える) 

蚕室(「サンシッ」)〜木造2階建、切妻造、トタン瓦棒葺 蚕室(「サンシッ」)〜昭和53年(1978)

趴。十者 施工者主家と蚕室(「サンシッ」)は不明。蚕室(「力

イコヤ」)は木村次雄大工(白沢町平出)。

備 考

当家は農業を生業としており、敷地は450坪で、畑1町步 

(約半分が桑園)、水田3反5畝(2反は貸している)を所有 

している。養蚕は昭和60年(1985)頃までやっていたが、繭 

価格の低下のため、それ以後野菜に切り換えた。蚕種は片倉 

製糸のものを使い、繭も片倉製糸に出荷したという。蚕の 

掃立量は春蚕80 g、夏蚕20 g、初秋蚕60 g、晩秋蚕20 gで、 

年間180gであり、収繭は掃立量1gに付き約4kgで、春蚕 

320kg、夏蚕80kg、初秋蚕240kg、晩秋蚕80kgで、年間720kg 

であったという。

主家

当建物は現当主正明氏の先代広司氏〔明治45年(1912) 5 

月11日生まれ、.昭和63年(1988) 5月5日没〕が昭和8年 

(1933)に建造したと伝える。

木造2階建、切妻造、セメント瓦葺の主家兼蚕室である。 

セメント瓦は後補もので、当初は板葺であったと伝える。総 

2階部の規模は桁行14.560m、梁間8.190mである。小屋組 

は和小屋とする。現在棟に櫓を付けるが、当初はなく戦後に 

付けたものである。正面は2階床部分を「出し梁造り」とし 

手摺り付きの小縁を付ける。

1階平面はヒダリズマイの家で、正面向かって左側を土 

間、右側を喰違い4間取りの床上部とする。オクリディに床 

の間を設ける。トマノデイとオクノデイ境の襖はそこに記さ 

れている墨書より昭和12年(1937)のものであることが分か 

る。ドジ(土間)のフロバとオカッテ、及びナンドの背面側 

の当初の状況は改造されており不明である。ダイドコロのと 

ドジに接する床は平成5年に張ったものである。2階は養蚕 

において、昔棚飼いとして使用されたが、後に条桑育の場と 

して使用した。

蚕室(「カイコヤ」)

木造2階建、切妻造、瓦葺とする。小屋組は和小屋とす 

る。棟の櫓は当初から設けていない。総2階部の規模は桁行 

7.280m、梁間4.550mである。総2階部の北面にミソベヤ、南 

面にドムロを下屋で付ける。2階階段の位置は不明である。

当建物は稚蚕育、その後桑置場、菊篛置場として使用し 

た。建造年代は不明だが戦前のものと伝える。

蚕室(「サンシツ」)

当建物は現当主正明氏〔昭和20年(1945) 2月20日生ま 

れ)が昭和53年(1978) 3月に建造したものである。

木造2階建、切妻造、トタン瓦棒葺とする。小屋組は洋小 

屋で挟み梁のキングポストトラスとする。2階床は軽量鉄骨 

梁で補強されている。棟の櫓は当初から設けていない。正面 

は2階床部分を「出し梁造り」とし手摺り付きの小縁を付 

け、軒を「船榧造り」とする。総2階建で規模は桁行14.496 

m、梁間8.154mである。左側面に外階段を付ける。施工は 

村の木村次雄大工である。 (村田 敬一)

主家外観

内部(2階)



桑原家住宅(主家)断面図

蚕室(「サンシツ」)外観

蚕室(「カイコヤ」)外観

桑原家住宅(主家)2階平面図

桑原家住宅(主家)1階平面図



47青木家住宅

所在地沼田市白沢町平出 用 途住宅(農家)

構造概要 木造2階建、切妻造、セメント瓦葺 建築 年 大正3年(1914)

