
50本町二丁目東区民会館(旧•館林二業見番組合事務所)

所在地館林市本町2-16-2 用 途事務所

構造概要 木造2階建入母屋桟瓦葺 建築 年 昭和13 (1938)年

設計者小川組 施ZC者小川組

備 考

置屋組合の事務所である二業見番の建つ本町は、かっての 

館林藩城下町にあって武家地と町人地の接点に位置し、近代 

以降は市街地の中でも最も華やかな一帯で、様々な商店や飲 

食店が建ち並んだ。本調査でも取り上げた外池商店も近くに 

ある。敷地は東西に長い矩形で西側に正面玄関がある。通り 

に面した外観は、唐破風の車寄せを中心に、左右対称の構成 

で、特に2階の上部は、千鳥破風の外観を中心に、左右対称 

に、妻飾りをもつ屋根が並び、真壁造の柱型と白壁とが美し 

いコントラストをみせる。その下の壁は下見板張りで、1階 

部分には洋風のガラス窓が嵌められている。この左右対称の 

印象的な外観は、東京歌舞伎座において建築家•岡田信一郎 

が試みた和風コンクリート造による桃山風の意匠に強い影響 

を受けていると思われる。巧みな和洋折衷技法により優れた 

外観意匠を作り出している。設計及び施工は小川組である。 

東京丸ビルに本社をもち、関東とくに東毛地区の桐生、館 

林、太田等で多くの建築を手がけた会社である。

1階玄関は、モザイクタイルの土間が華やかさを演出、そ 

れに板の間が続く。板の間の南側にはガラス戸によって2間 

が仕切られ、受付及びサービス用の諸室とされている。この 

板の間部分は、後の時代に大きく改変された形跡が残る。土 

間の北側には2階へ続く階段がある。1階の東側奥に、廊下 

を挟んで南には台所と応接室、北側に押入れ付きの和室6畳 

があり、その北側にはサービス用の階段や便所が置かれてい 

る。東側には、床の間、違い棚、付け書院のある10畳間と押 

入れ付きの8畳間が並んでいる。

2階は、舞台及び客席の空間と控室の空間の二つに分けら 

れる。西側に30畳大の板敷きの舞台と36畳の大広間があり、 

北側を除く 3方に廊下が回っている。大空間には折上格天井 

にシャンデリアが架かる。控えの間の方は、3方に廊下が回 

り、床の間と違い棚のある8畳間と床の間付きの10畳間の二 

つの座敷が並んでいる。この2間ともに舞台関係者の控え室 

として使われたものであろう。二業見番は、見番という建物 

種別からみても、満州事変直前の頃の、館林の華やかな風情 

を今日に伝える貴重な遺構であり、特にその外観意匠は近代 

になって作り出された新しい和風意匠の可能性を示唆するも 

のである。 (大川三雄)

正面外観

1階ホールと階段

1階和室



舞台及び客席 シャンデリア

1階平面図

2階平面図



51旧金島公民館

所在地渋川市金井1992 用 途住宅

木造2階建て、洋館付き。
本館一木造2階建て、入母屋造り•銅板葺

揺诰MS 洋館一木造2階建て、切妻造り.スレート葺 w z1Q9/A
構is概要茶室一木造平屋建て、入母屋造り.臟葺 建‘年大正13年(1924)

管理人室一木造平屋建て、切妻造り•ス
レート葺

設計 者 施工者

備 考

東京へ出て功名を遂げた石田充親氏が、東京に出て稼いだ 

資産を投じて建立させた住宅と言われる。建物の着工は大正 

13年であり、大正15年に竣工したと伝えられる。建物につい 

ては生前まで石田充親氏によって維持されてきたと言われ 

るが、氏の逝去に伴い昭和27年4月28日に屋敷及び建物一切 

が金島村に寄贈され、その後昭和29年4月1日の町村合併に 

よって渋川市の所有となり、現在も金島村公民館として使用 

されている。

金島公民館の位置する場所は主要地方道「渋川.吾妻線」 

沿いであり、旧金井宿の坂を登りつめた西側である。屋敷地 

の形状はほぼ正方形を成しており、その敷地において表門. 

石積の築山•池を南側に配し、裏門と裏玄関は西側に置いて 

いる。屋敷は主に本館•洋館•表玄関.茶室•裏玄関•旧賄 

所•厨房食堂•管理人棟で構成され、本館に隣接した主玄関 

の東側に洋館を付設した、いわゆる木造2階建ての典型的な 

和洋折衷住宅である。本館の西側には渡り廊下を通じて茶室 

が付属されている。また屋敷の裏側にある管理人棟は洋館と 

同じデザインであり、本館と一緒の時期に建立されたと考え 

られる。

主室である本館は木造2階建て、入母屋造り•銅版葺きの 

和風住宅である。屋根の細部には木連格子と下魚を下げるな 

ど、寺院建築に劣らぬ凝った意匠を見せており、下り棟の先 

端の鬼瓦には金文字で浮き出した「充」のマークを付け、家 
主の一字を取り出して模ったものと言われている。

表玄関は入母屋造りの銅版葺きで、本館から突出させた威 

風堂々たる構えを見せている。表玄関の内部は間口 2間の叩 

き土間と「アガリハナ」を置き、その正面が2階へ通じる階 

段室で管理棟に続く廊下が西側にあり、洋館の出入り口と女 

中室を設けている。

本館の間取りは「不整形四間取り型」を基本としている。 

すなわち奥が8畳客室と4畳の客室となり、手前に8畳「控 

えの間」と3畳小室を設けたもので、冠婚葬祭などの大寄せ 

の場合には「続き座敷」として考えられ、客室と控えの間は 

いずれも南庭に面し、客室では書院窓が省略されて脇棚に通 

し棚を揃えた「本床」である。室内は長押を備え、天井は竿 

縁天井の2重回り縁で仕上げている。ただ室内がその後に公 

室の公民館施設として使用されたため、床面が畳を取り外し 

てフローリングになったのが惜しまれる。

本館の2階は畳敷きの座敷であり、旧状がよく保たれてい 

る。室内の間取りは「座敷,次の間」を基本とした座敷構成 

で、南側と西側に入側畳の縁側を廻し、縁側の天井には磨き 

丸太と目板をあしらった化粧屋根裏を見せている。奥座敷で 

は床の間•違い棚•出書院を用意した本床が使われている。 

書院窓は麻の葉模様•亀甲文様などの凝った意匠を組み合わ 

せているが、室内では長押を廻し、簇欄間を付けているよ。 

その様式は賓客を招きいれるための書院造りを基本にしてい 

る。

ちなみに本館の1階では杉の磨き丸太を使用した化粧屋根 

裏天井の6尺幅の廊下を通し、それが西側に折れ曲って長 

さ2間の畳廊下に続いている。その先にあるのが木造平屋 

建て、入母屋造り•銅板一文字葺きの茶室である。茶室は 

池•築山の庭園に向けて縁側を配し、南北を軸線として庭に 

正面を向けていることがわかる。茶室は9畳敷きの広間席で 

あり、書院窓を省略するが、床柱に磨き丸太.面皮柱などの 

銘木を揃え、床の間は床•地袋•違棚の上座飾りであり、床 

の間は網代組天井で普通の天井にも皮付の棹ぶち丸太を使っ 

ている。母屋が数寄屋を取り入れた書院造りであるのに対し 

て、茶室はその意匠が野趣に富んでおり、草庵風の数寄屋意 

匠でまとめていることを見ることができる。

母屋の北側は日常的な居室空間であり、内玄関•管理人 

棟•食堂厨房•物置などが置かれている。このうち食堂厨房 

は公民館として昭和44年(1969)に増築されたものである。 

内玄関は外側に土庇を設けた造りであるが、出入口を板壁で 

囲っている。室内は裏玄関を居室化しているが、間取りにつ 

いては当初の痕跡をよく残している。居間.食事室.台所も 

当初の間取りの痕跡をよく残しているが、そのなかで意匠的 

にも現状をよく残しているのが浴室である。浴室の天井は中 

央を井桁に組み、そこから自然木の雑木を放射状に伸ばした 

もので、俗に言う「幸天井」である。戦前期の凝った和風建 

築の浴室にはこの「犖天井」がよく使われている。この金島 

公民館では井桁の上部換気口の跡もよく残されており、浴室 

の窓に見られる卍組の組子窓と知に見どころを残している。

それと、この住宅におけるもう一つの見どころは本館の西 

側に設けられた洋館である。洋館は木造2階建て、屋根は切 

り妻造りでスレート葺きであるが、軒周りに破風飾りで飾っ 

てスパニッシュ風の装いを見せている。外壁は黄土食による 

砂壁洗い出し仕上げで腰廻りと煙突にタイルを張り、上部は 

人造石洗い出しで仕上げている。室内は1階.2階とも洋室 

であり、1階が応接室• 2階が書斎として使われた様子であ 

るが、1階については南側を出窓のようにアルコーブで張り 

出して、その上部がベランダとなって2階の書斎から外部に 

出られるようになっていた。

洋室は基本的に当時の様子が保たれている。そのなかでも 

目を引くのは、室内に設けられた暖房用の暖炉であり、もう 

ひとつは漆喰天井に見られるセンターリングの装飾である。 

東側の外壁では暖房用の煙突が付き上げており、それに沿っ 

て東壁面に暖炉が置かれ、暖炉では大理石が使われている。 

特に1階の暖炉では真鍮製の焚口の意匠を残し、暖炉の上部



には浮き彫りレリーフを施し、見る者にこの建物の素晴らし 

さを伝えている。また1階天井のセンターリングは唐草模様 

を基調とし、地元の左官職人が手に撚りをかけてまとめ上げ 

たと考えられる。

このように旧金島公民館はのちに公共施設として使われた 

ため、のちに変更された箇所も見られるが、建物の外形及び 

間取り•室内意匠は当初の状態を残しており、基本的な原形 

は保たれている。また、室内の空間は、地方から東京に出て 

基礎財産を築いた素封家の誇りと造型意識、更には地元に

帰って中央の建築文化を伝えようとする意欲が充ち溢れ、中 

央の文化が地方に根付いた足跡として学ぶべき部分は多い。 

近年、渋川市が中心となって建物の歴史遺産としての価値を 

見直し、それを後世に残すための努力が続いているとも聞い 

ている。群馬県にとって喜ばしいことであり、貴重な文化遺 

産であることを伝えておきたい。 (藤谷 陽悦)

関連資料：『群馬県近代化遺産輯合調査報告書』平成4年3月、 

群馬県教育委員会

2階座敷 裏小屋

洋館1階応接室 浴 室 茶室

2階平面図 1階平面図



52 一會家住宅

所在地渋川市有馬 用 途住宅(農家)

構造概要木造2階建、切妻造、銅板葺 建築年昭和8年(1933)

設計者 施工者杉本力造(渋川市行幸田の大工)

備 考

当家は分家で宇十郎〔明治43年(1910)12月12日没、享年 

80歳〕が初代である。二代目の儀平〔明治42年(1909) 6月 

22日没、享年49歳〕は長野で養蚕法を学び「イチクラガイ」 

を確立し蚕種業をはじめている。生産した蚕種は「又昔」で 

あった。

当建物は現当主敏男氏の先代で当家三代目孝之助〔昭和53 

年(1978)11月14日没、享年83歳〕が昭和8年(1933)に、 

昭和6年(1931)の八木原(渋川市)の狩野家を参考に建造 

したものである。当建物は昭和7年(1932)晩秋蚕が「力 

ラッパズシ」(不作)となり、その原因は家の建つ部分の敷 

地がしける場所であることから、北側にあたる現在地に建て 

替えたものであるという。大工は越後から来た行幸田(渋川 

市)の杉本力造である。

木造2階建、切妻造平入、銅板葺の主家兼蚕室である。総 

2階部の規模は桁行16.957m、梁間8.462mである。小屋組 

は和小屋とし、棟にテンマド(櫓)を付ける。屋根勾配は 

5/10とし、当初瓦葺を予定していたが予算上からトタン葺 

きとした。現在の銅板葺は平成21年に葺き替えたものであ 

る。正面及び背面側は共に、2階床部分を「ダシバリ」、軒 

を「セガイ」とする。

当建物は1階平面を正面向かって左手を土間、右手を床上 

部の「ヒダリズマイ1」とする。ザシキ、ホトケノマ、ナン 

ド、コザ部分からなる「喰違四間取」を基本間取とし、その 

奥にロクジョウと押入•便所を付加したものである。コザと 

ナンドには床の間を設ける。各室の天井は根太天井とする。

土間のダイドコロには独立した構造のウマヤを設け、家畜 

の出入口用の大戸を当建物左側面に付ける。ウマヤは正面9 

尺(2.73m)、側面8尺(2.42m)規模で、昭和41年までは 

馬、それ以後は牛が飼われていた。ダイドコロと玄関部(卜 

ボグチ)、またダイドコロとオカッテに間仕切を設けている 

が、これは従来の農家において見られないもので、土間の作 

業空間と住まい部分との分離や衛生的配慮によるものと考え 

る。これは農家の平面が発展した形式示す例といえよう。な 

お、正面右側奥に渡り廊下で接続した建つドムロ(土室)は 

養蚕の稚蚕育用の建物である。

2階は一室空間としているが、これは養蚕のための空間で

ある。正面と背面にはダシバリにより手摺り付きの小縁を設 

けている。この小縁は養蚕の作業用通路と雨戸の開閉用のも 

のである。

大黒柱は櫸で0.78X0.85尺(23.6X25.8cm)、通し柱の一般 

柱は0.4尺(12.1cm)角、縁側の桁は高さ0.85〜1.1尺(25.8〜 

33.3cm)、幅0.55尺(33.3cm)、長さ 9 間(実寸法16.9m)と 

している。縁側の桁は婿養子であった2代目儀平の実家から 

の贈り物であったという。コザの2間の柱間内法寸法は桁行 

が12.03尺(3.65)、梁間が11.98尺(3.63m)であり、昭和8 

年の建造であるが、柱心々12尺(3.64m)となっていない。

養蚕時、1階と2階は棚飼い、簀の子床の小屋裏は3階と 

呼ばれ上簇に使用された。条桑育は別棟で行い、当建物で行 

わなかったという。当家における養蚕の最盛期は昭和30年代 

であり、その規模は春蚕(5月)120g、夏蚕(6月中旬〜 

7月初旬)60g、初秋蚕(8月)60g、晩秋蚕,(8月末〜9 

月初旬)120g、晩晩秋蚕(9月中旬〜9月初旬)20g、計 

380gであり、繭は豊巻社に出荷した。平成22年は春蚕20g、 

夏20g、晩秋蚕20g、計60gであり、碓氷社へ出荷している。

(村田敬一) 

注1 本県では土間と床上室の配置方法により、土間が正面向 

かって右側を土間とする場合を「ミギズマイ」とし、その逆 

の場合を「ヒダリズマイ」と称する。

外 観



内部(2階)

一會家住宅断面図

一會家住宅 2階平面図

一會家住宅1階平面図



53旧ハワイ公使別邸

所在地渋川市伊香保町伊香保29-5 用 途別荘

構造概要建築年明治3〇年代
8.303メ^-トル、入母屋造り、スレート茸き

設計者 施工者

備 考

日本とハワイとの国際的な交流は意外に古く、遺米使節団 

が1844年(万延元年)にアメリカ訪問の折にホノルルに寄港 

して、カメハメハ4世に会見したことに始まると言われる。こ 

の時にカメハメハ王は日本との修公親書を使節に託し、1865 

年(慶応元年)に日本駐在のためハワイ領事館を横浜に置い 

て親善協定が慶応3年に結ばれた。明治元年にはハワイ側の 

希望を受入れて153名の日本人移民をハワイ側に送っている。

カメハメハ4世の跡を継いだカメハメハ5世はより熱心 

な親日家として知られ、1881年(明治14年)に来日した2週 

間の滞在期間を利用して明治天皇に面会した。この面会では 

天皇側にカメハメハ5世の跡を継ぐカイワラニ王女の銘とし 

て、日本側の皇族を迎え入れたいとfゝう希望を出しており、 

日本とハワイの間で外交官の駐在を認めている。そレて日本 

駐在のハワイ国領事としてR.W.アーウィン(Robert Walker 

Irwin)が任命された。ベンジャミン•フランクリンの後喬 

であるアーウィンは慶應2年に来日し、三井物産に勤務して 

からハワイの総領事を託されたと言われ、その間にハワイに 

日本人を移住させた功績として勲1等旭日大勲章など多くの 

勲章を受けている。明治33年頃にはハワイ公使を退き、台湾 

製糖株式会社の創立と日本の製糖業に尽力し、晩年は日本に 

帰化して81歳で永眠。その遺影は大正14年1月5日に青山墓 

地で眠っている。

アーウィンの日本生活について、伊香保温泉でいつ頃から 

別荘生活を始めたかについての正確な記録はない。しかし、 

明治30年頃の伊香保の案内記には「ハワイ国公使の別荘」、 

また大正期の案内記にも「元ハワイ公使アールウィンの別 

荘」と記されており、明治30年頃には伊香保でその存在が知 

れ渡っていたことが考えられる。

ちなみに伊香保の別荘は東京の料亭「紅葉館」が別荘と 

して使っていた建物である。昭和45年の『伊香保誌』では 

「アールウィンの別荘は伊香保の千明旅館の下で、江戸時代 

の関所跡のすぐ近くにあり、現在は群馬県社会福祉協議会で 

運営している観山荘がそれである。地元の話によると、公使 

の別荘のあと紅葉館が手に入れて別荘にしていたが、そのあ 

と講談社の野間清治社長の手に渡った。野間社長はこの建物 

を少年社員の研修所に充てて、剣道なども練習させた。その 

道場は最近まで遺っていたが改修のため取りこわされた。終 

戦後群馬県が野間氏から譲受け、県の財産となって今日に 

及んでいる」(昭和45年10月1日発行、伊香保町教育委員会) 

とその辺りの事情を記している。

しかしながら、最近の研究では、アルウィン別荘の土地は 

明治24年5月に紅葉館に買い取られ、同年7月には地元の有 

力者であった須田逸平の手を経て同年9月に武智きくに所有 

が移っていることが「土地台帳」などから判明した。武智き 

くはアルウィンの妻であった武智いきの姉「つな」の養女で 

あり、明治の元勲井上馨の斡旋で別荘を所有するようになっ 

たと言われており、建物の竣工年代は明治20年代後半(25年 

〜30年)頃とも考えられる。

室内の間取りは、1階が南側に間口 2間半X奥行き1間半 

の玄関と玄関ホールを置き、その奥に9畳と10畳の和室を配 

置し、周囲に広縁を廻して物入れ•階段を付した構成であ 

る。階段と玄関周りは後の改造であるが、基本的な室内構成 

は当初の原形を保っている。

2階は10畳と7畳半の2部屋の和室で構成され、その周囲 

に広縁が廻っており、座敷の柱間は群馬県で言うところの本 

間(ホンロク。すなわち1間=6尺2寸= 1.880腿、2間の 

柱内法=12尺)である。北側の10畳和室には平書院と琵琶床 

風の飾り棚が付いており、最も格式ある部屋として用意され 

たことが考えられる。

2階の東側と北側の広縁は、ベランダ風の全面ガラス戸が 

廻っており、周囲の眺望を意識したものと思われる。ただし 

古写真では当初の建物にはガラス戸はなく、1•2階の広縁 

は雨戸で南側の座敷のみに雨戸と紙貼り障子が付けられてい 

たという。一時しのぎの逗留を意識した開放的な造りであっ 

たことは間違いない。

アルウィン別荘は「ハワイ独立国当時の伊香保の交流を示 

す貴重な国際交流資料」として、昭和60年に10月1日に渋川 

市の市指定史跡を受けている。それから25年以上の年月が過 

ぎて早急な保存修理対策が検討されている。

(藤谷陽悦)



関連資料：『渋川市指定史跡旧ハワイ公使別邸 現況調査報告書』 

2010年8月2日、渋川市教育委員会文化財保護課、株式会社 ア 

トリエ蔵

『伊香保誌』昭和45年10月1日、伊香保町教育委員会

1階旧和室

2階和室

1階平面図 2階平面図



54横手館本館(西館)

所在地伊香保町伊香保 用 途商業•産業建築(温泉旅館)

構造概要木造4階建、入母屋造、金臟葺 建築年

初年の増築。

設計者 施工者

 老本館(東館)は木造3階建、入母屋造、金属板葺、大正9年(1920)の建造。別館(常磐苑)は昭和 

40年代の建造。

横手館は伊香保温泉に位置する。伊香保温泉は榛名山の標 

高70〇〜800mの山腹斜面にある。温泉街の中心は石段街であ 

り、その最上部に伊香保神社が鎮座する。江戸時代温泉権は 

14軒の大屋に固定され世襲で独占した。当地は県内の他の温 

泉地より、江戸幕府、明治新政府に近かったことから、大い 

に発展し現在に至っている。群馬県では草津温泉に次いで有 

名な温泉である。群馬の三大温泉地は、草津温泉、伊香保温 

泉、水上温泉(古くは草津温泉、伊香保温泉、四万温泉)で 

ある。

伊香保温泉は大正9年(1920)の火災で温泉街は焼き尽く 

されている。横手館もその火災で焼失し、同年に建造された 

ものと伝える。また、当館では建造した当主は、現当主の3 

代前の横手信太郎であるという。

横手館は大正9年建造の本館(西棟〜木造4階建•入母屋 

造•金属板葺、東棟〜木造3階建•入母屋造•金属板葺)と 

昭和40年(1965)建造の別館「常磐苑」(鉄筋コンクリート 

造4階建)からなる。なお、本館(西棟)の3、4階部分は 

昭和初年の増築によるものと伝える1。また、本館(西棟) 