設計者 施工者

備 考

当家は当家の北側に位置する本家からの分家で、初代は多 

四郎〔昭和34年(1959) 3月15日没、享年67年〕、二代は現 

当主の元治氏である。当建物は分家した大正3年(1914)の 

建造と伝える。

木造2階建、切妻造、セメント瓦葺の主家兼蚕室であ 

る。セメント瓦は戦後葺き替えたもので、当初南側がトント 

ン葺、北側が杉皮葺であったと伝える。規模は1階が桁行 

17.583m、梁間6.395m、2 階が桁行13.686m、梁間6.395m 

である。小屋組は和小屋とする。正面は2階床部分を「出し 

梁造り1」(当家では「モチダシ」と呼ぶ)とし手摺り付き 

の小縁を付ける。また、正面は軒を「船榧造り2」(当家で 

は「セガイ」と呼ぶ)とする。櫓は当初から付けていない。

床上部は喰違い4間取りの平面とする。デイの上手に位 

置するエンガワは昭和25年頃下屋として増築、デイドコは昭 

和34年に床面を拡張している。2階は当初1室空間であった 

が、昭和30年代後半現当主元治氏の夫婦寝室用として改造し 

ている。現在、当初土間を改造して便所を設けているが、当 

初当建物には便所は設けておらず、当建物の東側に位置する 

外便所を使用していた。

ディ(オク)の梁間方向2間の柱間内法寸法は11.63尺 

(3.524m)、柱心々寸法は12.05尺(3.650m)であり、この寸 

法はこの地域における大正期の指標となるものである。当建 

物は数少ない大正期の養蚕農家として貴重である。

当家では以前、養蚕と大麦、小麦、小豆、トウモロコシ 

(飼料用)、そば、莼篛などの栽培を行っており、養蚕がほぼ 

半分を占めていた。桑園の面積は5反であった。掃立量は春 

蚕80g、夏蚕30g、晩秋蚕20gで年間130gであったという。 

蚕種は佐波蚕種のものを使用し、繭は沼田下之町の竹屋に出 

荷した。しかし、昭和60年(1985)頃になると、繭の価格が安 

くなったため、養蚕を止めその部分を蒴篛栽培に切り換えた。

養蚕は1階、2階、そして小屋裏は横木を渡し床をつくり 

3階として使った。1階はザシキ、ヘヤ、デイドコを使用し 

たが、ディの2室は使用しなかった。3階は上蔟用の場とし 

て用いた。また、条桑育は、デイ(トマ)とザシキの南面に 

正面5間、側面2間半の規模で屋根をシブガミとした下屋を 

造って行ったという。 (村田敬一)

注

1 表側の2階床を支える梁を、1階の外壁より外側に突き出し 

て、2階を1階より前面に張り出した造りである。養蚕農家に 

多く見られるが、宿場の旅籠や温泉旅館建築などにも見られ 

る。この造りは2階の面積の拡張、庇の代用、化粧などの目的 

で採用されたものと考えられる。「ダシバリヅクリ」「デバリヅ 

クリ」などと称する。出し梁造りと「出し桁造り」(「ダシゲタ 

ヅクリ」「デゲタヅクリ」などと称する)と同義で使われてい 

る場合が多い。

2 船植とは船の舷外に突き出した船梁の上に渡した板。また 

は、艢を漕いだり、棹を差す所をいう。この船の船榧に由来す 

る建築用語である。これは軒の出を深くする、茅葺きの茅の垂 

れ下がりを防ぐ、軒先の造りを豪華に見せる等の目的で、腕木 

や梁を出し、出桁を支えるもの。通常天井を張る。船榧造りは 

出し梁造りと呼ばれることもあるが、一般的に船榧造りは軒の 

部分、出し梁造りは2階床の部分に見られるものである。

外 観

内部(ザシキ)