は本館(東棟)に比べると改造が比較的少なく当初の状況を 

よく残している。本館(西棟)の平面図を示す2。

本館(西棟)は1階を従業員、当主の居住部分、帳場と 

し、2階に4室、3階と4階にそれぞれ5室の計14室を設け 

ている3。各客室の意匠はそれぞれ異なっている。最も大き 

い客室である2階の「老松」(角部屋)は下足の玄関部、2 

畳半の玄関の間、7畳半の前室(床の間付き)、14畳の間(床 

の間と平書院付き)の3室からなる。14畳は床柱と天井の棹 

縁に竹を用い、縁との境の柱は磨き丸太としている。

(村田敬一) 

注

1 筆者の平成11年の聞き取り調査による。

2 実測調査が可能部分のみを表示している。

3 3階の西側端部の室は実測調査ができないため用途が不明。

外 観

内部(客室)

全体図

本館(西館)

本館(東館)

調査対象建物



横手館 4階平面図

横手館3階平面図

横手館 2階平面図

横手館1階平面図

〔2〜4階平面図は日本大学生産:E学部藤谷陽悦研究室の資料を参考に作成〕



55勝月堂(ショウゲッドウ)事務所兼住居

所在地渋川市伊香保町伊香保591-7 用 途商店(町屋)

描、出舰亜 木造5階建て•入母屋造り•銅板葺き、桁 律链住 呎舶知郎 
«造概€行9.290メートルx梁行5.900メ-トル » 

設計者 施工者平沢某(左官エ)

備 考

勝月堂は伊香保温泉のなかでは「湯の花まんじゆう」の元 

祖に位置付けられている。ここの初代主人である半田勝三 

(生年不詳一 s44.3.20没、77歳)は東京•新宿の風月堂で3 

年余りの修業の後、明治43年に伊香保温泉に帰り、この場所 

で団子類の和菓子屋を開いたと言われている。最初はカルメ 

焼き•ラムネ•団子売りなどを縁日の日に販売していたが、 

風流人で名を馳せていた須田逸平氏の勧めで「湯之花饅頭」 

を考案し、餡子に黒砂糖を入れた皮で包んだ饅頭は伊香保温 

泉の大ヒット商品となり、店も大繁盛するようになったと言 

われている。勝月堂の開店は半田勝三が帰郷してから1年後 

の明治44年と言われている。古写真によれば、最初の店舗は 

木造平屋建て、切り妻の柿葺き屋根を載せた簡素な造りであ 

り、その後、最初の店舗は建て替えとなり、昭和初期に現在 

の建物を建立したと言われている。土地は加納屋旅館(後の 

古久家旅館)から借り受けた借地であり、近在に住む平沢某 

という宮大工に頼んで建物の工事を請け負ってもらったとい 

う言い伝えがある。

店舗の敷地は旧店舗の跡地をそのまま利用した傾斜地に位 

置しており、木造5階建ての掛造り風の家屋となっている。 

建物は木造5階建て•入母屋造りトタン板葺き、建物規模は 

桁行9.290メートルX梁行5.900 メートルで1階から5階まで 

を垂直方向に積み上げている。

各階の室内用途は、1階が物置倉庫、2階が使用人部屋と 

仕事部屋、3階は旧店舗、4階は客間兼寝室、5階を居間に 

使っている。1階の基礎部分は戦後に増築を行った際、RC 
造に造り変えたというから、1階にある物置倉庫と2階の使 

用人部屋は戦後に造り変えた可能性が考えられる。2階は使 

用人室を東側に配置し、街道に面した西側を仕事部屋に振り 

分けている。使用人部屋と仕事部屋では階段を設けて床面に 

段差を付けており、階段を付けた使用人部屋の上部は中2階 

となって休憩室を設けている。風呂•洗面所•収納室は北側 

にまとめており、その上部に折上げ階段を付けて上階に通じ 

るようになっている。仕事部屋は板間の部分と半土間の空間 

で構成される。半土間は3,400メートルX2,520メートルの広 

さであり、そこには竈と水洗い場が設置され、これに板間6 
畳ばかりの空間を加えると、たった2間X 3間ばかりの空間 

で餡練りから饅頭蒸しなどすべての工程をこなしていたこと 

が考えられる。

店舗の出入口は3階の街道に面した西側に設けている。現 

在は店舗間口を約1間2尺ほどに縮小し、玄関が南側で北側 

に台所を設けているが、当初は間口一杯に店土間が開かれて 

いたという。店土間の奥が帳場であり、帳場はそのまま居間 

として使用されている。昭和30年頃に新しい店舗が伊香保神 

社の近くに設置され、土間はそのまま改造を行って板敷きに 

よる台所に改められている。また居間の奥には段差を付けて 

板敷きと寝室が配置されている。

ちなみに外観正面の北側半分は後のショーウインドーを補 

設した痕跡を残している。これから店舗は戦前においてもた 

びたび改装を繰り返していたことが考えられる。

4階は8畳「客間」• 6畳「次の間」• 3畳「寝室」の構成 

であり、「客間」と「次の間」ではそれぞれ床の間を設けて 

いる。「客間」と「次の間」は長押と亀甲組の組子欄間があ 

り、客間の「床の間」では付書院はあるものの脇床がなく、 

限られた空間でいかに格式を整えるか、それに苦心していた 

様子が伺える。

5階は畳敷きが客室で板敷きは居間に使っている。居間は 

物干し場であった場所を後に改造したと言われており、昭和 

6年に福一旅館が建て替え工事を行った際、その工事を請け 

負った前橋市•小林工業に頼んで一緒に増築させたと言われ 

ている。客室は数奇屋風書院で仕上げており、4階に設置さ 

れた「座敷」•「次の間」とは趣を異にしている。5階の客室 

は脇床を備えた本床であるが、違い棚を省略しつつ地袋だけ 

を設置し、床柱は水楷などの環孔材を使っている。天井は茶 

室に使う筵編み天井であり、柔らかい雰囲気で小林工業らし 

い粋な空間として仕上げている。

このように勝月堂事務所兼住居は戦前期からたびたび増築 

を繰り返し、室内の用途を変えながら現在まで受け継がれて 

いるが、伊香保温泉においては数少ない5階建て木造建造物 

であり、さらに伊香保温泉の福本通りの傾斜地に位置し、独 

特の景観を形作っていることは言うまでもない。木造建造物 

は昭和初期に入ってから技術的に最高水準に達したと言われ 

ている。勝月堂事務所兼住居はまさしく時代の表現者であ 

り、群馬県においては貴重な木造建造物の1棟に数えられる 

と思われる。 (藤谷陽悦)

関連資料：古写真「湯の花まんじゅう」•半田博『「スケート群 

馬」の星明かり』(平成21年10月、上武印刷株式会社)



5階客室 5階居間

2階仕事部屋

2階平面図

3階平面図 5階平面図



56斎藤家住宅(サイトウケジュウタク)

所在地渋川市村上 用 途農家

構造概要木造3階建て•切妻造り•桟瓦葺き了建築年昭和13年(1938)頃 
惘は慨安25.000メートルX梁行12.950 メートル

設計者 施工者斎藤和助(伝承)

備 考

斎藤家は岩櫃城と関係があり、江戸時代から斎藤半音•斎 

藤梅雄と共に小野上村地区の名主を務めてきた旧家である。

先代の家屋は天明時代まで遡り、天明3年(1783)の浅間 

山噴火で鬼押出付近が焼失し、その時の当主であった斎藤助 

右衛門が焼け残った旧村上村の民家を払い下げて建立した 

との記録が残されている。その建物は昭和13年の火災で一部 

が焼失し、上白井南谷の旧後藤家を移築して、それに新材を 

加えて再建したとも言われており、吾妻郡中之条町に在住し 

た大工•斎藤和助が工事に当たった。ちなみに昭和13年の火 

災では、冠木門(竣工年：不詳)、表庭の「下がり藤」を意 

匠としてあしらった土蔵(竣工年：不詳)、裏庭におかれた 

土蔵(木造2階、1階は米蔵と味噌蔵、2階は文庫蔵)が焼 

け残ったと言われている。裏庭の土蔵(2階文庫蔵)からは 

「弘化四年春」•(1847)の墨書が発見されている。

建物は木造3階建て•切妻造り•桟瓦葺き、桁行25.000 

メートルX 梁行 12.950 メートルの大規模養蚕農家であ 

る。切妻屋根は出桁の構造で支えている。

住宅の間取りは不整形多間取りであり、桁行方向のほぼ中 

心に入口を付け、そこから裏口までを通り土間としてダイド 

コロと旧馬屋を設け、さらにその西側に旧桑屋と旧ダイドコ 

ロなどを増設している。屋敷の南側には小さな築山の庭園を 

設け、そこには便所と広縁を置き、広縁に面して「ジョーダ 

ン」•「オクの間」• 8畳「オク」の座敷が並んでいる。広縁 

の南端は階段が付いて2階の小座敷へと続いている。

「ジョーダン」は床の間•違い棚•付書院の本床を備えた 

書院造りであり、その床柱は杉の磨き丸太で長押を廻し、長 

押には松葉形の釘隠しが付いている。「ジョーダン」は西側 

2間を白漆喰壁で閉じているが、これは部屋の独立性を高め 

るため、後に改装したものと思われる。「ジョーダン」•「才 

クの間」•「オク」の座敷ではいずれも棹縁天井と長押を廻 

し、「ジョーダン」と「オクの間」では上段•下段という手 

法で、敷居の高さに差異を付け、格式の違いを表現してい 

る。南庭に面した3室だけは接客の設えを用意したものと考 

えられる。

多間取り形の中列に当たる「ナカノマ」•「ナンド」•「キタ 

ノマ」は子供部屋•寝室として、後に改装を加えたところで 

ある。土間に面した茶の間•仏間•「コザ」•「カッテ」は、 

「カッテ」が近代的な台所施設に変わった以外に、この地方に 

ある上層階級の伝統的民家の形式を踏襲したと考えられる。

土間(旧ダイドコロ)と物置(旧クワヤ)は母屋の座敷に 

対して下屋部分に配置され、そこでは炊事場や竈の跡が残っ 

て当初の部屋の使い方がよく示されている。

建物の2階は桁行19.100 メートルX梁行12.950 メートルの 

御蚕場部分と、桁行6.100メートルX梁行12.950メートルの 

クワ屋部分に分かれている。クワ屋は下屋の2階部分を占 

め、床の板間には桑を出し入れする滑車の跡が残されてい 

る。蚕室は母屋の上部を占め、全体で6室に仕切られた跡を 

残している。6室ある部屋のうち、南側2室は作業場よりも 

床面が一段高くなって、そのうち1室は小座敷が占めてい 

る。しかしながら小座敷では新規の材料が使われており、の 

ちに増築が加えられたことも考えられる。

3階は全体の空間が蚕室であり、スノコ敷きの床板に換気 

用の出窓を洋小屋で屋根裏に設けている。小屋組については 

基本的に京呂組で、1間の間隔で柱に梁をかけ渡し、それを 

2方差しで繋ぎ止め、柱の上部については敷桁を乗せて投げ 

掛け小屋組で繋いでいる。すなわちこの地方の養蚕農家の伝 

統工法が使われているのである。

ちなみに斎藤家の竣工年は昭和13年であり、近代和風建築 

のなかでは比較的新しい民家に属すると考えられる。しか 

し、斎藤家では昭和13年に一度火災に逢い、その再建に当 

たって上白井南谷村にあった民家を移築してきたと言われて 

おり、部屋の間取りは上段の座敷空間が用意されるなど、上 

層階級の農村民家の格式を重視した生活様式が残されてい 

る。一方、その民家の工法は新材を加えたと言われるだけ 

あって、小屋組は京呂組で伝統性を踏まえつつ、隠れた部分 

で近代的な工法が使われている。こうした古来の伝統性と新 

規な近代性の混在が近代和風建築の特色のひとつであり、こ 

の斎藤家ではこうした近代和風建築の魅力がよく表れている。 

(藤谷陽悦)

関連資料：伝承



ジョーダン

広 縁

旧クワヤ
2階蚕室

2階平面図

1階平面図



57津久田鏡の森歌舞伎舞台(ツクダカガミノモリカブキブタイ)

所在地 渋川市赤城町津久田194-3 用 途 歌舞伎能舞台

描、生搬® 木造1階建て、桁行10.830 メートルX梁行     
構迫概要9.780 メートル、入母屋造り、銅板葺き 建築年明も2年(1870)

設計者 施工者

備 •考その他

渋川市赤城町津久田、鏡の森八幡宮に設置された固定式 

の農村歌舞伎舞台である。建物は桁行10.830メートルX梁行 

9.780メートルから成る農村歌舞伎の能舞台であり、木造平 

屋建て、入母屋造りである。屋根は銅版で葺かれているが、 

昭和30年代に映された古写真によれば、当初は茅葺の建物で 

あったことが判る。

ちなみに農村歌舞伎は江戸時代において、各農村地域で行 

われていた伝統的な祭礼行事であったが、現在でも受け継が 

れているのは全国を見渡しても200か所以内に過ぎない。群 

馬県は関東の中で農村歌舞伎が盛んな地域であり、とりわけ 

1891年(文政2年)に地元(字高井村)の大工•永井長治郎 

によって建設された赤城町上三原田歌舞伎舞台(国指定重要 

有形民俗文化財、昭和35年6月9日指定)は特殊な舞台機構 

を持った農舞台として、全国にその名前が知られている。そ 

の特殊な舞台機構とは、第1にガンドウ機構であり、三方の 

板壁を外側に倒して舞台の広さを2倍以上に拡大する装置を 

備えていること。第2は舞台の奥に遠身と呼ばれる背景を付 

けて奥行きを深く見せる遠身機構の装置のことである。その 

ほか、第3の特色としては平舞台いっぱいに回転部を回転さ 

せる柱立廻式廻転機構を備えており、これは同形式の廻り舞 

台としては最古のものとされている。第4は小舞台を天井• 

奈落の双方からセリ上げ•セリ下ろす、二重と呼ばれるセリ 

ヒキ機構を備えていることであり、これは日本の中でも唯一 

の装置として注目されている。

津久田鏡の森歌舞伎舞台はこれら4つの特色のうち、第3 

の柱立廻式廻転機構と第4のセリヒキ機構を備えていない 

が、第1のガンドウ機構と第2の遠身機構は用意され、この 

地方の農舞台としての特色を受け継いでいる。

津久田鏡の森歌舞伎舞台の舞台構成は、「平土間」.「二 

重」•「三重」の3部門より成り立っている。平土間は桁行 

7.010メートルx梁行9.780メートルの広さを持ち、正面に向 

かって左右に出入り口階段を設けており、その後方に舞台 

面積を拡大する装置としてのガンドウガエシを付けている。 

ガンドウガエシの片面広さは2.790メートルX3.890メートル 

であり、両者を拡大すると、平土間の舞台面積は桁行15.360 

メートルX梁行9.780メートルとなる。これは当初の舞台面 

積の1,5倍である。農舞台の天井は前方が吹き抜けで、ガン 

ドウカエシから後方は棹ぶち平天井となっている。後方の床 

面には障子建具を入れた移動式の滑車付き仮設舞台が置かれ 

ており、ガンドウガエシから後方が演目舞台として機能して 

いたことが判る。

「二重」は平土間よりも床高が95センチほど上がり、舞台 

の奥行きを深く見せる工夫を凝らしている。二重の床下は舞 

台道具を入れる地下室となっている。また二重の背面はガン 

ドウカエシであり、その壁板を後方に倒すことで舞台面積が 

拡大し、桁行1.850メートルX梁行9.780メートルの「三重」 

の舞台となる。さらに三重は二重の床面よりも若干その高さ 

を増しており、その後方の壁面に「遠身」と呼ばれる背景を 

付けることで舞台装置としての奥行きが増してゆく。こうし 

た舞台装置に奥行き感を見せる工夫を遠身機構と言い、この 

地方の農舞台に共通して見られる特色である。

津久田鏡の森歌舞伎舞台では、古文書などの記録によれば 

明治2年頃の建造と見られている。

建物の内部は板敷きであり、舞台の小屋組は束立てを基本 

とする和小屋である。建物の外観は入母屋造り銅版葺きであ 

るが、昭和40年3月7日に撮影した古写真によれば正面に狐 

格子を見せた茅葺の姿(「昭和四十年三月七日写 旧来の萱 

葺き屋根の姿」)を映している。屋根の葺き替え工事は昭和 

47年3月に行われているから、現在の銅版葺きスタイルは葺 

き替え工事の折に変更が加えられたものと考えられる。昭和 

47年3月20日の屋根改修工事では棟札を残している。そこに 

は「請負者 大工棟梁 岩崎島造、大工 岩崎幸代•都丸 

久男•都丸繁•都丸達夫 板金工 前田利平•前田真六•飯 

塚鉱一 •大塚信市」などの職方の名前を残しており、明治2 

年の竣工時における請負施工者との関係が見付かれば興味深 

い。今後の調査を待たなければならない。鏡の森歌舞伎舞台 

は昭和58年1月20日に市指定重要有形民俗文化財の指定を受 

けている。

(藤谷陽悦)



平面図 舞台補助開き

外観背面、ガンドウガエシ

平面図舞台補助閉じ

ガンドウガエシ

舞台内部、滑車付き仮設舞台

平面図地階 立面図東側



58都丸家住宅

所在地 渋川市北橘町八崎 用 途 住宅

M 木造2階建て.入母屋造り.桟瓦葺き、桁〇 - 
行17.745メ-トルX梁行6.85メ-トル ®  (1928) ®

設計者 施工者片桐菊次

備 考 都丸家•家系図、棟上の記念写真

都丸剋欣家は主要街道渋川•吾妻線沿いの旧金井宿の中心 

部に位置する造り酒屋の住宅である。

都丸家に残されている「供養塔 都丸氏移栄塋記」の「都 

丸家系図」によれば、都丸家は戦国時代まで白井城主•長尾 

氏が支配する利根川廻十騎の家臣団として勢多郡根古村に住 

んでいたと言われている。その後、戦国時代末期に見立•三 

原田•群馬郡金井の近村に分かれて散在し、そこで都丸一族 

として一家を構え、一苗八崎村字角谷戸に住んだ都丸家では 

江戸時代から代々農業を営んで繁栄を築いたと言われてい 

る。都丸一族は明治時代に都丸本家(八崎角谷戸)と分家で 

ある都丸八百次家(都丸八百次は二男で大正10年2月19日生 

まれ)に分かれている。分家の都丸八百次家では大正時代に 

八崎1080番地(当時の北橘村、現在の渋川市北橘町)に住居 

を構えて造り酒屋「析屋」を始めたと言う。それが都丸剋欣 

家の基礎となっている。

ちなみに現住の住宅は造り酒屋「析屋」を始めた八百次郎 

の長男三代次(昭和40年6月2日に63歳で没、北橘村2代目 

村長を務める。)が建てたと言われている。建築年は昭和3 
年の言い伝えを残すのみであるが、主人の三代次が26歳頃に 

建てた住宅と考えられる。

都丸家には棟上を行った際の記念写真が残されている。そ 

こには棟上式において大勢集まった職人姿が写されており 、 

住宅の工事を請け負ったのは近在の大工である片桐菊次(菊 

次の息子は80歳で生存)であったという言い伝えが残されて 

いる。写真に写された大勢の職人姿から、村中から職人を集 

めて工事を行ったことが考えられる。

住宅は木造2階建て•入母屋造り•桟瓦葺き、建物規模は 

桁行17.745メートルX梁行6.85メートルである。北側には事 

務所等の建物が付設されている。かつて商家とこの住宅は渡 

り廊下で繋がっており、住宅は商家の別宅として建築された 

ことが考えられる。

住宅の間取りは上•下階とも同類の平面プランとなってい 

る。居室は上•下階ともに3部屋に分かれ、居室の廻りを片 

廊下が回遊式に巡っており、1階では便所と浴室が廊下の西 

側に並んでいる。台所施設は廊下の北側に増築されている。 

つまり最初のプランでは台所施設がなく、食事などは商家の 

台所で用意していたことが考えられる。別宅であったので、 

この住宅まで料理を運んで来客を持て成したものであろう。

玄関は南側廊下の中央付近に設けており、式台を付けた入 

母屋造り•土庇である。屋根は三州瓦を使っている。玄関で 

は笹目の格天井に照明器具を吊るしており、貴賓の逗留など 

を意識した御殿造りであったと考えられる。

1階は10畳「西の間」•10畳「中の間」•10畳「茶の間」の 

構成であり、このうち東側の2室は内向きの部屋として考え 

ている。西側の10畳「西の間」は接客用であり、付書院を省 
略しつつも床脇を備えた本床でまとめている。床柱は笹目の 

角材を使っており、床框は黒漆塗である。接客を考慮した書 

院造りとなっている。

2階は10畳「西の間」• 8畳「中の間」• 6畳「小座敷」の 

構成であり、どの部屋でも床の間が用意されている。

10畳「西の間」は床•棚.付書院を備えた書院造りであ

る。付書院では投網の「網掛け」を図柄に描しゝてしゝる。この 

住宅からは大正橋の下流で行われてレゝた「落合梁魚」を眺め 

ることができたと言われており、図柄はそうした風景を意識 

して描いたことも考えられる。また欄間には「山並み•霞• 

すすらん」の図柄が描かれており、この山並みの絵柄を群馬 

県の山河に照合すると、それぞれ「赤城山」•「榛名山」•「妙 

義山」に近いデザインとなり、住宅から眺められる群馬県の 

景色を意識してまとめられたことが考えられる。また「すず 

らん花」はこの酒造家で取り扱っていた「赤城スズラン」の 

銘柄と同じである。つまり欄間では周囲の景色や酒造の銘柄 

を意識してデザインとして用いており、この住宅のデザイン 

感覚を知るうえで重要な特色となっている。

また住宅の見どころとしては2階の襖絵が上げられる。 

「西の間」の襖には「雁が飛来する波千鳥」•「水仙花」、戸袋 

には「松」が描かれている。そこにはいずれも「武山」の署 

名と落款が判読でき、木村武山が描いたことが考えられる。 

木村武山は岡倉天心の元で日本絵画を学び、横山大観•下村 

観山•菱田春草らと共に日本絵画の近代化に努めた重鎮であ 

る。木村武山は1876年(明治9年)11月29日に茨城県•旧笠 

間藩士の家に生まれ、12歳の頃より「武山」の号を用いてい 

る。1891年(明治24年)には東京美術学校普通科に進んで下 

村観山教授から強い影響を受け、1906年(明治39年)に岡倉 

天心が設立した茨城県五浦の移転に同行したことでも知られ 

ている。しかし、晩年は脳溢血で倒れ、郷里の笠間市で静養 

しながら1942年(昭和17年)に67歳で亡くなった。その作風 

は花鳥画を得意とし、琳派風の手法を用いた壮麗な画風が持 

ち味であったと言われている。この住宅の襖絵でも花鳥画を 

選んでおり、その優れた色彩感覚がよく示されている。木村 

武山がこの住宅の襖絵を描いた背景には、建主の文化人たち 

との交流の深さを物語っている。

隣室の「中の間」は書院造りに比べると、いくぶん柔らか 

い数寄屋風の意匠でまとめている。「西の間」を“真”の書 

院造りに例えると、「中の間」は“行”であり、床の間は違 

い棚を用意した本床であるが、床柱や床框は板屋楓の板目材 

などデザイン感覚に優れた材質を選んでいる。また「中の 

間」では襖絵を見ることができないが、当初は日本画壇の松 

井桂月が逗留しながら襖絵を描く予定であったと言われてい 

る。それが実現すれば、もう少し華やかな雰囲気に富んだ部 

屋に仕上がったことが考えられる。.