青木家住宅断面図

出し梁と船椎

青木家住宅 2階平面図

青木家住宅1階平面図



48外池商店

所在地 館林市本町2-10-43 用 途 店舗+住居

構造概要 木造2階建切妻桟瓦葺 建築 年 昭和5 (1930)年

設計者 施工者

備 考課税台帳図面有

城下町であった館林の旧•鍛冶町を代表する町屋建築。外 

池家は近江出身の商家で、江戸中期から館林に移住し、和泉 

屋の屋号で造り酒屋を営んでいた。肴町(本町2 丁目)にあ 

る清瀧神社にちなんだ「清瀧」という銘柄であった。明治33 

年には清酒の醸造から味噌•醤油の醸造に切り替え、昭和50 

年代後半までは製造を行っていた。今の当主は、外池では8 

代目、和泉屋を開いてからは7代目にあたり、現在は、酒類 

の小売店のみを経営している。700坪の敷地には、最盛期に 

は10棟の蔵が建ち並んでいたといわれるが、現在は1棟のみ 

を残し、構造材のみを残して全面的に改修し、イベントホー 

ルとして活用している。

店舗と住居からなる母屋は、昭和5年に建設されたもの 

で、木造2階建切妻桟瓦葺で、屋根には本格的な棟が載って 

いる。良材を多用した重厚な造りをみせている。母屋の南側半 

分が店舗部分で、店舗部分の東半分は土間、西半分は上り框 

に畳敷きであったが、現在は板敷きの応接室となっている。 

通り側の南立面は、アルミサッシュに変えられてしまったが、 

以前は半間奥まったところに、上下開閉式の木製建具が嵌め 

られていた。土間の東南角には人造石研ぎ出しの水場が設け 

られ、作業場と事務空間を兼ね備えていたことが伺える。

住居部分の玄関は、東側にあり、6畳の玄関の間の北側に 

は砂漆喰仕上げの床の間と平書院のついた8畳の座敷があ 

る。座敷の北には低い木製の板塀によって囲われた坪庭が 

あり、落ち着いた居住空間として接客等にも使われた。坪庭 

は、当初、北東側にL字型の庭となっていたが、現在は部屋 

が増築されている。玄関の間の西には8畳間があり、店舗と 

住居とをつなぐ役割を果たしている。1階北西側は水周りが 

集中しているところで、大幅な改造が加えられている。

2階への階段は、玄関の間と店舗との境、押入れの中に設 

けられている。2階には南側に10畳と8畳、北側に6畳2間 

が並ぶ。io畳間には床の間と違い棚がつき、壁は砂漆喰、竿 

縁天井で数奇屋風の欄間飾りが見られる。南面のガラス障子 

の外側には、以前は金属製の格子が嵌められていたが、戦時 

中の金属供出により、現在のような木製に変えられている。 

この南側の二つの座敷は、結婚式や集会等に使われていたと 

いう。北側の6畳2間は家族の寝室等に使われている。敷地 

内には、当初の位置からは移動されているが、本格的な造り 

を見せる稲荷社が保存されている。 (大川 三雄)

配置図



主屋正面

板敷きの応接スペース 1階座敷

2階座敷 イベントホールとして改修された藏



49つつじ会館(IS •秋元家別邸)

所在地館林市城町8-1 用 途住宅、接客施設

構造概要木造平屋建入母屋桟瓦葺、和小屋 建築年明治41(1908)年〜明治43年頃(推定)