東側の6畳「小座敷」は草案風の座敷である。床の間では 

床脇を備えた本床を用意しているが、床柱は省略し、それを 

桜皮付丸太の吊束で代用させている。天井板は板目の杉材 

で、棹縁にこぶしの皮付丸太を使っている。襖は「水仙花」 

を描いている。この部屋では襖絵に署名•落款を見出すこと 

ができないが、欄間は「山並みと霞」の彫り物で、「西の間」 

と同様の図柄コンセプトを見出すことができる。

ちなみに「小座敷」では「酒業報国公爵一条実孝」 

(押印は公爵 藤原実孝)と書いた扁額が残されている。こ 

れを記した書家は一条実孝(1880—1959)という文武に優れ 

た海軍軍人であり、奈良県飛鳥村の「脇本酒造」ほかでも同 

じ「酒業報国」の書が残されている。一条実孝は明治13年3



月15日に大炊御前師の長男に生まれ、のちに一条実輝の養子 

となり、横須賀鎮守府第3艦隊各参謀を経てから大正13年に 

フランス駐在武官になっている。昭和2年に大正天皇•大喪 

使祭官長を務め、戦時中には大政翼賛会で重要な位置を占 

め、山本五十六の有名なプロペラ書「龍可訳四溟」と共に川 

崎市ホテル精養軒で「産業報国」(押印は公爵藤原実孝) 

の扁額を残している。海軍軍人の一条実孝が都丸家をいつ頃 

に訪れたかは定かでない。しかし、当時の渋川宿は伊香保温 

泉地への中継地として、文人墨客の到来が多かったことが予 

想される。都丸家でもその-^環として文人墨客の逗留を受け 

入れて貴重な絵画が残されたとすれば、なおさら興味深い。

いずれにしても、この都丸家では地域遺産•文化の重要な 

痕跡を残しており、都丸八百次•三代次親子が造り上げた地 

味な外観であるが、住宅の内部には当時の文人墨客と交流や 

文人趣味が顔を覗かせている。それは数寄屋風書院による丁 

寧な仕事ぶりにも表れており、この地域における建築文化を 

知る上での貴重な建物と考えられる。 (藤谷 陽悦)

関連資料：「都丸家•家系図」•竣工写真

玄関天井 2階西の間

2階西の間、付書院 2階小座敷 上棟式写真

1階平面図

2階平面図



59森田家蚕室

所在地 渋川市北橘町上箱田 用 途 蚕室

構造概要木造2階建、切妻造、瓦型鉄板葺 建築年大正2年(1913)

設計者 施工者

備 考 大正5年(1916)の殺蛹のための乾燥室を残している。

現当主健治氏の3代前にあたる定治郎〔大正5年(1916) 

10月14日没、享年68歳〕は養蚕をはじめて財をなし、北橘村 

の村長を務めた。当家は農地解放で30町步を手放している。 

当建物は定治郎の子である傳作〔昭和23年(1948) 9月22日 

没、享年80歳〕が大正2年(1913)に建造したと伝える1。

当建物は主家とは別棟に建てられた専用の蚕室で、木造2 

階建、切妻造、瓦型鉄板葺とする。この瓦型鉄板葺は平成10 

年頃に瓦葺を葺替えたものである。小屋組は和小屋としてい 

る。規模は1階が桁行14.515m、梁間7.525m、2階が桁行 

14.515m、梁間7.525mである。正面は2階床部分を「出し 

梁造り」、軒を「船泄造りJとする。棟には「総檜」(当家で 

は「テンソウ」と呼ぶ)を設ける。背面左手の床の間がある 

室における、2間柱間の梁間方向における内法寸法は11.98 

尺(3.630m)心々寸法は12.44尺(3.770m)である。

当建物は当初.1階は6室に分割されており、背面左手の部 

屋に床の間を設けている。この部屋は冠婚葬祭用及び当主傳 

作の隠居用として造ったもので、畳敷きとし壁を青漆喰で仕 

上げている。2階は2室に分割されており、部分的に簀の床 

として換気が図れるようになっている。屋根裏の3階は全面 

を簀の子の床としている。

当家は高山社の養蚕教師の指導を受けていたと伝える。養 

蚕の戦前の掃立量は、春蚕100g、夏蚕30g、晩秋蚕70g、 

年間では200g、戦後は春蚕60g、夏蚕20g、晩秋蚕40g、 

年間では120gであったという。古くは蚕種は塩原蚕種のも 

のを用い、繭は渋川の吉野組に出荷していという。棚飼いか 

ら条桑育に替わったのは昭和34、35年(1959、60)頃で、養 

蚕は昭和37年(1962)に止めている。

なお、当建物に正面向かって左端に近接して建つ、乾燥 

室は8〇〜90度で殺蛹するものであり、この建物は大正5年 

(1916)の建造と伝えている2。 (村田敬一)

注

1 市の課税明細書によれば建築年は大正2年である。

2 市の課税明細書によれば建築年は大正5年である。

外観(右手赤城型民家は主家)

内部(2階)

乾燥室外観



主 家

森田家住宅(蚕室)断面図

森田家住宅(蚕室)2階平面図

森田家住宅(蚕室)1階平面図



60今井家住宅

所在地 渋川市北橘町下箱田 用 途 農家

描、生挪亜 木造2階建て、桁行23.375 メ ートルX梁 
構;is概要行9.623 メートル、切妻造り、瓦葺き 建(年大正11年(1921)&エ

大工棟梁：赤神善四郎(鳶職：宮崎龍造、

設計者 施工者建具：木原著長三郎、左官：福本善三郎、

土方：野島初太郎)

備 考 「東新宅棟札銘」、『東新宅の新築のおもい出』(今井権三郎)

赤城段丘の高台、北橘村に位置する今井家は木曽義仲の四 

天王の一人である今井兼平を祖とする武家の出である。今井 

家では代々文化人•"政治家を輩出し、' 特に兼明は尊円流の書 

家の大家として門下も多く、また住居の一部については寺子 

屋として村内の教育に注いだこともあった。その妻 和子は 

俳諧に秀で、東京高輪の泉岳寺に句碑があるという家柄であ 

り、今井家ではその後代々村長を務め、今井本家の先々代の 

当主に当たる今井善一郎は「民俗学の父」と言われた県内民 

俗学の第1人者として知られている。

この住宅はその今井本家の「東新宅」に当たり、民俗学者 

として知られた今井権三郎が育った生家でもある。

今井本家では約2000坪の屋敷を構え、母屋は赤城山麓に見 

られた赤城型民家であり、そのほか土蔵6棟、離れ書院、納 

屋、木小屋、水車小屋、長屋門などが点在する。母屋は江戸 

中期の建物であり、建設年代は文化15年(1818)と言われ、 

木造総2階建(桁行18.1メートルX梁行10.8 メートル)で、 

入母屋造りの堂々たる建物である。

一方、調査に当たった今井純一郎家(「東新宅」)は、今 

井本家である今井善之輔家と親類筋に当たる今井登代子家 

(「中新宅」)とは道路を挟んで隣接し、今井登代子家が所有 

していた畑を潰して建設されたものと言われている。今井純 

一郎家には民族学者で知られる今井権三郎が描いた「東新宅 

棟札銘」という記録が残っており、そこには建築に関するい 

きさつが次のように記されている。

「惟時大正拾春年拾春月弐拾六日吉辰ヲトシ将ニエ成リシ 

東新宅落成二祝典ヲ挙ゲムトス。回顧スルニ大正七年拾弐月 

拾五日地鎮祭ヲ行ヒ越エテ九年弐月弐拾四日壬子大安日二手 

斧建ヲ修メ、続キテ参月七日甲子大安日二心棒ヲ立テ同ジク 

五月参日辛酉大安日ハ上棟ナリ。エヲ起コシ以来年ヲ関スル 

事四歳弊ヲ費スルコト数萬工手間実二九千参拾七ノ多キニ達 

セリ」

つまり建物は大正11年11月26日の完成である。しかし、エ 

事の進行状況については大正7年12月25日に地鎮祭が行わ 

れ、手斧初めは大正9年2月24日、心棒建ては同年3月7日 

であり、同年5月3日に上棟式を行っている。そして約4年 

の年月を掛けて竣工したのが「大正十一年十一月二十六日」 

という期日であった。

工事に携わった工人は「工手間実二九千参拾七ノ多キニ達 

セリ」(9037人)と記されている。そのなかで具体的に工事 

を取り仕切ったのが「棟梁一赤神善四郎、鳶一宮崎龍造、 

建具職一木原著長三郎、左官一福本善三郎、土エー野島初 

太郎」であり、当時において相当な規模を抱えた大工事で 

あったことが考えられる。工事に掛った費用は「エヲ起コシ 
以来年ヲ関スル事四歳弊ヲ費スルコト数萬」と記している。

この工事を起工した大正7年は全国で米騒動が起きた年で 

あり、日本は大戦契機で経済が潤う一方、農村では凶作が続 

いた米不足によって地方の民衆暴動が頻発した年である。当 

然、物価の変動は不規則となり、各地の物価高騰によって、 

今井家では節約を旨として工事の難局を乗り切った様子が記 

されている。こうした記録は今井家ばかりか、当時の農村事 

情を知る上で貴重な資料というべきであるが、こうして大正 

n年11月26日に完成したのが今井家の「東新宅」である。

建物は木造総2階建て、桁行 23.375メートル X梁行 

9.623メートルの規模であり、切妻造り桟瓦で、屋根に天窓 

を設けている。使用した木材は今井家が所有する地山から切 

り出したと言われる、建物の間取りは六間取りであり、大規 

模な養蚕農家である。

建物は玄関を設けてないが、西寄りに引き戸を付け、表 

側に半間の縁側を廻している。主屋は東側部分に座敷を設 

け、「ジョウダン」と「ゲダン」で構成されている。「ジョウ 

ダン」は8畳敷きで釘隠しが無いが、床の間は本床で違い棚 

と付書院を備えた本格的な書院造りである。床の間の床柱は 

征目を摘んだ杉材であり、脇床には黒柿を使っている。銘木 

も所々に使われたことがわかる。「ジョウダン」の東面は1 
間の広縁を廻し、そこには「変り組子障子」の書院窓を付け 

ている。「ゲダン」は同じく 8畳の座敷であるが、室内は簡 

素で西向きに「床の間」を付けており、その裏側に当たる東 

廊下に貴賓便所を設けているから、「デイ」に当たる部分で 

あったと考えられる。

「なかのま」は6畳敷きの座敷であり、唐紙障子と堅額入 

障子で室内を簡素に仕上げている。その北側に置かれた6畳 

は「ナンド」と呼ばれる部屋ではあるが、「置床」を設けて 

おり、控えの部屋として想定したことも考えられる。座敷6 
列の土間寄りは「茶の間」(10畳)と「炬燒部屋」(8畳)の 

部屋であり、土間に面して「あがりはな」と「かって」を付 

け、北口と南口を繋いだ「通り土間」の西側には「下男部 

屋」(6畳)を設けている。「かって」は近代的な台所に変え 

られたが、大阪格子の建具などを嵌め込んだ「茶の間」は竣 
ェ当時の姿を残し、それ以外の部分も昔の様子をよく留めて 

いる。

梁間5間X桁行n間の総二階屋はすべてが板敷きであり、 

南向きの正面に三尺の出桁を跳ね出している。小屋組は柱を 

敷桁で受けた京呂組(特に北面)であり、そのうえは投げか 

け梁を乗せた投げ掛け小屋組で繋ぎ、最上部については換気 

用の越屋根を一列に繋げている。しかし、今井家では一度も 

養蚕を行わなかったと言われている。そのため2階は養蚕で 

使用する器具•機材はひとつもなく、室内は汚れた様子も見 

当たらない。

なお江戸時代から続く今井本家は近世民家の範疇に入るの 

で、今回の調査対象においては除外してしまった。これも本 

格的な調査が望まれる貴重な一棟である。

(藤谷陽悦)



1階上段の間

1階あがりはな 2階内部 今井本家

断面図 2階平面図

1階平面図



61旧芦田町公会堂

所在地藤岡市藤岡字城屋敷1793-11 用 途公会堂

構造概要 木造平屋•入母屋屋根•瓦葺き 建築 年 昭和10年3月15日(1935)

設計者 施工者

備 考

本建物は、藤岡地区の芦屋町に造られた旧公会堂である。 

この芦屋町は、天正18年(1590)、芦田康貞が藤岡旧領を与 

えられて築城した城を中心に造られた城下町を起源とする。 

明治期以降は、農業および瓦産業をもとに藤岡の経済を支 

え、発展してきたという。ちなみに、昭和10年には世帯数は 

112世帯で、昭和初期には屋根瓦製造業店は17店、鬼瓦製造 

店が2店、農業戸数が80戸前後という状況であった。

こうした中で芦田町発展の拠点として、集会場の必要性が 

高まり、昭和9年1月の区の定期総会で新しい公会堂の建設 

提案が青年会から出され、認められたという。この提案は、 

再建とあることから、それ以前にすでに公会堂と称される建 

築が存在していたようだが、その詳細は分からない。

さて、この公会堂は、住民の寄付で建設工事も全区民の奉 

仕活動によって行われたという。建設の計画及び予算は昭和 

9年12月にほほ決定し、翌年1月から建設の準備にかかり、 

1月18日から20日までが基礎工事、2月8日には上棟式を行 

い、2月21日から瓦屋根葺きが行われ、3月15日に竣工し、 

同24日に落成式を行っている。

ところで、この公会堂のユニークな点は、厄除延命地蔵尊 

のお堂を併設していることである。平屋の建物を正面から見 

ると、中央の「藤岡芦田町 公会堂」という文字を挟んで正 

面右側には公会堂の入り口、左側には彫り物を配したお堂の 

向拝が並んでいる(写真1)。また、入母屋屋根の両端には 

鵠尾がある。これも住民の寄付によるもので、極めてユニー 

クな外観を見せている。内部は、すべて畳敷きで、公会堂部 

分は12畳+ 8畳+ 6畳の3間で、12畳には床の間が付いてい 

る。お堂は12畳で正面に須弥壇風の台があり、その上に厄除 

延命地蔵尊が安置されている。公会堂との間は建具で仕切ら 

れるが、普段は取り払われ必要に応じて建具を入れて使うと 

いう(写真2)。20年程前に入口土間を改造し、また脇に水 

場を増築したという。背面にある便所も20年ほど前の増築と 

いろ。このように一部改築はあるものの、全体的に創建時の 

姿をよく留めている。

ところで、お堂の向拝は、向拝の水引虹梁の上の龍の彫り 

物は躍動感があり、掘りも深い(写真3)。几帳面の柱上部 

には正面に獅頭左右に漠の彫り物、手挟みは鳥の籠彫りと多 

彩である(写真4)。これらの彫り物は慶応元年に再建した 

お堂のもので、公会堂の建設にあたって再利用したものであ 

るという。いずれにせよ、本建物は、戦前期の住民の浄財に 

よる和風意匠の共同利用施設の遺構として貴重である。

(内田青蔵)

く参考文献>

芦田町々誌編纂委員会『芦田町々誌』平成17年。

写真 2

写真3

写

真

4



写真1

旧芦田町公会堂平面図



62町田家住宅

所在地藤岡市本郷 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25年(1892)頃

設計者 施工者

備 考もと高山社分教場

当建物は町田菊次郎が建てた主家兼蚕室である。町田菊 

次郎は嘉永3年(1850)に緑野郡本郷村(現藤岡市本郷)で 

生まれ、大正6年(1917)に没している。明治9年(1876) 

に「高山組」の授業員(養蚕教師)として各地で巡回指導 

するようになる。明治18年(1885)には副社長、明治19年 

(1886)の高山長五郎の没後に社長となり、事務所と伝習所 

を藤岡町に移した。明治34年(1901)には「養蚕改良高山 

社」を母体とした「私立甲種高山社蚕業学校」の初代校長と 

なる。「高山社の名を知らずして養蚕家にあらず」とまでい 

われた高山社の養蚕技術を全国に広めるために尽力した。蚕 

業界に残した町田菊次郎の功績は先師高山長五郎に勝るとも 

劣らないものである。

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺の主家兼蚕室であり、 

高山社分教場として使用された。棟には4つの櫓を設けて 

いる。小屋組は和小屋である。総2階建部分の規模は桁行 

18.760m、梁間7.71mである。1階は中央部に、正面側に10 

畳間を3室、背面側に7.5畳を3室の計6室を配する。2階 

は正面側に10畳間を4室、背面側に7.5畳を4室の計8室を 

配する。当家は明治28年(1895)10月の家相図2葉が残され 

ており、これらに描かれている主家は当建物であり、当時の 

1階の平面がよくがわかる。なお、当建物の間取りは高山家 

と酷似している。

建造年代に関する事項として、町田菊次郎の長女星野キ 

ク1(さわ)が18歳の当建物新築時に左官工事のお手伝いを 

したと話していたことを伝えている。キクの生年月日が明 

治7年(1874) 8月12日であることから推定すると明治25年 

(1892)頃となる。

当家は高山社に関する史料を多く残している。書籍として 

次のものがある。

•高山社養蚕法案、蚕業秘術、最近養蚕法

•高山社授業員派遣地一覧簿〔明治36年度(1903)〕

•高山社授業員派遣地一覧簿•高山社蚕業学校及分教場 

〔大正2年度(1913) • 6年度(1917) • 7年度(1918)

• 9 年度(1920) •11〜13年度(1922〜4)〕

•また昔飼育日誌

•気象日誌〔大正3、4年(1914、5)]

•群馬縣先哲偉人傳〔昭和15年(1940)〕

•上毛篤農傳〔昭和27年(1952)〕

この他、写真、甘楽社株券、建築図、家相図、高山社蚕業学 

校沿革設備大要などの文書類、顕微鏡、菊の字を彫り込んだ 

鬼瓦などがある。

また、建築図として平面図、立面図がを残している。図中では 

棟の換気装置である櫓は「気ヌキ」と記されている。この建築図 

は高山社の蚕室研究においてたいへん重要な史料である。

当建物は高山社と縁が深く、今後における養蚕建築の研究 

に欠かせない貴重な遺構であるが、現在まだ本格的な建築調 

査が実施されていない。早急で精緻な建築調査が望まれる。

なお、当敷地には当建物の北側に大小二棟の土蔵、南側に 

地下•一*階に桑を貯蔵、二階を蚕室にした二階建ての「桑 

場」が建てられている。 (村田 敬一)

注

1 キクは黒保根村水沼の星野元治〔明治6年〜昭和30年(1873 

〜1955)〕に嫁ぐ。元治は長太郎の子で、水沼製糸販売理事、 

甘楽社社長、全国養蚕組合評議員など、養蚕•製糸関係の要 

職、勢多郡会議員、県会議長を務める。

外
観

内部(1階)



家相図〔明治28年(1895)〕

町田家住宅断面図

町田家住宅 2階平面図

町田家住宅1階平面図



63高山家住宅

所在地藤岡市高山 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24年(1891)

設計者 施工者

備 考 国指定史跡(平成21年7月23日)、もと高山社分教場

高山社は高山長五郎が確立した養蚕飼育法である「清温 

育」を広めるための教育組織である。長五郎は天保元年 

(1830)に生まれ 明治19年(1886)に没している。明治3 

年(1870)に「高山組」、明治17年(1884)に「養蚕改良高 

山社」を自宅内に組織した。「清温育」は「温暖育」と「清 

涼育」の両方の長所を取り入れた「折衷育」の一つである。 

必要最小限の火力使用による保温と換気を特徴とする。

明治34年(1901)には「養蚕改良高山社」を母体とした 

「私立甲種高山社蚕業学校」が藤岡町で開設される。初代校 

長は一番弟子とされた町田菊次郎がつとめる。修業年限は3 

年で本科と別科が設けられていた。入学資格は本科が位地14 

歳以上の男子、修業4ケ年の高等小学校卒業者、中学校2年 

終了程度、別科は15歳以上男女、高等小学校卒業程度であっ 

た。理論と実習を通して、蚕業に関する知識と技能を養うこ 

と目的としていた。本校と分教場で養蚕飼育•蚕種製造を行 

い、それを販売するとともに、その飼育法を指導する実習が 

重視される教育内容であった。生徒が多くなり高山長五郎の 

自宅と伝習場だけでは対応できなくなり、優秀な授業員(養 

蚕教師)のそれぞれの自宅を分教場とした。生徒は全国、遠 

くは台湾や朝鮮からも集まった。明治40年(1907)の生徒数 

は1342人、分教場は62箇所にのぼっていたという。

当建物は高山社を設立した高山長五郎の主家兼蚕室であ、 

り、高山社分教場として使用された。敷地内には主家兼蚕室 

の他、便所、風呂場、調理場、長屋門/資料館、桑貯蔵庫の 

地下石垣部分、などが残されている。伝習場としての施設は 

ほとんど壊され現存していない。

主家兼蚕室は木造2階建、切妻造、瓦葺とし、3つの櫓を 

設けている。規模は1階が桁行28.881m、梁間7.726m、2 

階が桁行14.085m、梁間7.7286mである。小屋組は和小屋で 

ある。蚕室兼主家の2階建て部分の西側に木造、平屋建切妻 

造、瓦葺の「オクリ」と呼ばれる建物が接続している1階は 

蚕室と居住空間の兼用である。

2階は養蚕の専用空間である。2階は南面に縁を付け、続 

いて10畳を3室を桁行方向に、さらにそれらの奥に7畳半の 

3室の計6室を配置する。現在でも高山社の養蚕書に示す火 

炉や蚕籠棚の配置や、欄間の状況を窺うことができる。高山 

社の蚕室研究において貴重な建物である。

当家は明治24年(1891)11月5日の棟札と明治24年8月の 

家相図を残している。これらの史料から当建物2階建の建 

造年代は明治24年(1891)であることは明らかである。しか 

し、西側の平屋建部分は、部材の痕跡や柱間寸法などの建築 

的特徴から、明治24年より遡るといえよう。(村田 敬一)

外 観

棟札〔裏面、明治24年(1891)〕



内部(2階)

高山家住宅断面図

高山家住宅2階平面図

高山家住宅1階平面図



64縫島明家住宅

所在地藤岡市中 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30年(1897)頃

設計者 施工者

備 考もと高山社分教場

当建物は当初、高山社の教えを受けた塚越兵衛門が建てた 

ものであり、高山社の分教場塚越蚕室として使用された。昭 

和10年(1935)に、田7反とともに5000円で縫島家が譲り受 

けたものである。現在、建造年代を明らかにする史料は見 

つかっていないが、当家では明治30年(1897)頃と伝えてい 

る。敷地は2反でセンゼ1を含むと7反で、農地は2町が水 

田、8反が桑園であったという。

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺、主家兼蚕室である。 

規模は1階が桁行25.223m、梁間7.498m、2階が桁行20.590 

m、梁間7.498mの大型養蚕農家である。小屋組は和小屋と 

する。棟には3つの櫓を載せている。瓦は現在引っ掛け桟瓦 

葺とするが、これは当初土下地の瓦葺を平成元年に450万円 

の費用をかけて葺き替えたものである。正面は2階床部分を 

出し梁造り、軒を船植造りとしている。

当家は明治33年(1900) 2月2日の家相図『塚越君之地宅 

図』を残す2。これには敷地、建物1階平面とともに、「本 

図曲尺ノ春寸ヲ以テ春間卜成シ測製ス 該家相吉凶ノ撰擇ハ 

先哲ノ遺書卜師ノ傳二基キ鑑定ス」「蠶室建築鑑定二付キ 

明治四十一戊申年九月廿五日本図再調ス」と記されている。 

本図より当建物の建造当初の平面を知ることができる。これ 

と現状平面を比較すると、当初背面に造られてい勝手、焚 

屋、厩が撤去されていること、当初土間であったところに勝 

手、浴室•便所、9畳の間を新たに造ったこと、床上部分の 

間取りはほとんど当初と変わっていないことなどが分かる。

この家相図によると、1階は正面向かって右手を土間と 

し、左手を床上部とする。床上は正面側に土間側から10畳、 

8畳、10の3室、背面7畳半、6畳、9畳の計6室を配し、 

正面と側面に縁を回らす。正面上手の10畳の間には床と床脇 

を設ける。家相図には2階平面は記されておらず、また現在 

右手の約半分は改造されていることから、建造当初の状況は 

不明である。

ダイコク(大黒柱)は櫸で0.85尺角(26.7cm)、ショウコ 

ク(小黒柱)は櫸で0.6尺角(18.2cm)、差鴨居は松で1.0尺X 

0.45尺(30.3cmX 13.6cm)とする。

当家では当建物の北側に当建物より大きい蚕室が建ってい 

たと伝えるが、このことは明治33年の家相図から確認するこ

とができる。この蚕室は家相図によると桁行16間半(約30.0 

m)、梁間4間(約7.2m)の規模であり、いかに大きい蚕室 

であったかが分かる。当家では小野村の役場が水害のため建 

て替える時、この蚕室の材料が用いられたと伝えている。

なお、養蚕は昭和48年(1973)頃まで行っていたが、現当 

主が記憶する最大時の掃き立て量は春蚕1〇〇g、夏蚕6〇〜80 

g、晩秋6〇〜80运で、晩晩秋蚕は行わなかったという。

(村田敬一) 

注

1 センザイのことで、敷地内または敷地に接してある畑を指 

す。

2この家相図の他、「高山社晴温育飼育概表」(年代不詳)を残 

している。

外 観

内部(1階室内の欄間)



縫島家住宅1階平面図

縫島家住宅 2階平面図

内部(2階)

縫島家住宅断面図



65神水館別館

所在地藤岡市浄法寺6 用 途商業.産業建築(温泉旅館)

構造概要木造2階建、入母屋造、瓦葺 建築年昭和28年(1953)

設計者 施工者

備 考本館(木造3階建、入母屋造、瓦葺)は昭和6年(1931)の建造。

当旅館は八塩温泉に位置している。八塩温泉は藤岡市浄法 

寺の国道462号沿いの、神流川畔にある温泉である。太古の 

岩塩層からの自然湧出湯が明治18年(1885)に発見されたの 

に始まる。温泉名は「塩の湯口 八ツ所」に由来する。泉質 

はナトリウム•塩化物を含む炭酸水塩泉であり、泉温は15°C 

前後である。現在3軒の旅館が営業している。

当旅館は、当地に東武鉄道の鉄道敷設延長の話が持ち上が 

り、その沿線の開発の一環として、合名会社神水館(代表社 

員片桐三次)を昭和5年(1930)に設立し、翌昭和6年に創 

業した温泉旅館である1。平成4年8月に合名会社から株式 

会社に改組している。

本館は昭和6年(1931)、別館は昭和28年(1953)に建て 

たものであると伝える。両建物とも建造年代を明らかにする 

史料は残していない。その後、老朽化に伴う改装工事を平成 

6年に実施している。この時、本館は大幅に手が加えられた 

が、別館は壁の塗り替え程度であった。別館の各室の洗面. 

便所は平成8年の改造によるものである。別館は部分的に改 

造されているが、建造当初の状況をよく残している。また、 

本館+り別館の方が建築の質は高い。

別館は木造2階建、入母屋造、瓦葺とする。小屋組は洋小 

屋である。平面はL型平面で東西方向を主棟とし、東端を南 

北方向を棟として南に張り出している。大棟部分の規模は1 

階* 2階ともが桁行26.855m、梁間10.850m、南への張り出 

し部分は1階.2階とも桁行5.005m、梁間9.100mである。 

外観はモルタル塗仕上げとし、丸柱、長押、頭貫、組高欄、 

柱上の大斗と舟肘木、照り屋根の入母屋造、大棟の千鳥破 

風、壁面の組高欄など、日本の伝統的な寺社建築に用いられ 

ているデザインでまとめられている。

現在、1階には2室の客室と69.5畳の大宴会場、2階に8 

室の客室を配している。大宴会場は床を畳敷き、柱は杉の磨 

き丸太壁は聚楽塗と漆喰塗、天井は3尺角の格天井とし、西 

端は5畳敷きの上段の間とし、床の間を付ける。上段や床の 

框•落とし掛け•華頭窓の枠は漆塗りとしている。

1• 2階の客室はそれぞれ異なった平面であり、天井.床 

柱•建具などが異なっており、同じデザインはない。また、 

客室の入り口は、廊下側に各室とも異なった庇を取り付けて

いる。 (村田敬一)

注1 歴代代表者員、社長は次の通りである。初代が片桐三次 

〔昭和51年(1976)12月1日没、享年92歳〕、2代は貫井直之 

〔昭和58年(1983) 8月25日没、享年74歳〕、3代は貫井秀彦 

〔昭和n年(1936)11月13日生まれ、〕、4代が現当主貫井昭 

彦である。

外 観

内部(大宴会場)

内部(客室)



神水館別館1階平面図

神水館別館 2階平面図

神永館配置図

調査対象建物



66旧七日市藩陣屋

所在地富岡市七日市1500 用 途教育施設

構诰概要 木造平屋•入母屋屋根•瓦葺き 建築 年 創建天保14年(1843)
再似；安迫寸土八/土/土很/耳 改修：昭和7年(1932)

設計者 施工者

備 考

七日市藩前田家は、加賀•能登•越中の3国の大半を領地 

としていた加賀藩の支藩で、藩祖である前田利家の五男であ 

る前田利孝が元和2年(1616)に甘楽郡内に所領1万14石を 

拝領して興した小藩である。藩主は利孝以降12代の利昭と続 

き、歴代城主の大半は、大阪城と駿府城の警備役を務めた。 

この七日市藩は明治4年の廃藩置県で廃藩となり、岩鼻県を 

経て群馬県に編入された。

さて、七日市藩は七日市に陣屋を構えた。一般に陣屋とは 

3万石以下の城を持たない大名が構えたもので、政庁(藩 

庁)と藩主邸および蔵、家臣の屋敷、調練場などからなる。 

七日市藩の陣屋は藩邸を中心として南北300m、東西400mほ 

どの敷地で、現在、この陣屋の跡地は県立富岡高等学校敷地 

となり、.江戸期の遺構として藩邸の正殿の正面玄関から書院 

にあたる建物1棟及び中門1棟が現存している。

七日市藩陣屋の藩邸の正殿は3度の火災に遭っており、現 

存する建物は、幕末期にあたる第11代藩主前田利豁(マIグト 

シアキラ)の代の天保14年(1843年)に再建されたものであると 

いう。現存する建物は「御殿」と呼ばれ、富岡高等学校の校 

舎として使われていたが、昭和7年に関東大震災の被害を受 

けた校舎の改築が行われ、この時「御殿」も改修されたとい 

う。そして、現在の新校舎への建て替えが行われた昭和58年 

に、「御殿」は当初の場所から現在地に曳屋されたという。

現存する旧七日市藩陣屋の建物は、屋根は入母屋の瓦葺き 

の伝統的な姿を保持しつつも、外壁が下見板張りで窓枠など 

の部材を強調したステックスタイル風の洋風色の強いものと 

なっている(写真1、2)〇このことから、この建物は天保 

14年の建物を昭和7年に大幅な改修を行い、現在の姿となっ 

たと推測される。

ところで、天保14年当時の図を明治26年に写したとされる 

富岡高等学校所蔵の指図(「前田丹後守御殿中 百弐拾分ノ 

春ノ図」「明治廿六年五月中」「図工 松井利八吉藤原迫郷 

OJ)によれば、東に「御門」があり、その東の門に面して 

北側から「御玄関」「御使者之間」「溜り之間」「二之間」「御 

書院」の5室が並ぶ直線状の建物が描かれている(写真3)。 

平面形状から、この直線状の建物が現存建物と類似してお 

り、この建物が、創建時の建物と推測される。ただ、指図と 

比較すると、「御玄関」が北端にあり、現在の玄関がほぼ中 

央部分に位置している状況とは異なる。規模も指図では19間 

X 4間であるのに対し、現状は19間X 5間と1間幅が広い。 

そこで、改めて痕跡並びに部材の腐食状況を見てみると、改 

造の様子が推測できる。すなわち、現状の建物は、指図に描 

かれている建物の入り側部分を室内に取り込み、その外側の 

半間の濡縁部分を1間の廊下とし、さらに、玄関部を中央部 

に移し、現状の姿になったものと推定できる。これを裏付け 

るように現状の部屋と廊下の境の柱は廊下側だけに腐食の跡 

があり、当初外部に面していたことが窺える(写真4)。ま 

た、「御書院」だけは建具の内法が6尺と大きく、座敷部分 

も周囲より床が一段高い古風な上段の形式を取っている(写 

真5)。この部分は創建時の様子をよく残していると考えら 

れるが、床柱と付け書院の柱に埋め木があり、改修されてい 

た可能も残る。なお、この「御書院」は、明治6年6月23* 

24日には英照皇太后皇后(昭憲皇太后)両陛下の富岡製糸所 

への行啓の際に宿泊所として利用され、また、昭和9年11月 

17日には天皇陛下が陸軍特別大演習の際に昼食時に利用され 

るなど、この地域を代表する由緒ある建物といえる。

いずれにせよ、目視による調査のため、詳細は今後の調査 

に委ねるが、平面形式は天保14年の建物を利用して、深い屋 

根の軒下にあった濡れ縁部分を室内に取り込んで1間の廊下 

として増築を行ったこと、および、基礎はコンクリートで換 

気口に鉄製グリルを配置し、外壁は下見板張りとしその上に 

柱型、窓台(腰長押)の部材などを配置した洋風色の強いデ 

ザインに改めたことにより、現状の伝統色の強い屋根部分と 

洋風の壁部分の組み合わせの形式が生まれたものと思われ 

る。このように本建物は、伝統建築に洋風要素を加味すると 

いう近代和風建築の誕生のひとつのプロセスを示すものであ 

り、貴重な遺構といえよう。 (内田 青蔵) 

参考文献：

富岡市教育委員会文化振興課編集『富岡市の文化財』平成15年。



写真1 写真 2

写真
３ 写真

４ 写真
５

七日市藩陣屋跡 1階平面図



67成田山不動堂

所在地富岡市富岡1219-3 用 途宗教建築•本堂

 什 創建は享保元年(1716)、漆喰彫刻が付加
黃造既木迫平屋•土威迫り•刀妻瓦茸き されたのは明治17年(1884)

設計者漆喰彫刻は宮峯吉 施工者漆喰彫刻は宮峯吉

備 考 現在、覆い屋で保護されている。

この建物は、多治見福寿坊の内仏堂として、享保元年 

(1716)年創建といわれている。明治5年に、この多治見福 

寿坊が廃坊となったため、新たに明治17年成田山新勝寺にお 

いて不動尊開眼奉安し、成田山分霊所として公称することが 

許可され、それ以来成田山不動堂と称しているという。

成田山分霊所の許可を得た際に、お堂は内外に大幅な改修 

を行い、現在の姿になったという。すなわち、;建物の規模 

は、間口 2間半、奥行3間で、正面に軒唐破風の向拝が付 

く。そして、建物全体の内外を漆喰で塗り固め、特に、外壁 

は厚い土壁とした土蔵造りとなっている(写真1)。外壁は 

腰までが海鼠壁風(貼瓦を用いずに黒漆喰仕上げの上に白漆 

喰で仕上げている)で、その上部は壁面より外側に突出した 

彩色された漆喰彫刻で覆われている(写真3)。特に向拝の 

水引虹梁上には^事な躍動感のある龍が左右に置かれ、その 

上の蟇股や組物から懸魚まで漆喰仕上げである(写真2)。 

正面は観音開きの扉で、虎と龍と戦う人物の姿の彫刻があり 

(写真4)、左右の壁面には象が田畑を耕している彫り物(写 

真5)などの中国の故事から24孝の図を基にした彫刻などが 

見られる。また、その彫刻には洋風の建築物をモチーフとし 

たもの(写真6)も見られ、明らかに明治以降のものである 

ことが窺える。そして、それらの漆喰は鮮やかな彩色が施さ 

れており、見事な出来栄えといえる。

内部は、正面に不動尊が安置され、長押上には14羽の優雅 

に舞う鶴の姿の彫刻がある(写真7)。また、天井にはかつ 

ては龍の彫刻があったという。ちなみに、明治17年の改修で 

漆喰彫刻を担当したのは、新潟出身の左官職人である宮峯吉 

といわれている。漆喰彫刻は、明治以降では洋風建築の主要 

な装飾として出現するが、こうしたお堂に用いられることは 

極めて少ない。それでも、江戸の末期頃から土蔵の壁に左官 

職人が鏝で彫刻を描いたりすることが行われ、伊豆松崎の入 

江長八の名はよく知られている。おそらく、宮峯吉もこうし 

た流れの中で独特の作品を残したものと思われる。

いずれにせよ、お堂の漆喰彫刻の事例は極めて少なく貴重 

な事例である。現在、昭和4年頃に漆喰彫刻の修理が行われ 

たと聞くが、それ以降は修理がなされていないという。貴重 

な漆喰彫刻の剥離が進行しており、緊急な修理を望みたい。

(内田青蔵)

参考文献：

富岡市教育委員会文化振興課編集『富岡市の文化財』平成15年。 

富岡市市史編さん委員会『富岡市史近代•現代通史編•宗教編』 

平成3年。

出牛政雄「不動堂」『日左連』1975年3月号。

写真
１

写真 2



写真3 写真4

写真
５

写真 6

写真
７

成田山不動堂平面図



68割烹旅館ときわ荘(旧櫛渕家住宅)

所在地富岡市富岡1729-1 用 途割烹旅館

構造概要木造平屋、寄棟一部入母屋屋根、瓦葺 建築年昭和13年頃(1938)