設計者 施工者

備 考登録有形文化財

敷地は、旧•館林城の八幡郭の位置に当たり、現在、つつ 

じが岡公園第二公園といわれている場所であることから「つ 

つじ会館」の名称で保存されている。旧•館林藩の最後の藩 

主であった秋元礼朝(ひろもと)の子である秋元興朝(おき 

とも)とその孫にあたる春朝(はるとも)が別邸として使用 

していたとされている。旧•秋元家別邸は、当初、近接する 

上毛モスリン㈱の一郭に、会社の接客用の施設として建てら 

れ、のちに秋元家の別荘として使われたという経緯があり、 

上毛モスリン㈱と秋元家との間の所有関係には不明な点が多 

い。

上毛モスリン㈱は、館林を代表する企業であり、秋元家と 

のかかわりの深い人物が数多く関係していた企業である。明 

治29年に連雀町で設立された「毛布織合資会社」が明治35年 

にf上毛モスリン㈱」と改名、明治40年には工場を旧館林城 

二の丸に移転した。現在の市庁舎および東広場のある場所 

で、旧藩主であった秋元家所有の土地であった。工場の建設 

は明治40年から43年にかけておこなわれ、事務所棟のように 

棟札によって明治42年の竣工年が確定できるものもある。旧 

秋元家別邸の建物は、こうした工場関連施設と同時期に建て 

られたと考えられることから、建築年として明治40年〜43年 

頃と想定されている。当時の上毛モスリン㈱工場との位置関 

係から考えると、最も奥まった場所であり、庭園や周囲の景 

観への配慮から_、企業が必要とする様々な会合や集会、そし 

て接客のための施設として造られたと考えられる。明治45年 

には秋元家の年始の会がおこなわれたという伝承もあること 

から、上毛モスリン㈱と秋元家との何らかの共有関係にあっ 

たことも考えられる。

旧•秋元家別邸は、建設の経緯等から、4つのブロックに 

分けることができる。ひとつは玄関を中心に座敷部分と居宅 

部分が並ぶ主屋部である。二つ目は離れ座敷の部分、3つ目 

は離れ座敷の北側に位置する土蔵風の物置と蔵前及び便所の 

部分、そして4つ目は主屋部分と離れ座敷とを結ぶ渡り廊下 

から枝分かれした風呂場のある部分である。最初は主屋部分 

のみが建てられ、昭和5年に離れ座敷部分が東京の駿河台に 

あった秋元家本邸から移築された。邸内にある石碑の碑文に 

「昭和5年8月東京駿河台本邸移之□春朝誌」との記載があ 

る。移築された時には、主屋部分からは独立して建てられた 

と報告書(参考文献参照)には記載されているが、根拠は不 

明である。また報告書では物置部分は、昭和15年から17年に 

建てられたとされているが、根拠は不明である。

主屋部分は、入母屋桟瓦葺の平屋建てで、入母屋破風の玄 

関部を中心に、東側には居宅部分として内玄関、8畳間、6 

畳間、3畳間、台所が並ぶ。部材の質および寸法等から日常 

生活を念頭に建てられたものであることが判る。玄関部の西 

側が接客空間で、10畳の主座敷と8畳の次の間が東西に並ぶ。 

主座敷には北側に床の間と違い棚、西側に付書院が付き、座 

敷の境には黒漆塗りの額をもつ透かし彫りの板欄間が嵌めら 

れている。壁は砂壁で仕上げられている。東西側と南側の3 

方に縁が回り、ガラス戸を用いた、大きく開放的な座敷空間 

となっている。

主屋南面 洋風の外観をもつ離れ座敷と渡り廊下



旧秋元家別邸の建物の中で、近代和風建築としての特徴を 

最もよく示しているのが離れ座敷である。東京駿河台の秋元 

家本邸から移築されたものである。移築時から主屋と渡り廊 

下で結ばれていたのか、あるいは独立して建てられていたの 

かは不明である。東側の立面のみは渡り廊下との連続性を考 

慮した和風の仕上げになっており、他の面は洋風仕上げであ 

る。部屋の構成は、10畳の座敷と洋間を組み合わせた和洋折 

衷空間である。座敷の北側には床の間、違い棚、水屋が並び 

壁は色土を用いた砂壁で、長押と天井長押がまわされてい 

る。床の間と床脇を中心に移築後に大きな改変が加えられた 

形跡がある。座敷の南側には、障子を境にして、板敷きの洋 

間が並び、洋間の南側は半円弧状に張り出した平面形状と 

なっている。和洋の並列と結合がユニークな形でおこなわれ 

ている点に特徴がある。 (大川 三雄)

参考文献

『つつじヶ丘公園旧秋元別低補修計画策定業務報告書』

(平成13年3月、群馬県)

主屋の座敷

離れの座敷床廻り

離れの洋間邵

平

面

図