設 計 者 (大江国風建築塾の可能性あり) 施工 者

備 考登録有形文化財

この建物は、富岡倉庫株式会社代表取締役や富岡町長(昭 

和9年8月〜昭和10年8月)などを歴任した櫛渕鴇治(クシフ 

チトキシ)の別邸として昭和13年頃に建設されたといわれる建 

物である。昭和36年に櫛渕家の手を離れ、割烹旅館として再 

利用され、今日に至っている。割烹旅館として利用するに当 

たっては、西側に配された厨房部分と浴室部分の増築部分、 

さらには土蔵を改築して客室とするなど増改築が見られる 

が、主屋部分は創建時の様子をよく残している。

建物は、主屋と共に長屋門並びに土蔵を構え、敷地全体を 

塀で囲み、敷地南側には和風庭園が配されているものの、庭 

園は戦後に大きく手が入っているという(写真1)；

主屋は、木造平屋で、屋根は寄棟一部入母屋造りである。 

庭側の南面部分の軒先廻りは銅板葺で、南側から見ると伝統 

建築に見られるように水平線の強調された外観といえる(写 

真2)。外壁は押縁下見板張りで、部分的に腰上部を漆喰塗 

としている。東西に長い建物で、東から最も格の高い10畳間 

の和室と次の間の6畳間、玄関部と6畳間を挟んで、10畳間 

と次の間の8畳間、そして、独立した10畳間と6畳間が並 

ぶ。これらの部屋は雁行型に配され、各部屋の南側には4尺 

幅の化粧屋根裏を見せる縁側、外には濡縁が廻るなど庭との 

関係を重視した構成が見て取れる。これらの連続する和室の 

中で最も格の高いのが東端に位置する続き間として並ぶ10畳 

間と6畳間で、座敷部分に相当する部分である。10畳間には、 

座敷飾りとして床の間、床脇、附け書院があり、続き間との 

境には透かし彫りの欄間がみられる(写真3)。玄関部を挟 

んで西側の10畳と8畳の次の間も品のある和室で、10畳間に 

は絞り丸太の床柱が配されている。なお、玄関部の廊下の天 

井は折り上げ格天井で、また、南に配された縁側部分は、化 

粧屋根裏天井で、丸太の長尺物の杉材を丸桁として使用する 

など、建物全体に手の凝った伝統的な和風建築の手法が見ら 

れ、当時の質の高い近代和風建築の遺構といえる。

設計は、昭和11年竣工の富岡の旧東国敬神道場の設計を担 

当した大江国風建築塾といわれている。ちなみに、この建物 

の施主である櫛渕鴇治の自邸の改修は、この大江国風建築塾 

の手になることから、同時期の和風意匠を駆使したこの別邸 

も大江国風建築塾の手になったことは十分推察できる。な 

お、櫛渕と大江国風建築塾との関係は、先の旧東国敬神道場 

の建設の動きが起こった昭和9年当時の富岡町長が、この櫛 

渕鴇治であったことから、まさに、この旧東国敬神道場の縁 

がきっかけとなったものと推測できる。

なお、土蔵は、2階建てで外壁は押縁下見板張りで、1階 

は座敷、2階は物置として使用されている。また、長屋は木 

造平屋瓦葺の建物で、主屋と同時期の建物と考えられる。

いずれにせよ、この建物は、戦前期の軍事体制直前に完成 

した伝統的な和風意匠を基に設計された質の高い近代和風建 

築の遺構といえる。その設計者は、断定はできないものの、 

大江新太郎の作風を継承した大江国風建築塾の関与が推測さ 

れ、建築家側からの観点からも貴重な遺構といえる。

(内田青蔵)

写真1

写真2

写真3



ときわ荘 2階平面図

ときわ荘1階平面図



69富岡市社会教育館(旧東国敬神道場)

所在地富岡市ーノ宮1465-1 用 途富岡市社会教育館

構造概要木造平屋 建築年昭和11年(1936)

設計者森口三郎 施工者

備 考国登録有形文化財

昭和9年11月、群馬県で陸軍特別大演習が行われた際に天 

皇が行幸され、同月11日には、富岡市ーノ宮に鎮座する貫前 

神社へ参拝された。これを機に、群馬県では敬神崇拝の機運 

が高まり、昭和10年5月敬神崇拝精神高揚事業期成同会が設 

立され、群馬県の県並びに市町村職員、青年団、在郷軍人、 

一般家庭からの寄付を募り、官民一体の敬神道場建設の運動 

が展開された。その結果、昭和11年3月にーノ宮の貫前神社 

に隣接して「東国敬神道場」が建設された。

建設にあたっては、昭和10年7月に「大江国風建築塾」に 

設計が依頼され、同年9月に工事に着工、翌昭和11年3月に 

竣工している。竣工後に、建築施設は県に移管され、「東国 

敬神道場」として開設された。「東国敬神道場規則」の第一 

条には、「本道場ハ男女青年又八学生其ノ他修養二志ス者二 

対シ敬神崇祖ノ大儀二則リ必要ナル訓育又八講習ヲ施シ以テ 

有為活発ナル皇国ノ人材ヲ練成スルコトヲ目的トス」とあ 

り、宿泊所付きの講習•研修を重ねる精神修養の場として 

県民に大いに利用された。そして、竣工5年後の昭和15年に 

は、年間利用者が1万人に及んだという。戦後は宿泊型の社 

会教育施設として利用され、平成17年からは「富岡市社会教 

育館」として富岡市の教育施設のひとつとして利用されてい 

る。

建物は、東西におよそ120mに及ぶ細長い建物で、東側か 

ら講堂棟、講師室棟、玄関及び事務棟、談話室棟、食堂•厨 

房棟、手洗•洗面所棟が配され、それらが廊下で連結されて 

いる。ただ、各建物は、単調に直線状に配されるのではな 

く、各棟は雁行した配置がなされるなど、日本の伝統建築の 

配置を意識したものとなっている(写真1、2)〇こうした 

配置と共通するように、各棟は木造平屋建ての真壁造りで、 

要所に伝統的な和風意匠を取り入れた和風を強調した造りと 

なっている。すなわち、講堂棟と談話室棟の東端は入母屋屋 

根、他は寄せ棟屋根の桟瓦葺とし、講堂棟(写真3) •講師 

室棟•玄関及び事務棟•談話室棟の主要建築の軒先は金属板 

張の段葺として軒先を深くし、和風の特徴である水平線を強 

調している。外壁は、腰が竪羽目板張で、上部を漆喰塗仕上 

げとし、講堂棟並びに講師室棟は高床形式風に床下を開け、 

その外回りを竹簾張りとするなど、数寄屋風意匠を用いて全 

体を軽やかなデザインとしている(写真5)。主用室の内部 

は、ほとんどが畳敷きの和室で、伝統的な室内意匠が見られ 

る。特に、講師室は、床の間、床脇、付け書院を備えた本格 

的な質の高い書院造の部屋となっている(写真6)。また、 

玄関部分も車寄せと式台がある古風な形式を採用している。 

ただ、講堂棟は桐の寄木張りのイス座の空間とし、他には事 

務棟の一部および食堂•台所棟もイス座の空間である(写真 

4)〇意匠的には、和風を強調しているものの、当時の起居 

様式としてイス座も浸透しており、各施設の機能に合わせて 

起居形式が定められている。この点は、本建物がまさしく近 

代という時代の中で造られた建築であることを示すものとい 

える。なお、こうした近代和風建築としての特徴は、小屋組 

にも見られ、講堂棟はキングポストトラス、他は総て和小屋 

である。各建物は、その与えられた機能に合わせて、小屋組 

も和洋の技術が使い分けられているのである。

いずれにせよ、本建物は、その配置計画はもとより内外部 

の建築意匠においても伝統的な和風を強調した建物といえ 

る。一方、和風を強調しつつも全体は純和風ではなく、イス 

座の空間や小屋組にトラスを採用するなど、機能に応じて和 

洋の要素を使い分けた建築といえ、当時の近代和風建築の様 

子を示す貴重な事例といえる。また、こうした和風を強調し 

たデザインが採用される背景のひとつには、ナショナリズム 

の高揚の反映があったことは明らかで、時代性をよく反映し 

た建築として貴重である。また、当時、わが国の伝統建築に 

精通していた建築家として知られる大江新太郎が設立した建 

築事務所「大江国風建築塾」の作品はほとんど明らかにされ 

てはおらず、大江新太郎という建築家の作品分析という観点 

からも興味深い事例といえる。 (内田青蔵) 

参考文献：

村田敬一『県立社会教育館(旧東国敬神道場)建築調査報告書』 

平成5年。
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70高田公会堂(旧本村公会堂)

所在地富岡市妙義町下高田433-1 用 途公会堂

構造概要 木造平屋•瓦葺き 建築 年 昭和6年 

設計者工藤三造か？ 施工者工藤三造 

備 考

本建物は、高田村の住民の寄付により昭和6年に建設され 

た公会堂で、当初は本村公会堂(ホンソウコウカイドウ)と 

称された。木造平屋で、屋根は切妻•瓦葺である(写真1)。 

規模は、間口 6間、奥行8間の単純明快な形をしている。内 

部は、2階部分にコの字型のギャラリーが廻る(写真3)。 

総工費は600円で、大工は工藤三造である。おそらく、工藤 

が設計から施工すべてを担当したものと思われる。

建物は、公会堂といいながらも演劇などの鑑賞用に適した 

造りで、表側5間が土間で、奥の3間が舞台となり、その 

わきに控えの間の8畳と土間部分に便所が設置されている 

(写真2)。ギャラリーは土間部分に設けられており、土間が 

いっぱいになった時に使用したという。また、土間を囲む壁 

面3面は、1本溝の板戸で、使用の際にはすべて開け放して 

使用したという。演劇鑑賞用の造りとしたのは、当時歌舞伎や 

旅芝居あるいは映画などが流行していたからであるという。

舞台の土間境にある垂れ壁には「昭和世一年五月改築」と 

記されている。その改修が何を指すのか明らかではないも 

のの、現在土間部分に天井が見られるが、聞き取りによれ 

ばかつては天井がなく小屋がむき出しであったという。こう 

した改修工事が行われたのかもしれない。また、1階には、 

現在、正面舞台の左手に8畳の和室と便所が設けられてい 

る。8畳間のうち、東側の1間分が6間の間口からはみ出て 

いる。このはみ出ている部分の土台の形状が6間部分のもの 

と異なり、かつ、舞台側と切れていること(写真4)、また、 

柱に貫や鴨居の痕跡があることなどから、当初は4畳の部屋 

であったと推測できる。同様に、便所入口のも土台部分には 

1本溝の敷居が見られることから、当初は、別棟で建てられ 

ていたと推測できる。また、舞台の背面4間はすべて窓が設 

けられているが、柱には貫や小舞の痕跡が見られ(写真5)、 

当初は、すべて壁であったと考えられる。戦後もしばらく使 

用していたというが、おそらく、寄り合いや会議などの多目 

的に使用する為に、舞台部分の床には畳を敷き、壁には開口 

部を設けたものと思われる(写真6)。

いずれにせよ、多少の増改築は見られるものの、建築の基 

本形は創建時の様子をよく残している。公的な集会場がな 

かった時代には、住民の寄付によりこうした多目的に使用で

きる建物を設け、お互いの交流の場にしていたことは興味深 

い。この建物はそうした自然発生的に設けられた戦前期のコ 

ミユニティ建築の遺構として貴重である。 (内田 青蔵)
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高田公会堂 2階平面図

高田公会堂1階平面図



71旧富岡製糸場付属官舎

所在地富岡市富岡1-1 用 途社宅

社宅73 • 74 :木造平屋、入母屋、桟瓦葺、 社モ72 • 73 • 74 .明治29年(1896)
二棟連結長屋形式 社宅76 :大正中期頃
社宅76 :木造平屋、切妻、桟瓦茸 社宅79 :大正中〜後期頃

構造概要 社宅79:木造平屋、寄棟、桟瓦葺、二戸長屋 建築 年 
社宅82 :木造平屋、切妻、桟瓦葺、二戸長屋 社モ82 •昭和13年(1938)

- 社宅83 :木造平屋、切妻、桟瓦葺、四戸長屋 社宅83 :大正末頃
社宅84 ：未造丰屋、寄棟、桟瓦葺 社宅84:明治5年(1872)
費蠶.86:木造平屋、髓、觀葺、二

社^85 • 86 :昭和15年(1940)

設計者 施工者

備 考

富岡製糸場は、明治政府の富国強兵•殖産興業のスローガ 

ンの下で始められたわが国近代を代表する官営工場であっ 

た。明治5年の創業以降、その経営主体などを変えつつおよ 

そ115年間にわたる操業が行われ、昭和62年その幕を閉じた。 

この富岡製糸場の沿革ならびに社宅については、『旧富岡製 

糸場建造物群調査報告書』(富岡市教育委員会2006年)を 

もとに報告する。これによれば、富岡製糸場の沿革は、その 

経営主体から5期に時代区分できるという。すなわち、当初 

官営時代(明治5年〜明治26年)、三井時代(明治26年〜明 

治35年)、原時代(明治35年〜昭和13年)、片倉時代前期(昭 

和13年〜昭和20年)、片倉時代後期(昭和21年〜昭和62年) 

である。

工場施設の基本的骨格は明治5年にはほぼ完成していた。 

その中には、生産の場としての工場群だけではなく、木造2 

階建ての工女寄宿舎も2棟建てられていた。ちなみに、寄宿 

舎は中廊下を挟んで両側に部屋が並ぶ間取りで、一室6畳 

で、3〜5名が収容されていた。そして、操業が軌道に乗り 

始めるとともに、工女寄宿舎など働く人々のための施設が充 

実し明治8年にはほぼ完成を迎えたという。

富岡製糸場は、明治26年になると三井に払い下げられ、三 

井時代となり明治29年には規模拡充のために第2工場が新設 

され、老朽化の著しい工女寄宿舎の移転並びに新たに工場長 

社宅など3棟の社宅が工女寄宿舎の跡地に建設された。経営 

主体はその後も変わるが、社宅は維持され、大正中期以降そ 

の数を増やしていった。敷地内には、現在でもこうした社宅 

が確認される。以下、現存する社宅について見ていく。

建築年代として最も古いのは、社宅84である。この建物は 

富岡製糸場の開設時の建物で、明治5年建設の創建時は「候 

門所」(門衛所)であったが、昭和17年頃に曳屋され、以後、 

社宅として転用されたという。小屋は和小屋で、軸部も小屋 

も当初材が良く残っているという。

一方、当初から社宅として建てられた最初のものは工場長 

(71)の社宅で、竣工は明治29年かそれ以前と推定されてい 

る。社宅の中では唯一の2階建ての建物であり、痕跡も多く 

増改築がなされていることがわかる。創建時からかどうかは 

不明だが、2階の窓形式は、和室ながらも斜め板張りの両開 

きのよろい戸付きの両開きガラス窓で、外観から見ると2階 

は洋室と思われる和洋折衷のデザインが施されている(写真 

1)〇この唯一の2階建ての形式や開口部の洋風意匠の採用 

は、工場長というステータスを表現したものと思われる。

この工場長用の社宅の横には、3棟の社宅(社宅72 • 73 -

74)が並ぶ。このうち、1棟(72)は独立し、2棟は屋根が 

一体化されている(73*74)が、すべて平屋で、間取りは増 

改築のため現状では異なるものの、創建時は同じ間取りの建 

物であったと考えられる。これらの建物は、押入板扉に「明 

治二拾九年七月」の墨書があり、明治29年竣工と考えられ 

る。

さて、間取りは、工場長社宅(71)は、現状では、南側に 

玄関の間を挟んで西橋に10畳間、東側に床の間付きの座敷8 

畳と6畳の次の間、その北側に10畳間と台所に隣接して4畳 

半、2階は8畳間となる。便所は東北端、浴室及び台所は最 

北端にそれぞれ設けられている。ただ、柱の表面に板材が被 

せられている部分(張板)が見られ、また、南側の広縁の柱 

位置と座敷側の柱位置がずれているなどから、何度かの増改 

築がなされた可能性が窺え、北側部分の多くは後補と考えら 

れる。また、2階の8畳間も畳敷きではあるものの、内外と 

もに大壁仕上げであるが、これも後の改造の可能性もあるが 

詳細は明らかではない。このように、工場長の官舎は、増改 

築もあって不明な部分が多いが、創建時は玄関部を挟んだ一 

列型の部分を中心に台所が北側に配されていたものと推測さ



れる。他の平屋の3棟の間取り(72.73 . 74)は、南側に床 

の付きの座敷8畳と8畳の次の間、および、北側に8畳間、 

これに玄関部と台所を備えたものであったと推測される。

これ以降の大正中期以降に建設された社宅は2戸〜4戸の 

長屋形式で、大正中期と推定される社宅76 (写真2)は現状 

では木造平屋の4戸の長屋形式で、玄関が北で、6畳3室と 

台所と便所からなる。ただ、この建物も当初は2戸長屋の建 

物で、増改築により現状の建物になったものと推定されてい 

る。外観は、押稼下見板張りの伝統色が強いが、小屋はキン 

グポストトラスである。

同じく大正中期から後期と推定される社宅79は、木造平屋 

の寄棟瓦葺きの二戸長屋でほぼ当初の姿を留めている。社宅 

83も大正末期と推定される四戸長屋の建物である。玄関も台 

所も共に北側に配置されており、これまでの玄関は南側で台 

所が北側という配置とは異なっている。

また、社宅82 (写真3)は昭和13年の竣工と推定される二 

戸長屋で、玄関が南側、台所が北側の配置だが、6畳2間の 

最も小規模の社宅といえる。木造平屋の切妻瓦葺きで、小屋 

はキングポストトラスである。

社宅85 - 86はともに昭和15年竣工と推定される同じ間取り 

の二戸長屋で、南に面して床の間付きの8畳間、6畳間、3 

畳間が並び北側に玄関•台所が配されている。南面を意識し 

た配置が見て取れる。小屋は和小屋である。

いずれにせよ、近年、企業の社宅研究が盛んに行われてい 

るが、三井時代の社宅は、わが国に現存する社宅建築でも最 

も古い事例の一つといえるであろう。特に、明治初期から昭 

和戦前期までの一連の社宅が現存しており、社宅建築の変遷 

過程を知る上でも貴重な事例といえる。

なお、ここでは取り上げなかったが寄宿舎も現存する。す 

なわち、明治29年竣工と推測される寄宿舎(榛名寮)、大正 

期と推測される男子寄宿舎、昭和15年の寄宿舎(妙義寮)• 

寄宿舎(浅間寮)である。これらも、社宅を含め企業による 

従業員用住宅の貴重な遺構といえるであろう。

(内田青蔵)

参考文献：富岡市教育委員会『旧富岡製糸場建造物群調査報

告書』2006年。

写真1•社宅(71)

写真2 •社宅(76)

写真3 •社宅(82)

写真4 -社宅(86)



富岡製糸場 社宅71　1階平面図

社宅71　2階平面図

富岡製糸場社宅791階平面図 富岡製糸場社宅72平面図

富岡製糸場社宅73 • 74平面図

富岡製糸場社宅76平面図



富岡製糸場社宅84平面図 富岡製糸場社宅82平面図

富岡製糸場社宅83平面図1/100

富岡製糸場 社宅85平面図1/100

富岡製糸場 社宅86平面図



72松井田商工会議所(旧松井田警察署)

所在地 安中市松井田町新堀13 用 途 商工会議所

構造概要木造2階建て 建築年昭和14年(棟札は「昭和13年」)(1939)

設計者井上正雄(群馬県総務課建築技手) 施工者富田貴太郎(高崎市•富田組)

備 考

この建物は、安中警察署松井田分署が大正15年に松井田警 

察署に昇格し、その昇格にふさわしい建物として昭和14年に 

竣工と考えられる独特の和風意匠を持つ木造2階建ての警察 

署である。棟札によれば、上棟は昭和13年5月24日であり、 

これから竣工は昭和14年と推定される。設計は、徳島工業学 

校を卒業後に群馬県総務課に勤め、建築技手として活躍して 

いた井上正雄である。施工は、高崎の富田組の富田貴太郎で 

ある。また、工事監督は高玉真雄、棟梁は横山佐太郎、副棟 

梁横山御法之助である。創建時は、この本庁舎に並んで道 

場、裏には留置場と署長の公舎があったが、現在は本建物を 

残すのみである。なお、国道18号線の開通を機に松井田警察 

署は移転し、残った建物は1967年以降、松井田町商工会の事 

務所として再利用されている。

さて、この建物の特徴は、その外観に見られる和風意匠で 

ある。ただ、設計当初は洋風の建物として計画されていた 

が、国粋主義的な思想の高まりもあって、計画変更により和 

風意匠を積極的に取り入れたという。和風意匠は、屋根部分 

に集中して見られる。すなわち、全体を切妻の反りのある瓦 

葺きの大屋根とし、2面の妻側には懸魚がついている。ま 

た、屋根の軒裏には垂木を見せ、また、舟肘木風の部材も見 

られるなど、伝統的な和風意匠の要素が採用されている。正 

面中央の玄関の上部には千鳥破風が置かれ、正面を強調して 

いる(写真1)。その下の車寄せも反りが見られ、軒下には 

大屋根同様に垂木が見えるなど和風意匠が展開されている 。 

一方、外壁は、基礎部分は石張りで、その上はスクラッチタ 

イル張りである。開口部は、縦長のプロポーションを持つ上 

げ下げ窓で、まさに和洋の要素が混在しながら、ひとつのデ 

ザインを生み出している。こうした伝統的瓦屋根と縦長窓の 

組み合わせは、当時の帝冠様式といわれる伝統様式を強調し 

た建物に共通するものともいえるものである(写真2)。本 

建物は、まさにそうした当時の時代性を反映したデザインを 

取り入れたものといえるであろう。なお、正面の千鳥破風の 

下には3連の上げ下げ窓が配置されているが、中央の窓のみ 

盲窓で室内側には窓は存在しない(写真3)。まさにデザイ 

ンを優先した処理であり、一種のパラヂイアンモチーフの応 

用ともいえる部分である。その意味では、設計者がいかに和 

洋のデザインのバランスに気を配っていたかを知ることがで 

きよう。

なお、車寄せの外灯のデザインは、アール•デコ風であ 

り、外壁のスクラッチタイルなどとともに当時の流行してい 

た建築要素を積極的に取り入れていたことがわかるし(写真

4)、また、和風屋根を支える小屋もキングポストトラスを 

用いており(写真5)、洋風技術を積極的に用いているとい 

える。

内部は改修もみられるが、玄関廻りは創建時の様子をよく 

残している。すなわち、1階玄関部の風除室のような空間か 

らカウンターのある土間を経て内部に入るスタイルは、極め 

-て閉鎖的であるが、警備用に簡単に出入りできない工夫とも 

いえ、警察署ならではの造りといえる。2階は当初は、階段 

側に小部屋が2部屋あり、その奥に大部屋があったが、現在 

は2つの小部屋を取り去り大部屋となっている(写真6)。 

また、奥の付属屋は改造され、また、廊下を挟んで小部屋が 

2室増築されている。

いずれにせよ、本建物は、昭和戦前期の時代性を反映して 

和風意匠を積極的に取り入れた貴重な建物といえる。こうし 

たスタイルは、戦前期の日本の近代化の中で生み出された日 

本的スタイルであり、まさに近代和風建築として普及したひ 

とつの姿を示していると考えられるのである。(内田 青蔵) 

参考文献：

「『国粋主義』影響し和洋折衷」『読売新聞』2000年8月23日。大 

川三雄「松井田町商工館」『近代和風建築』所収。

写真1



松井田商工会議所2階平面図

松井田商工会議所 1階平面図
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73旧碓氷郡役所

所在地 安中市安中3-21-51 用 途 記念館

構造概要 木造平屋•入母屋屋根•瓦葺 建築 年 明治44年9月20日竣工(1911)

設計者小林技手(群馬県庁技手) 施工者小曾根甚八(前橋市)

備 考安中市指定重要文化財

明治11年に公布された郡区町村編成法により群馬県では17 

郡が置かれ、11の郡役所が設置された。碓氷郡役所はその中 

の一つで、当初、旧安中宿本陣須藤家に創設された。明治21 

年には現在地に移り、新たな郡役所が建設された。その建物 

は、明治43年9月に焼失した。そのため、翌明治44年5月16 

日に新たに起工し、同年9月20日に現在の木造平屋の入母屋 

瓦葺き屋根で、規模は桁行17間、梁行5間の建物が竣工した 

(写真1、2)〇

大正15年6月に地方官官制が改正され、大正15年7月から 

郡役所は廃止された。そのため、その後は碓氷郡農会が建物 

を使用し、昭和17年からは碓氷地方事務所、昭和30年からは 

安中農政事務所となった。そして、昭和48年には空き家とな 

り、翌年県から安中市に移管された。安中市では、県下唯一 

の旧郡役所建築であることから、平成8年に市指定重要文化 

財に指定し、今日に至っている。

明治44年10月1日の開庁式の様子を伝える『上毛新聞』に 

よれば、設計は「本庁小林技手」で工事は「前橋市の請負人 

小曾根甚八」である。建物については「用材は総て安中並木 

の良材を吟味したる事とて柱も梁も四方征目にして壮麗人目 

驚かしむ而して工費は用材敷地を除きて尚四千八百円なり」 

と記されている。

さて、改めて建物を見てみると、基本的にはほぼ左右対称 

の構成で、中央に玄関があり、正面右手に会議室•町村長控 

所並びに応接所、中廊下を挟んで、左側には事務室並びに湯 

呑室と和室の宿直室がそれぞれ配されている(写真3)。各 

室は、宿直室以外はすべて真壁造りの板敷きの洋室で、天井 

は基本的には棹縁天井だが、会議室だけは格天井で、質の違 

いを表している(写真4)。

外観は、寄棟の瓦葺き屋根で和風色が感じられる。基礎は 

切り石2段積みで、外壁部分は基本的には1間毎に柱が見え 

る真壁造りで、窓台部分と窓上部の位置に長押材が配され、 

腰下はケヤキ板のパネル張り、腰エはガラス窓の開口部ある 

いは白漆喰壁である(写真5)。窓上部位置には板庇が一周 

し、それを支えるブラケットは円弧状の細い金属製のものが 

使用されている。小屋は洋風のキングポストトラスで、トラ 

スの陸梁の先端部が出桁のように軒下に出ている(写真6)〇

このように外観は、一見すると和風に見えるが、要所に洋風 

の要素が見て取れ、伝統的技法に新しい洋風の技法が混在し 

ている様子が窺える貴重な建物といえる。 (内田青蔵)

参考文献：

群馬県安中市教育委員会『安中市指定重要文化財旧碓氷郡役所 

復元修復工事報告書』平成11年。深町真「碓氷郡役所」『群馬歴 

史散歩』1998年 第150号pp26-28。深町真「旧碓氷郡役所の整 

備」『ぐんま 地域文化』平成16年5月 第22号pp26-27。
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旧碓氷郡役所平面図



74ながめ余興場

所在地 みどり市大間々町1635 用 途 文化施設

構造概要階建切妻妻入鉄板葺き、玄関唐破風建築年昭和12年5月

設計者今泉浅次、萩原金次郎 施工者今泉浅次、萩原金次郎

備考

大間々町は、江戸期より生糸や絹織物などの集散地として 

栄えた町である。また、慶長12 (1610)年に発見された足尾 

銅山の発展に伴い“銅(あかがね)街道”の宿場町のひとつ 

として大勢の人々が行き交う街であった。大正14年5月、渡 

良瀬川が平野に出る高津戸峡を見渡すことのできる景勝の地 

にながめ遊園地(現•ながめ公園)が開業した。わたらせ渓 

谷鉄道の大間々駅の東側、渡良瀬川にかかる高津戸橋の西側 

にあたる場所である。当初、遊園地での最大の呼び物は秋の 

菊人形で、敷地内には多くの仮設小屋が建ち、大勢の入園者 

を集めたが、その花見の余興として敷地内で芝居を行うよう 

になった。そのうち芝居そのものが人気を博するようになっ 

たことから、昭和12年5月に常設の施設として建設されたの 

がながめ余興場である。

昭和戦前期は大衆娯楽の時代であり、全国各地において娯 

楽施設が建設、とりわけ遊園地が人気を集めた時期である。 

ながめ遊園地の最盛期には、敷地内には遊園地や劇場のほ 

か、飲食施設や宿泊施設が建ち並び、アミューズメントセン 

ターとしての様相を呈していたという。

経営者は、持箸米蔵という人物で、敷地内には持箸の住宅 

も残されていた。大工棟梁は今泉浅次と萩原金次郎のふたり 

である。昭和戦前期においては、芝居は大勢の観客を集めた 

が、戦後、芝居に代わって映画が大衆娯楽として普及するよ 

うになると徐々に減少するようになる。ながめ余興場では昭 

和40年に梅沢清ーー座が最後の舞台を務め、芝居小屋として 

の機能を停止した。その後は映画を上映するために一部が 

改造されて使われていたが、昭和62年に映画上映をやめてか 

らは空き家となっていた。近年、保存の声が高まったことか 

ら、平成2年からはみどり市の所有となっている。

余興場の建物は、木造2階建て切妻造の妻入りで、中央玄 

関部に唐破風の大屋根をおき、立面上部には千鳥破風を中心 

にふたつの切妻屋根が左右対称に並べられ、劇場としての象 

徴的な雰囲気を作り出している。屋根は鉄板葺きで、当初は 

銀色の塗料が塗られ、光り輝いていたという。規模は梁間10 

間、桁行き15間を本屋部分とし、その西側には幅1.5間、奥 

行8間の休憩室及び便所、北西の隅部には楽屋や劇団員用の 

便所が設けられている。小屋組みは幅4.5寸、せい7寸の断 

面材2本で小屋束を挟み込む陸梁とし、クイーンポストの卜 

ラス構造を採用して10間の梁間を支えている。

内部は、舞台前の中央部はコンクリート造の床とし、その 

左右に板張り床の桟敷席が設けられている。コンクリート造 

の中央場には椅子を並べて客席とし、桟敷では板張りの床の 

上にゴザを敷いて客席としており、座布団を貸し出してい 

た。舞台に向かって左側、桟敷の一番前面に幅4.56尺の花道 

が設けられ、桟敷席の下を抜けて楽屋裏に行く通路が設けら 

れている。当初、2階は板張りの床にゴザを敷く形式で、下 

足を1階で預けて2階に上がったが、映画上映用にかわって 

からは、2階の桟敷を椅子式に改め、土足のままで上がるよ 

うに改造された。芝居小屋としての最大の特徴は、人力によ

劇場正面入り口 内部客席



楽屋長室

配置図

小屋組

1階平面図 2階平面図
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室

る周り舞台の装置が備えられている点である。現在、回り舞 

台を支える地下部分は、ながめ余興場の歴史を中心とした資 

料室となっている。

昭和戦前期において大衆娯楽の中心であった芝居小屋の遺 

構として、建築史的にも演劇史的にも貴重な遺構であること 

は勿論、近代の生活史や風俗史といった点からもきわめて価 

値が高い施設である。 (大川 三雄)

参考文献

『大間々町誌 別卷八 建造物編』平成5年、大間々町誌刊行委員会



75森田本家

所在地 群馬県吉岡町上野田 用 途 農家

母屋一木造2階建て•切妻造、瓦葺き、桁
行 約18.000 メ ートルX梁行 約12.600
メートル、離れ座敷一木造平屋•寄棟造•
銅板茸き、辰巳蔵一未造2階建て•切妻 
造•瓦葺き、長屋門• 一木造2階建て(土

战AnTT 蔵なまこ)•入母屋造•瓦葺き、穀蔵一木
構造概要建築 年 母屋一江戸中期頃、離れ一江戸中期頃 

瓦葺き、小屋蔵一木造2階(土蔵)•切妻
造•瓦葺き、米蔵一木造2階建て•切妻
造•瓦葺き、米蔵一木造平屋•切妻造•瓦
葺き、酒検査室一木造平屋•切妻造•瓦葺 
き、庭園一江戸中期

設 言十 者 施 エ 者

備 考

森田家は物部氏に繋がる歴史を持ち、中世の時代には新田 

義貞の家臣団の一人として活躍したと言われている。戦国時 

代には武士として物部氏の居城を預かり、江戸時代には大久 

保氏の家来となって吉岡村から伊香保村に通じる伊香保路の 

大久保野田宿の本陣役を賜ったと言われている。野田宿では 

森田家を境に上手を上町、下手を下町と呼んでいる。これか 

.ら判るように、森田家は吉岡村の総本家として村の重要な位 

置を占め、江戸時代には大庄屋として小作米3000表を集めて 

酒造業(船穂滝)を商うなど、またその傍らで問屋•質屋• 

貸布団屋•味噌醸造業を営み、莫大な利益を稼いできた。滝 

沢川に接するこの地域は干ばつで極度の水不足に陥ることが 

あり、水争いが耐えない場所でもあった。上野田森田四郎兵 

衛(梅園)はこの窮状を鑑み、天保4年(1833)に下野田武 

藤又左衛門と諮って新水路の開鑿に乗り出している。これが 

世に言う「野田用水」で、明治24年(1891)に「明治用水」 

として発展し、森田本家ではこの用水を得て約3000坪の敷地 

内に水を引き込んで回遊式の庭園を築いている。森田梅園が 

築いたこの回遊式庭園は「後園十二景」と呼ばれ、今でも名 

勝のひとつに数えられている。

ところで森田家が抱える戦前期の建物は、母屋(江戸中 

期頃•木造2階•切妻造り•銅板葺き)、離れ書院(江戸中 

期頃•木造平屋•寄棟造り•銅板葺き)、辰巳蔵(江戸中期 

頃•木造2階建て•切妻造り•瓦葺き)、長屋門兼榖蔵(江 

戸中期頃•木造平屋土蔵造り•入母屋造り•瓦葺き)、新蔵 

(明治末頃•木造平屋土蔵海鼠壁•切妻•瓦葺き)、米蔵2棟 

(明治期•木造平屋木造2階土蔵造•切妻•瓦葺き)、小屋 

蔵•厩•酒検査室(建築年は不詳)などである。このうち最も 

古いと思われる施設が江戸中期頃の母屋と離れ座敷である。

母屋については部分的にかなり古い部材が見られ、江戸初 

期まで遡るという説もあるが、現在のような規模になったの 

は江戸中期以降である。

当初の建物は木造平屋建て、屋根は瓦葺きと茅葺の混合 

で、明治になって2階の蚕室を上げたと言われている。屋内 

構造は6間取りを基本とし、土間部分に古い構造形式を残 

し、升目に組んだ太い重梁が一部で露出している。土間と座 

敷の境界には1間幅の板間が敷かれ、そこから奥が座敷で、 

下座敷と12畳の奥座敷2間で1列目が構成されている。奥座 

敷の片方は床の間があり、根太天井のままでチョウナ削りの 

梁がそのまま露出している。南側は離れ座敷に通じる渡り廊 

下であり、そこにはかつて式台が設けられていたと言われて 

いる。廊下の敷居•鴨居には3本溝があり、民家の建築年代 

としての古さを物語っている。

2列目は15畳敷きのナカノマを中心に神棚と仏壇があり、 

ナンドを設けてある。

3列目は下手に約9畳半のカッテ、その奥がオカタ(奥方 

の間)と呼ばれる部屋で4畳と7畳半で二分されている。4 
畳の部屋には小窓が切られており、お産の時などに使用され 

たと思われる。また西側は南廊下の延長として便所•風呂場 

が設けられ、2棟の米蔵に続く入蔵形式が採用されている。 

現在の母屋は80年前の改修工事で近代的な住居に変更したも 

ので、2階は養蚕部屋であり、大正時代に屋根を銅板葺きに 

変えている。

離れ書院は母屋と同時期と言われており、森田家が本陣を 

賜って、参勤交代で訪れる諸大名を宿泊させる施設として建 

てたと言われている。接客御殿としての格式が整っている。

離れ座敷は南廊下を通じて母屋と連結しているが、東側に 

は別の玄関を設けている。室内構成は田の字型に近い2列構 

成であり、上段(8畳)•次の間(8畳).控えの間(6畳). 

寄付き(6畳)が置かれ、寄付き以外の部屋はすべて床の間 

が用意されている。8畳上段の間は床.棚.書院を備えた本 

床であり、襖障子の唐紙には金箔を貼っている。「床の間」 

の内壁は「着物の型紙」などに使う「おとめ塗」であり、違 

い棚の戸袋には6畳「控えの間」と同様に、狩野派(狩野伝 

承•藤原重兼)による四季の草花などが描かれている。8畳



「次の間」は3.600メートルX0.700メートルのよろい飾りの 

床の間であり、その内壁にいぶし銀を使った唐紙を貼ってい 

る。「上段の間」に見られる艶やかな意匠と対照的に、いぶ 

し銀のような渋い室内意匠が印象である。

これら室内はいずれも竿縁天井であり、長押を廻し、室内 

には菊とッタ文様の2種類の釘隠しを打って江戸の技術を伝 

えている。各部屋の襖障子はいずれも江戸時代の蒔絵であ 

る。森田家では江戸時代から森田梅園(書家)、狩野派に学 

んだ森田梅子(画家)•森田梅孫(画家)、森田梅荘などの書 

家•墨客を輩出し、文人趣味に秀でた家柄として知られてい 

る。これらは室内意匠を見れば一目瞭然であり、書画骨董と 

共に維持されてきたことは貴重と言って良いであろう。

そのほか、江戸時代としては江戸中期頃の辰巳蔵•長屋 

門•穀蔵が上げられる。辰巳蔵は文庫蔵として建設され、そ 

の後伊香穂温泉に貸し出す布団倉庫として使用されてきた。 

吉岡町は伊香保温泉への中継地であり、伊香保温泉との関係 

を知る上でも興味深い建物である。長屋門は木造2階建て、 

桁行18.000メートルX梁行4.500メートルの漆喰塗土臧であ 

る。屋根は入母屋で、吉岡村の中心市街地において見事な景 

観を形造っている。

ちなみに屋敷は高い塀で囲われ、長屋門の東側に穀蔵を連 

結し、東側と北側には中門が置かれている。また屋敷内にお 

いては離れ書院を中心に、南から北西まで源氏塀が伸びて 

おり、その途中で2棟の米蔵が接続している。屋敷内では、 

もっと多くの酒蔵と精米を蒸す釜場が置かれていたと言われ 

るが、現在では酒造業の面影を残す施設は米蔵と東側の酒検 

査室、それと4つの池を中心とした回遊式庭園だけである。 

榛名山への遠望と四季折々の草花を楽しむことができる、豪 

農の生活振りを今に伝える施設として貴重である。

(藤谷陽悦)

関連資料：『群馬県史 近世5卷』(群馬県編さん委員会、

1985.02).『吉岡村誌』(吉岡村誌編纂室、昭和55年)

母屋外観

離れ書院内部

母屋内部 離れ書院

新 蔵

辰 己 蔵

再居門

廠



76山三(古市邸)

所在地下仁田大字本宿 用 途商家

構造概要木造2階建て入母屋瓦葺き 建築年建丄明治22年(1889)か

曳き家•改修：大正15年10月(1926)

設計者 施工者棟梁：田浪(タナミ)某

備 考

古市邸は、中仙道脇往還(「姫街道」)の宿場として賑わっ 

た本宿の西端に位置している(写真1)。この街道は高崎か 

ら追分にかけて中仙道とは別のルートとして下仁田を通る裏 

道のような存在で、中仙道が参勤交代などの行われる幕府直 

轄の街道であったため、商人や芸人はもっぱらこの裏道を利 

用したという。「姫街道」とは、中仙道を表の男道と呼んだ 

のに対して、裏通りを女道として付けられた名称でもあると 

いう。

周辺にはいまだ、古い町家などの街並みが残る貴重な地域 

である。この宿場は明治19年に大火があり、本建物は大火後 

に林業•雑穀•塩•米などを扱い、また、貸し金業などを行 

う商家の古市家本家の店舗兼住宅として建設されたものとい 

う。聞き取りによれば、明治43年に本家の第11代目当主の古 

市茂一郎が亡くなると、跡取りがいないために本家は店を閉 

じた。そのため、大正15年に隣に住んでいた分家の古市金蔵 

が本家の建物を買い取り、既に店舖があった為に店舗の背後 

の現在の地に曳き家し、手を加えて金融業店舖兼応接兼隠居 

用住宅として使用したという。

この古市金蔵(万延元年：1860 —1948)は、本家の隣に住 

み米穀店を構え、また、発起人として明治23年創設の下仁田 

銀行にも関わり、取締役を始め昭和7年には頭取も兼ねるな 

ど地元の有力者として活躍した人物であった。曳き家は大正 

15年4月に行なわれ、同年10月撮影の「新築落成記念」と記 

された写真が残されていることから、大正15年10月には完成 

していたものと考えられる。

さて、曳き家の写真によれば、曳き家以前の姿は8間X 5 

件の木造2階建ての切妻平入りの商家であった。その姿は、 

現在、この姫街道沿いに残る町家形式と類似している。改築 

後は、入母屋瓦葺きの屋根で、突出した車寄せを持つ玄関部 

を構え、また、玄関脇には陸屋根で屋上に手摺を配した洋室 

が増築されるなど、当時の最先端の屋敷然とした外観の建物 

に姿を変えている。

1階は、広い土間の一隅にはカウンターがあり、カウン 

ター内側は床が貼られ大きな金庫がある金融業の為の店舗部 

分となっている。この土間を囲むように客間•茶の間•玄関 

脇の金蔵の隠居室などに使用された和室が配されている。土 

間境には大黒柱と思われる太い柱がみられ また、全体的に 

柱は太く、差物を多用して柱を抜いている(写真2)。

2階の東側に床の間のある8畳の座敷と次の間の6畳があ 

り(写真3)、縁側が回る。縁側は化粧屋根裏で垂木は吹き 

寄せとし、桁は杉材の丸桁とするなど数寄屋風の意匠を取り 

入れている(写真4)。また、階段を挟んで西側には大きな 

洋室がある。この部屋の内部は漆喰による大壁で、天井も 

モ'-ルディングのある漆喰天井で、中央には松竹梅をモチー 

フとした中心飾りがあるなど、簡素ながらも古風なインテリ 

アによる洋間の部屋となっている(写真5)。窓は引き違い 

で外壁は押し縁下見板張りであるため、外観からは内部に洋 

室があることは分からない。この洋室は接客用の部屋であ 

り、1階の座敷、2階の床の間付きの和室などの存在は、こ 

の建物が住宅というよりは応接用の機能を重視して改造され 

たものであることを示していると考えられる。

なお、現在、この大正15年の改造当時のものには新たに手 

が加えられ、部分的にその姿を変えている。すなわち、台所 

部分は渡り廊下で繋がっていたものを主屋と一体とし、ま 

た、北側の縁側は幅を広げ、トイレも新しい。東端の洋室部 

分も改修されており、1階を中心に新たな改造が行われてい 

ることが分かる。

いずれにせよ、古市邸は、創建は明治22年頃で、当時の町 

家建築を大正15年に曳き家し、再利用するために大規模な改 

造を経た住宅建築といえる。その改造は、町家の骨格を利用 

しながら応接用の場としたもので、具体的な改造にあたって 

は、当時の都心部の住宅で流行していた洋風応接間の導入を 

試みるなど地方においても有力者の住宅では、都心部にみら 

れた新しい試みを積極的に取り入れた住宅が建設されていた 

ことを示す貴重な事例といえ、また、伝統的な和風の外観を 

壊さないように洋室を取り入れるなど、和洋の混在化の試み 

としても興味深い事例といえるであろう。 (内田 青蔵)



古市邸2階平面図

古市邸1階平面図

写真1 写

真

2

写真 3 写

真

4

写真 5



77小林家住宅

所在地中之条町大字赤坂 用 途住宅(農家)

構造概要 木造3階建、切妻造、瓦葺 建築 年明治9年(1876)

設計者 施工者

備 考

当家の歴史は古く現当主貞夫氏は15代目にあたる。当家の 

初代の位牌は「皈寂花林道居士位寛文2年(1662)12月 

25日」であると伝える。当家は治郎兵衛を襲名し名主を務め 

た由緒ある家柄である1。明治初期、赤坂と須川の間で運送 

業を営んでいたが、明治11年(1878)には荷物が減少したた 

め運送業を廃している。養蚕を本格的に始めたのは、12代条 

次郎〔大正14年(1925) 4月19日没、享年76歳〕からである 

2

当建物は明治9年(1876)の火災で焼失した後、同年に14 

代近吉が建造したものであると伝える。当家に残る明治9年 

11月の『家作建営証書之事』はそれを裏付けている。建て替 

え当時、当家は養蚕業と運送業の両者を意識して建て替えた 

という。

当建物は木造3階建、切妻造、瓦葺の主家兼蚕室である。 

現在の瓦葺は当初板葺であったものを葺替えたものである。 

また、現在の3階は当初小さかったものを拡大したもので 

あると伝えている3。小屋組は和小屋である。規模は1階 

が桁行25.002m、梁間10.642m、2階が桁行22.323m、梁間 

10.972m、3階が桁行22.323m、梁間7.26mである。正面と 

左側面は2階の床部分を「出し梁造り」(当家では「ダシバ 

リ」と呼ぶ)、2階軒を「船榧造り」(当家では「セガイ」と 

呼ぶ)とする。棟には3つの櫓(当家では「テンソウ」と呼 

ぶ)を付けている。手摺り付き小縁は付けていない。

1階の平面は復原すると、大黒柱より上手は6間取りと 

なっている。中の間は二齢まで飼い、三齢になると座敷とデ 

イまで広げたという2階は一室空間で養蚕に使われていた。 

床板は板厚が1寸以上あり、水洗いができるように「やとい 

ざね」で接いでいる。2階は四齢以降を飼い、時代が下ると 

2階で条桑育を行ったという。3階は床が簀の子で上蔟専用 

の養蚕用空間であった。

蚕種は中之条の栃窪若しくは高山村の後藤滝次郎家のもの 

を使用した。掃立量は春蚕70 g、夏蚕60 g、初秋蚕50 g、晩 

秋蚕30 gで年間210 g、収繭董は春蚕63貫(236kg)、夏蚕50 

貫(187kg)、初秋蚕45貫(169kg)、晩秋蚕30貫(113kg)で 

年間188貫(705kg)、桑園は2町步もあったという。養蚕は 

昭和48年(1973)まで行っていたが、その後養豚に切り替え

ている。当建物は山間部の大型養蚕農家の例として貴重な遺 

構である。 (村田敬～)

注

1 当家は貞享3年(1746) 9月の『赤坂村御検地水帳』、安政 

元年〜明治2年(1854〜1869)の『名主引継請状』などの古文 

書を残す。

2当家は嘉永4年(1851)7月『小林家養蚕の事』、文久2年 

(1862)11月の『蚕種万日覚帳』等の古文書を残していること 

から、既にこの時期には養蚕をやっていたことが窺える。 

3当建物は当初2階建•総檜付として建てられたが、後に総櫓 

部分を広げ、その部分に総櫓を載せたものと推定する。

外 観

3階簀の子床



小林家住宅断面図

小林家住宅 3階平面図

小林家住宅 2階平面図

小林家住宅1階平面図



78中之条町歴史民俗資料館(旧吾妻第三小学校)

所在地 中之条町大字中之条町 用 途 公共建築(学校)

構造概要 木造2階建、寄棟造、金属板葺 建築 年 明治18年(1885)

設計者 施工者樋田栄太郎

備 考 群馬県重要文化財(昭和53年10月130)

当建物は当初旧吾妻第三小学校として、明治16年(1883) 

に着工し、明治18年(1885) 10月4日に竣工したものである。 

工費は5,200円余と伝えている。女子尋常小学校を経て、大 

正7年(1918)以後、昭和53年(1978)まで中之条町役場と 

して使用された。昭和55、56年(1980、81)で復原工事が完 

了し、昭和57年(1982)より「中之条町歴史民俗資料館」と 

して公開している。昭和53年(1978)には群馬県重要文化財 

に指定された。

当建物は木造2階建、寄棟造で、金属板葺(当初瓦葺)と 

する。平面は凹字形である。外壁は大壁の白漆喰塗仕エであ 

る。外壁出隅の漆喰盛りエげによるコーナーストン、軒蛇腹 

の反転曲面、胴蛇腹、縦長の窓などに洋風の建築要素をみる 

ことができる。しかし、瓦葺きの寄棟造で小屋組を和小屋 

(京呂組)とする、床を畳敷きとする、天井を大引天井(1 

階)、棹縁天井(2階)とする、縦長の窓であるが内開きと 

する、玄関ポーチに寺社建築にみられる虹梁を用いるなど、 

和風の建築要素が随所にみられる。一見外観は洋風で擬洋風 

建築とされているが、詳細に見ると和風の色彩も強い。当建 

物は明治初期の学校建築として貴重な遺構である。

1階は全面に廊下を設け、中央部に応接所、その東に教員 

詰所、西に小使部屋、東西端部に普通教室(3間X 4間)、 

さらに東側の突き出た部分を普通教室(3間半X4間)、西 

側の突き出た部分を工作室とする。二階は左右の突き出た部 

分を裁縫場(東側)、図書室(西側)’とし、その他を広大な 

一室として生徒控所(5間X15間)に当てた。当時の生徒は 

教室では畳の上に正座して、男女共学で授業を受けた。

当建物は明治15年(1882)の「群馬県小学校建築心得」に 

準拠している部分がかなりみられる1。次に該当する条文を 

示す。

第一条 小学校敷地ハ、学区内ノ中央ニテ児童ノ通学二便 

利ニシテ、且空気ノ流通好ク、太陽ノ光線ヲ受クルニ充分ナ 

ル土地ヲ撰定スベシ。

第五条校舎ハ教場、教員詰所、湯呑所等ヲ具シ、且女子 

ノ為二裁縫所ヲ付スルヲ最モ便ナリトス。其構造ハ虚飾二流 

レス素朴堅牢ヲ旨トシ実用二背クへカラス。

第七条 校舎構造ノ形ハ種種アリト雖モ、一字形、工字 

形、凹字形ヲ最良トス。其方位ハ地形二依ルト雖モ、南方二 

面スルヲ可トナス。

第十条 教場ハ長方形ヲ便ナリトス。其長八五間ヲ過クへ 

カラス。且二、三ノ教場ハ仕切ヲ取払テハ、一大教場トナシ 

得ルヲ最モ便利トス。

なお、施工を担当した大工は樋田栄太郎(中之条町反町)で 

ある。樋田栄太郎は慶応元年(1865)、越後国三島郡井鼻村、 

小黒丑松の二男として生まれ、その後地元の樋田瑞秋養女 

てつと養子夫婦となり、樋田家の分家となった。渋川の大 

ェ小宮山で修行し原町警察署の建造にも携わった。昭和14年 

(1939)に没している。 (村田 敬一)

注1『群馬県指定重要文化財旧吾妻第三小学校保存修理工事報 

告書』(中之条町、昭和57年8月)による。

外 観

外観(玄関虹梁)



2階平面図

内部(1階復原教室)

内部(2階生徒控所)

1階平面図

〔『旧吾妻第三小学校保存修理工事報告書』(群馬県中之条町、昭和57年8月1日)より引用〕



79市川家住宅(大黒屋)

所在地中之条町六合小雨 用 途住宅(農家.冬住み)

構造概要 木造2階建、切妻造、トタン葺 建築 年 明治3年(1870)頃

設計者 施工者信州の大工と伝える

備 考

当家は「冬住の里資料館」として公開されている。冬住み 

の暮らしぶりがわかる民具や文献と共に、草津温泉を訪ねた 

多ぐの文人が残した美術工芸品を展示している。「冬住み」 

とは、草津温泉において寒く積雪の多い冬季、湯治場であっ 

た温泉宿を閉鎖して山を下り、麓の草津町前口や六合村小雨 

などに住む移住慣行のことである。移住の目安は旧暦の4 

月8日と10月8日であり、明治30年(1897)まで行われてい 

た。

当家の歴史は古く17世紀まで遡る。初代と伝える夫婦の戒 

名と没年は次の通りである。

少岩道林居士 寛文7年(1667)未3月27日

一桂妙心大姉 寛文2年(1662)寅12月6日

代々「久佐衛門」を襲名し、現当主の義夫氏は15代と伝え 

る。また、当家は江戸時代には名主役、12代の久三郎〔昭和 

5年(1930) 2月、80歳で没〕は初代草津町長を務めている。 

当家では当建物は前身建物が明治元年(1868)に焼失したた 

め、明治3年(1870)に建造したと伝える。

当建物は木造2階建、切妻造、トタン葺1である。小屋組 

は和小屋とする2。冬住みの家であるが造りは主家兼蚕室で 

ある。規模は1階が桁行25.42m、梁間9.189m、2階が桁行 

24.695m、梁間9.189mである。正面は2階床部分を出し梁 

造り(当家では「ダシバリ」と呼ぶ)、軒を船泄造り(当家 

では「セガイ」と呼ぶ)とする。1つの櫓(当家では「ケブ 

ダシ」と呼ぶ)を載せている。

復原平面によれば3、1階は正面向かって左手を土間と 

し、右手を床上部とする。大黒柱から上手の床上は、正面 

側の土間よりから12畳半のチャノマ、その奥に8畳のトマノ 

デー、背面側は土間よりからに3畳のゾウベヤと6畳のナン 

ド、その奥に8畳のオクノデーを配する。床の間はナンド、 

トマノデー、オクノデーの3室に設ける。土間はロジとナヤ 

からなる。2階は改造が進み当初の状況は不明である4。

大黒柱は櫸で見付2.06尺X奥行1.48尺(62.4cmX44.8cm)、 

側柱は0.7尺角(21.2cm)、最大の梁は松で1.7尺XI.11尺 

(51.5cmX33.6cm)、オクノデー桁行•梁間方向2間の柱内寸 

法は共に11.62尺(3.521m)、柱心寸法は12.085尺(3.662m) 

である。大黒柱の大きさは群馬県トップクラスのものであ 

る。2間の柱心々寸法が12尺に近いことは、当建物が明治以 

降の建造であることを裏付けるひとつの指標5といえよう。

当家では養蚕は昭和30年代(1955〜1964)まで行ってお 

り、先代久義氏の頃、桑園は2反、規模は春蚕50g、夏蚕20 

g、晩秋30gで年間100g、条桑育であったという。当建物 

は冬住みの家であるが、養蚕農家の造りであり養蚕を行って 

いた。

(村田敬一) 

注

1現在のトタン葺きは2回目の葺替えによるもので現当主義夫 

氏の代になって行ったもの。1回目は先代の久義氏が昭和28年 

(1953)に行っている。トタン葺きの前はトントン葺、それ以 

前は石置板葺屋根であったと伝える。

2 断面図(復原)における小屋組は『上州の重要民家を訪ね 

る』(群馬県文化財研究会編、あさを社、2008年1月31日)に 

よる。

31階平面図(復原)は注2の文献を参考に作成した。なお、 

階段は現状のものを記している。

4 ナンドとオクノデー上部の床は他の部分より高くしているこ 

とは判明したが、当初の状況は改造が進み当初の状況が確認で 

きず不明である。2階は櫓があり、養蚕をしていたと推察でき 

ることから、一般的な1室空間として描いたものであり、建造 

当初の状況を示すものではない。なお、平面図における階段は 

現状のものを描いたものである。

5 群馬県では農家を除いて、一番上等な室の2間の柱内法寸法 

は、12尺以下が江戸時代以前、以上が明治時代以後とし、建造 

年代のひとつの指標としている。当建物は農家としては早い時 

期での心々12尺であるが、これは冬住の家、そして大工が信州 

の住であり温泉旅館建築を手がけた棟梁であったことによると 

推察する。

内部(大黒柱)



外 観

内部(トマノデー)

市川家住宅断面図

市川家住宅 2階平面図

市川家住宅1階平面図



80関家住宅

所在地 中之条町六合赤岩 用 途住宅(農家)

構造概要H建築年明治前期(3階の増築時期は明治中期〜後期) 

設 言十 者 施 エ 者

備-考 重要伝統的建造物群保存地区(平成18年7月5日)に建てられている。

赤岩の関氏は中之条町上沢渡字大岩から移住した家系であ 

る。当家に残る位牌で最古は「安永7年(1778)戊年五月朔 

日 圓宗大通居士」であり、当家は代々農業に携わってい 

る。当家は明治18年(1885) 2月の家相図1を残している。 

この家相図に描かれている1階平面は、当建物と規模や間取 

りは一致することから、当建物はこれが描かれた時期以前に 

建てられていたことがわかる。ディにおける2間の桁行方 

向の柱間内法寸法が11.63尺(3.524m)、心々寸法が12.03尺 

(3.645m)、梁間方向の柱間内法寸法が11.62尺(3.521m)、 

心々寸法が12.02尺(3.642m)である。この家相図の年代と 

2間の柱心々がほぼ12尺であることから、当建物の建造年代 

は明治前期と推定する。正面の2階出し梁が継ぎ足されてい 

ること、2階と3階の正面側の外壁位置がずれていることな 

どから、当建物は当初2階建であったものに、3階を増築し 

たもので、その時期は明治中期〜後期と推定する。

当建物は切妻造である。主家兼蚕室で屋根は当初板葺2で 

あったが昭和30年(1955)にセメント瓦に葺替えられ、さ 

らにその後、平成7年に葺替えたのが現在見る瓦葺きであ 

る。小屋組は和小屋である。規模は1階が桁行18.366m、梁 

間8.150m、2階が桁行18.970m、梁間8.685m、3階が桁行 

19.150m、梁間8.385mである。正面と左側面は2階と3階 

の床部分を「出し梁造り」(当家では’「デゲタ」と呼ぶ)、軒 

を「船泄造り」(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。2階には正面•両側面•背面の4 

方、3階には正面•両側面の3方に手摺り付き小縁を付け 

る。正面と両側面の小縁は出し梁にのっているが、背面は方 

杖の支えによる型式をとる。

明治18年(1885)の家相図によれば、1階平面はヒダリズ 

マイで正面向かって右を床上部、左を土間とする。床上部は 

喰違い四間取りとし、土間に馬屋を設けている3。

2階• 3階は養蚕に使われていた。2階は一室空間とし、 

3階は右端に座敷を2室設けている。2階では稚蚕育、条桑 

育も行われた。現在、櫓(当家では「テンソウ」と呼ぶ)は 

付けていないが、昭和20年代(1945〜1954)までは4階と呼 

ばれていた部分に付けていたという4。

昭和30年代(1955〜1964)の養蚕規模は、春蚕40 g、夏蚕 

30g、晩秋蚕10gで年間100g、桑園は4.5反であった。養蚕 

は昭和62年(1987)までやっていた。蚕種は古くは信州産で 

あったと伝える。 (村田敬一)

注

1「古暦流地理方位家相師大笹住横谷分界関嫡孫岩田 

八郎再考干時明治十八年二月吉祥日撰之」と記されてい 

る。この家相図のほか、年代が記されていない家相図がある 

が、ここに描かれている平面は明治18年のものより現状に近い 

ことから、それ以後に作成されたものと推定する。

2 厚さ3分(約9 mm)、長さ1尺(約30cm)の栗材を3枚重ね 

で施工したと伝える。なお、一般的に用いる厚さは1分(約 

3mm)であり、当家で用いた板は特別仕様である。

3 家相図と現状を比較すると次のことが分かる。

•ディは8畳から10畳に、左側面全体を半間拡大

• 土間は大幅に改造

•正面左端に便所があったが、現在はない。

4『赤岩伝統的建造物群保存対策調査報告書』(六合村教育委員 

会、平成17年3月31H)のP136^こよる。

外 観



内部(3階)
関家住宅断面図

関家住宅3階平面図

関家住宅 2階平面図

関家住宅1階平面図



81積善館

所在地中之条町大字四万 用 途商業•産業建築(温泉旅館)

本館〜木造3階建、切妻造、トタン瓦棒葺
前新〜3階建(1階RC遵、2 - 3階木 本館〜18世紀後期

構造概要廊下橋改品®^曇霊、トタン瓦棒葺建築年m30)

向新〜木造2階建、入母屋造、トタン瓦棒葺 山壮•向新•廊下橋〜昭和11年(1936)
山荘〜木造2階建、入母屋造、トタン瓦棒葺 

設計者前新•山荘〜大塚栄設計事務所(前橋) 施工者山荘〜川上大工(中之条町)

本館〜県重要文化財(平成8年3月29日)、前新•山荘〜国登録有形文化財(平成9年6月12日)、 

廊下橋〜国登録有形文化財(平成9年7月15日)

積善館は四万温泉に位置する。四万温泉は「四万の病に 

効く湯」として古くから知られる。標高60〇〜700mの高地に 

ある。昭和29年(1954)に日本最初の国民保養温泉地として 

酸ヶ湯(青森)、日光湯元(栃木)とともに指定された。四 

万川に沿って、上流から日向見、ゆずりは、新湯、山口の5 

つの地区からなり、積善館は新湯に位置する老舗の温泉旅館 

である。四万温泉で最初の温泉宿は永禄6年(1563)に山口 

に開かれたと伝える。現在約40軒の温泉宿があるが、明治前 

期に温泉宿があったのは新湯と山口のみで、大正期以降湯治 

とともに、避暑地として賑わうようになり現在に至る。

積善館には「本館」、「イ宅」、「前新(まえしん)、「山荘」、 

「向新..(むこうしん)」、「廊下橋」、「上の棟(かみのむね)」、 

「佳松亭(かしようてい)」など江戸から昭和の各時代の温泉 

旅館建築が現存する。「本館」は県重要有形文化財、「山荘」、 

「前新」、「廊下橋」は国の登録有形文化財になっている。

1本 館

当建物は木造3階建(当初2階)である。1階に帳場及び 

当主の家族の住まい、2階に客室を配置する湯宿形式の初期 

の様式を示している。古文書より寛政12年(1800)には既に 

建造されていたことが明らかである。その古さは群馬県の温 

泉旅館建築において最古であり、全国的にみても有数のもの 

である。客室は押入や床の間を備えておらず、客は自炊を前 

提としていた。現在の3階部分は明治時代に増築したもので 

ある。

2 前 新

当建物は3階建て(1部2階建て)である。三階建て部 

分は鉄筋コンクリート造1階の浴室の上に、木造二階建て 

の客室をのせる形式をとっている。先代の関善平〔昭和59年 

(1984)没〕が九州の林田温泉で見掛けた建物を参考にして、 

昭和5年(1930)に建造した建物である。工事設計書『積善 

館浴室並客室工事設計書』(昭和5年1月250)が残されて 

おり、これによれば設計は前橋市の大塚栄設計事務所が担当 

していることがわかる。また、床面積は、鉄筋コンクリート 

造部分が42坪3合5勺、木造部分が60坪4合2勺、工事日数 

は120日と記している。

一階浴場は男子用と女子用に分かれているが、その広さは 

同じであり、当時では画期的なことであったと伝える。男女 

のそれぞれに5つの浴槽と蒸し風呂を設けている。連続した 

アーチ窓は昭和モダニズムを感じさせるハイカラな意匠とし 

ている。

3廊下橋

当廊下橋は前新と向新の2棟を結ぶ廊下として架けられた 

もので、規模は長さ12.6m、幅1.55mである。トラス状に組 

んだ支柱に切妻の屋根を置き、腰板を張る。建造年代は昭和 

11年(1936)である。

4向 新

当建物は木造2階建。山荘の残材で造ったと伝える。建造 

年代は山荘と同じ昭和11年(1936)であり、設計は大塚栄設 

計事務所(前橋)による。現在は従業員宿舎とする。復原平 

面によれば、客室19室、協同炊事場、共用便所からなり、浴 

室は備えていない。客室広さ6〜8畳で各室は床の間を付け 

ている。前室は1室、押入は9室のみに見られる。客室相互 

の仕切はほとんど壁であるが、1階の2箇所は襖で仕切り8 

畳2室が一体として使用できるようになっている。

5 山 荘

当建物は本館の背後に建つ木造二階建、入母屋造である。 

設計は大塚栄設計事務所(前橋)による。昭和11年(1936) 

に建造されたものである。突出した中央部を中心とした左 

右対称の平面となっている。当初は客室22室、談話室、炊事 

室、大浴場(男女別)、家族用浴室2室、共用便所からなり、 

専用の宴会場は設けていない。

客室は室ごとに床廻りの意匠を変え、特に両翼の角部屋は 

凝ったものにしている。角部屋には高松宮様、東条英機等が 

宿泊している。各客室の大きさは8畳以上で前室付である。



角部屋は3室からなり、最大の室は10畳• 6畳• 3畳で構成 

されている。すべての客室が床の間と押入は設けているが、 

便所や押入は設けていない。客室相互の仕切はほとんど壁で 

仕切られている。各客室の外部側の縁側は現在間仕切られて 

いるが、当初は通行可能であった。また、角部屋の張り出し 

た浴室と便所は昭和30年(1955)頃に増築したものである。 

当建物は当初から自炊でなく、賄い付きを前提としたもので 

前新外観

ある。避暑の客が多く、昭和40年代(1965〜1974)までは1 

ケ月以上滞在した人も多くいたという。冬場は客が少ないこ 

とから閉めてしまっていたと伝える。当建物は賄い付きを前 

提とした建物である。

施工は地元の川上大工(中之条町)、秋本建具(中之条 

町)、水出左官(吾妻町岩島)であったと伝える。

(村田敬一)

廊下橋外観

向新外観 本館絵図

山荘外観(最奥部) 本館出し梁



「山荘」復原平面図(単位尺)

積善館全景

山荘客室内部



「前新」復原平面図(単位尺)



82鹿澤館

所在地蠕恋村大字田代 用 途商業•産業建築(温泉旅館)

構造概要 木造2階建、入母屋造、瓦葺 建築 年 昭和9年(1934)

設計者 施工者

備 考

鹿澤館は新鹿沢温泉に位置する。新鹿沢温泉は浅間山西 

北麓、孀恋村の標高1220mの高原にある。鹿沢温泉が火事に 

あったため、大正9年(1920)年に鹿沢温泉から約4km下へ 

移動してできた温泉地である。現在も鹿沢温泉からパイプで 

引き湯している。泉質は含土類重曹泉で、慢性皮膚病•切り 

傷•やけどに効くといわれている。現在、7軒の旅館が営業 

している。

鹿澤館は合名会社「桝林(ますりん)本店」(長野県上田 

市中央1丁目1-22)が所有している1。「桝林本店」は昭和初 

年、乾物屋を営み他にいくつかの事業を興していた。その中 

の一つが温泉旅館の経営であった。当時上田では、商売に成 

功した人が、温泉旅館を新たに始めることはよく見られるこ 

とであったという。鹿澤館は現当主の曽祖父の鴇澤林蔵〔明 

治9年(1876)生まれ、昭和39年(1964)没〕が昭和9年 

(1934)に温泉権利を取得し、開業したと伝える。現在、管 

理を任されている鴇澤良平氏は昭和60年(1985)から当地に 

おられるが、それまで鴇澤家の人は上田に在住していたとい 

う。当建物の建造は開業時の昭和9年(1934)と伝える。な 

お、当建物の東側に位置する三山荘(木造2階建)は昭和38 

年(1963)の建造、さらにその樋川に位置する高原荘(木造 

2階建)は昭和48年(1973)の建造である。

当建物は木造2階建(一部RC造の地下1階2)、入母屋 

造、瓦葺とする。照り屋根屋根とし千鳥破風を付ける。小屋 

組は洋小屋(キングポストトラス)とする。平面は全体的に 

はロの字型平面とするが、2階建部平面はT型平面で南北方 

向を大棟とし、東端に東西方向の棟を付ける。2階建部分の 

規模は1階が正面37.976m、左側面32.581mである。外観は 

腰を石張り、壁を真壁白漆喰塗仕上げとする。玄関の車寄せ 

は独立構造で、照り屋根の片入母屋造(半繁垂木)とし、寺 

社建築に見られる唐草絵様を彫刻した虹梁、蟇股、組物等を 

用い、天井を格天井とする。正面の大棟、玄関、正面右突出 

部、厨房入り口の4つ千鳥破風、同一面でない壁面が重厚で 

変化あるデザインを醸し出している。

1階には帳場、食堂、厨房、中広間(2室)、2階に大広 

間と8室の客室を設ける。大広間は100畳の畳敷きで、天井 

を折上格天井とする。南面を床の間、違い棚、平書院からな 

る書院造りとし北面に大きな舞台を付ける。各客室はそれぞ 

れ異なったデザインとしている。

現在、鹿澤館は内湯である浴室を中広間北側の三山荘1階 

に設けているが、以前、当館には内湯はなく、新鹿沢温泉の 

共同湯を使用していた。昭和60年(1985)頃、既に湯治客は 

少なく、 7月•8月には埼玉県の林間学校として小中学校を 

受け入れ、11月半〜5月連休まではスキー客が多かったとい 

ぅ。

なお、当建物の西側の一段と高くなった敷地には木造3階 

建ての温泉旅館建築が建てられていたが、その建物は昭和29 

年(1954)に焼失した3。 (村田 敬一)

注1代表社員は鴇澤英太郎氏である。

2 正面左端の前面の1階ホール下部にあたる7.293mX7.293 

mの部分。

3 昭和9 (1934)年の開業以降に建てられた建物であるが、 

その建造年代は不明である。

外
観

車寄せ(虹梁と組物)



鹿澤館 2階平面図

鹿澤館1階平面図

内部(大広間)



83益成屋

所在地 草津町大字草津 用 途 商業•産業建築(温泉旅館)

構造概要 木造3階建、入母屋造、瓦葺 建築 年 昭和7年(1932)

設計者大塚栄建築設計事務所 施工者和田秀重(草津在住の棟梁)

備 考

益成屋は元来長野県渋温泉の料理屋であった。草津での開 

業は江戸末と伝える。その頃の開業地は現在地ではないが不 

明である。当時は冬の期間は開業せず、10月中旬になると、 

冬住みの地である渋温泉に帰り、春は温泉開きが行われる4 

月初旬に草津へ戻ったという。

当建物は温泉旅館としてではなく当初料理屋として昭和7 

年(1932)に建造された1。第二次大戦末期から戦後にかけ 

ての約1年半は、軍人寮(海軍の看護婦)として転用され 

た。温泉旅館への転業は昭和24年(1949)のことである。そ 

の当時草津の温泉旅館の多くは自炊の湯治客であったが、益 

成屋では食事付きの客に限っていたと伝える。

建造史料として昭和6年(1931)5月の『料理店益成屋 

新築設計書』を残している。これによれば設計者は前橋市 

田中町の大塚栄建築設計事務所である2。この設計書によ 

れば、工事費は17,000円で出精値引きで14,000円、他に給排 

水工事、石積、地下室、給湯等の工事費1,000円とし、総額 

15,000円としている3。当建物の建造年代は、設計書が作ら 

れた翌年の昭和7年(1932)と伝える。

棟梁は草津在住の和田秀重〔明治29年(1896) 3月15日生 

まれ、昭和53年(1978) 3月2日没〕が担当した4。

木造3階建、入母屋造、瓦葺で、コの字型平面とし、半地 

下に浴室を置く。元来、草津温泉の建物は石置の板葺屋根で 

あるが、当建物は当初から瓦葺である。規模は1階正面が 

30.485m、右側面13.650m、左側面が16.380mである。

1階は帳場、自室とし、2階に客室、3階に客室と広間を 

設ける。益成屋は料理屋として建てられたことから、当初か 

ら広間が大きくとられ、同規模の旅館と比較して客室が少な 

い。これが当建物の平面上の特徴となっている。

広間は20.93mX6.370m (当初)の大きさで、床を畳敷 

き、天井を折上格天井(格縁はカラマツ、裏板はセン)格と 

し、床柱はアララギ、落とし掛けと床框はクロガキ、違い棚 

はモミジ、など随所に銘木を用いる。 (村田 敬一)

注1『群馬縣榮業便覧(下)』明治37年(1904)には「料理店内 

堀善作」と記されている。

2四万温泉積善館「前新」「山荘」などの設計を行っている。 

3この工事はあくまで設計事務所の見積額であり、実際に要

した費用を必ずしも示すものではない。また、この設計書に 

よれば総延坪は貳百九坪七合五勺(693.4m)となっており、 

総費用15,000円の坪当たり単価は71.5円となる。

4工学院大学建築学科伊藤研究室『群馬県温泉浴場建築調査 

研究概報』(群馬県、昭和58年3月)によれば棟梁は和田秀 

次となっている。しかし、柴本天二氏(草津町草津)と草津 

町教育委員会山田志氏のご教示によれば、それは誤りで和田 

秀重である。

外 観

内部(3階大広間)



『料理店益成屋新築設計書』

昭和6年(1931)5月

益成屋 3階平面図

益成屋 2階平面図

益成屋1階平面図

『〔工学院大学建築学科伊藤研究室『群馬県温泉浴場建築調査研究概報』(群馬県、昭和58年3月)より引用、昭和57年当時の現状を示す〕



84山本館本店

所在地草津町草津404 用 途商業•産業建築(温泉旅館)

ネ羞'出概要 木造3階建(地階、2層の塔屋付)、入母 第一期(正面向かって右側)昭和3年(1928)
屋造、トタン葺 第二期GE面向かって左側)昭和10年(1935)

設計者 施工者和田秀重(草津在住の棟梁)

備-考国登録有形文化財

草津温泉の温泉街は草津白根山の山麓、標高1200mにあ 

る。酸性泉、硫黄泉の温泉で、温泉街の中心に自噴泉として 

は日本一の湧出量を誇る草津温泉のシンボルというべき湯畑 

がある。山本館はこの湯畑と通りを隔てて位置する。記録 

に見る草津温泉最古の記述は延徳3年(1491)まで遡り、有 

馬、下呂とともに3つの霊湯として取り上げられている。江 

戸期の温泉番付では常に高位置を占めていた。明治になり、 

ベルツが温泉の効能と自然環境を高く評価したことから、国 

内外の保養地として位置を占めるようになり現在に至る。宿 

泊施設は約150軒ある。

山本館の看板は江戸時代の名門•山本十右衛門の所有にか 

かるものである。山本家は六合村小雨を冬住みの地としてい 

たが、明治10年代(1877〜1886)には草津に常住したと伝え 

る。その当時、山本館は草津最大の温泉旅館であった。しか 

し、明治33年(1900)の山本十一郎家居宅の焼失により、山 

本家の時代は終わり、3棟の建物と敷地が三家に分割され、 

それぞれ山本館市川(市川久三郎)、山本館黒岩(黒岩誠一 

貞(9、山本館小林(小林豊吉)と名乗るようになった。その 

後、黒岩家のみが山本館を称するようになり、現在に至る\

当建物は木造3階建(地階、2層の塔屋付)、入母屋造、 

トタン葺とするが、正面向かって右側が第一期の昭和3年 

(1928)、左側が第二期の昭和10年(1935)の建造である。棟 

梁は両建物とも和田秀重である2。和田秀重は隣道を隔てて 

建つ昭和7年(1932)建造の益成屋の棟梁である。なお、地 

階は部分的で倉庫と浴室を配している。また、二層の塔屋は 

当初無く後補のものであり、下層は物置、上層は展望室に 

なっている3。

規模は桁行30.03m (左側11.83mの部分が第2期)、梁間 

が左側面12.740m、右側面13.043mとする。現在見る各階平 

面は当初のままのものではなく、その後若干部分的に改造さ 

れている。第2期に設けられた広間は、料理屋を除くと、草 

津の温泉旅館では最初のものであったが、現在は客室に代 

わっている。2 • 3階の正面•左側は、当初ガラス戸を雨戸 

として引き込み、通常は手摺り付きの回り縁で吹き放ちとし 

ていた。引き違いのガラス戸は昭和30年(1955)頃に改造し 

たものである。

外観は出桁でトタン葺の庇を受け、1階部はその出桁を鉄 

金具で支えている。玄関は唐破風屋根とし、唐草絵様をあし 

らった虹梁、蟇股、柱上の皿斗など寺社建築の手法を用いて 

いる。山本館は草津温泉においてランドマークとして、また 

屈指の質の高い和風建築の一つとして貴重である。

(村田敬一)

注

1工学院大学建築学科伊藤研究室『群馬県温泉浴場建築調査研 

究概報』(群馬県、昭和58年3月)による。現当主の田村泰哉 

氏の父田村彦治と黒岩家エ代黒岩磯平の娘であるきよ子は結婚 

している。泰哉氏は彦治ときよ子の長男である。

2 注1の文献、及び柴本柴本天二氏と草津町教育委員会山田志 

氏のご教示による。

3 注1の文献による。昭和17年(1942)の写真によれば、塔屋 

は写っているという。

外 観

内部(客室)



山本館 3階平面図

山本館 2階平面図

山本館1階平面図

山本館地階平面図



85草津ホテル

所在地草津町大字草津479 用 途商業•産業建築(温泉旅館)

構造概要木造3階建、入母屋造、トタン瓦棒葺 建築年12　13　596

設計者白嶺荘〜宮崎製材(宮崎順一) 施工者宝珠荘〜田中照雄、白嶺荘〜和田秀重

玄関棟は昭和37年(1962)、木造2階建、入母屋造、金属板瓦棒葺、棟梁は柴本天二、設計は宮崎製 

備 •考材(宮崎順一)、規模は桁行23.205m梁間11.165m (左側面)、離れは昭和62年(1987)、広間は昭和41 
年(1966)の建造

現在、草津ホテルは和風建築のたたずまいを感じさせる温 

泉旅館であるが、大正2年(1913)の創業時は洋館のホテル 

としてスタートしている。現在の草津ホテルは東から、玄関 

棟、宝珠荘、白嶺荘、離れ棟、浴室棟(大浴場)、広間棟な 

どからなる。今回は宝珠荘、白嶺荘、玄関棟の2棟を取り上 

げる。

宝殊荘

当建物は木造3階建、入母屋造、トタン瓦棒葺とし、小屋 

組は洋小屋である。1,2階は現山本館の前身建物を移築 

したもので、その上に3階を増築している。棟梁は田中照 

雄が主として担当した。昭和27年(1952)に着工し昭和28年 

(1953)に竣工している。

白領荘

木造3階建、入母屋造、トタン瓦棒葺、小屋組は洋小屋で 

ある。3階は増築によるもの。棟梁は和田秀重が担当してい 

る。昭和33年(1958)に着工し昭和35年(1960)に竣工して 

いる。

これら2棟と玄関棟は一見鉄筋コンクリート造に見える 

が、これらは木造である。外部は壁面、及び丸柱、長押、頭 

貫、柱上の大斗と舟肘木などをモルタル塗(木摺下地)で仕 

上げ、壁面には組高欄を付ける。.屋根は入母屋の照り屋根造 

とする。外観は全体的に日本の伝統的な寺社建築に用いられ 

ているデザインでまとめられている。

柴山天二氏1はこの様式を「桃山風」と呼んでいる。内部 

で特徴的なのは各客室の入りロに各室ごとに単なる出入口用 

の建具だけでなく、庇を付けるなど模擬的な玄関を設えるこ 

とである。この様式を確立したのは小菅権八棟梁であるとい 

う。この様式で造られた温泉旅館としては、伊藤温泉の聚 

楽、新潟湯沢温泉の末広、水上温泉の蒼海、水上館、菊富 

士、湯桧曽温泉の高半別館、八塩温泉の神水館などがある。 

(村田敬一) 

注

1 現在、草津町在住の大工棟梁で柴山建設取締役。昭和10年7 

月2日、長野県中野市生まれ。

宝

珠

荘

白

領

荘

玄

関

棟



宝珠荘2階平面図

宝珠荘1階平面図

白領荘 2階平面図

白領荘1階平面図

宝珠荘 3階平面図 白領荘 3階平面図

草津ホテル配置図 調査対象建物



86松村屋

所在地草津町草津365 用 途商業•産業建築(温泉旅館)

構造概要木造£階建(地下1階)、寄棟造、トタン建築年明治30年(1897)頃

瓦棒茸 

設計者 施工者

備 考 草津の温泉旅館における伝統的意匠である出し梁造とする。

木造3階建(地下1階)、寄棟造、トタン瓦棒葺とし、出 

し梁造とする。当建物は、当初独立した3棟の建物を1棟と 

したものであることから、複雑で変形した平面形とし半端な 

寸法を用いている。正面向かって右側は、松村屋所有でもと 

郵便局•用品店であったが後に旅館となった部分、中央部は 

松村屋所有でもと質屋であったが後に旅館とした部分、左側 

は、建造当初から温泉旅館であった日進館下屋敷を昭和12年 

(1937)に購入したものである1。建造年代いずれも明治期 

のものとされているが、松村屋では明治30年(1897)頃と伝 

えている。

規模は各階で異なっているが、最も小さい3階部分が桁行 

m、梁間が左側面11.830m、右側面11.069m、中央部の最大 

部15.167mとする。現在、各客室の外に面する側は広縁する 

が、当初室ごとの隔て壁はなく吹き放ちの縁であった。現 

在見る各室の広縁は、プライバシー確保の要求から後から間 

仕切られて造られたものである。外観の屋根や出し梁はほぼ 

当初の景観を保っているが、内部はかなり改造が施されてい 

る。

江戸時代から明治•大正にかけて建造された草津の温泉旅 

館はほとんどが出し梁造であったとされている。既に取り壊 

され現存しないが、大阪屋上屋敷、現山本館の前身建物、現 

桐山の前身建物などはみな出し梁造であった。

2階出し梁造の凝った彫刻の持ち送りはすべてデザインが 

異なり見事なものである。現在、当建物は外観に温泉旅館と 

しての伝統的意匠である本格的な出し梁を残す建物として唯 

一の貴重な遺構といえよう。

なお、現在草津町光泉寺の玄関は、当建物の玄関を転用し 

たものである。転用した玄関の取り付けていた痕跡は現在も 

確認することができる2。 (村田 敬一) 

注

1工学院大学建築学科伊藤研究室『群馬県温泉浴場建築調査研 

究概報』(群馬県、昭和55年3月)による。

2 柴本天二氏のご教示による。

外 観

2階床出し梁持ち送り

内部(客室)

光泉寺玄関



松村屋旅館 3階平面図

松村屋旅館 2階平面図

松村屋旅館1階平面図

松村屋旅館地下平面図



87長寿館

所在地みなかみ町大字永井 用 途商業•産業建築(温泉旅館)

本館〜木造2階建、切妻造、杉皮葺 本館は明治5年(1872)から明治10年
構造概要 大浴場(法師乃湯)〜木平屋建、寄棟造、杉皮葺 建築 年(1877)の間、別館は昭和15年(1940)、大 

別館〜木造2階建、切妻造、トタン瓦棒葺 浴場は明治28年(1895)。

設計者 施工者

備 考 3棟とも国登録有形文化財

法師温泉は三国峠付近を源とする法師川最上流の標高800 

mに位置する。大正時代、法師温泉には5軒の温泉旅館が 

あったが、現在は長寿館1軒のみが残る。長寿館は当家の 

先祖が三坂神社の神主から明治5年(1872)に譲り受け明治 

10年(1877)に完成した温泉旅館であると伝える。長寿館に 

は数多くの建物があるが今回は国登録文化財の本館、法師乃 

湯、別館の3棟を取り上げる。

1本 館

木造2階建、屋根は切妻造、杉皮葺で平入、外壁は板張と 

し、東面して建つ。軒はせがい造りとする。規模(1階)は 

正面30.09m、側面14.61mである。復原平面をみると、1階 

に客室、玄関及び帳場、台所等、2階に客室を配している。 

建造年代は『上越鉄道敷設に賭けた岡村貢の生涯』(細谷菊 

治著、昭和62年8月150)の記述より明治5年(1872)から 

明治10年(1877)の間と推定する。

2大浴場(法師乃湯)

本館の北側に接続して東面して建つ。当初は法師温泉の共 

同浴場として建てられた。木造平屋建、屋根は寄棟造で腰屋 

根(換気口)付、杉皮葺、外壁は板張とする。規模は正面 

10.35m、側面12.34mである。現在、浴室は一室空間とし四 

つの湯船を田の字型に設ける。湯船の周りは洗い場を兼ねた 

通路とし南側、北側に脱衣棚を備える。建造年代は明治28年 

(1895)と伝えている。

3 別 館

本館とは廊下橋で接続する。木造2階建、屋根は切妻造、 

トタン瓦棒葺(当初板葺)、外壁は板張とする。軒はせがい 

造りとする。規模(1階)は正面37.13m、側面9.09mであ 

る。1、2階に客室を設ける。建造年代は昭和15年(1940) 

の建造であると伝える。 (村田敬一)

本館外観

別館外観

大浴場外観

大浴場内部



別館2階平面図復原図

別館1階平面図復原図

本館2階平面図復原図

本館1階平面図復原図

大浴場平面図復原図
工学院大学建築学科伊藤研究室作成

〔石川純男氏作成図面より引用〕



88　高橋家

所在地玉村町大字角渕 用 途住宅一農家

木造2階建て、切妻造り•平入•桟瓦葺き、g 昭和5年(1930)。「家屋台帳」には大正14
構is概要.桁行丄5.900メートルx梁間8.670 メートル年(1925)の登録がある。

設計者 施工者

備 考上棟式写真

高橋家は安政5年生れの高橋總蔵(昭和24年没、93歳)か 

ら4代続く養蚕農家である。

江戸時代の新田開発によって切り開かれた利根川沿い「角 

淵」という農村地帯にあり、屋敷には母屋•旧蚕室•土蔵が 

現存している。

高橋家では二代目当主(宇喜太)が島村蚕種の種蚕を買っ 

てきて、養蚕業を広げたと言われている。この時期には隣家 

の山田家(喜平治)が高山社桑友館で養蚕業を学んで帰村し 

ているから、そうした理由もあってこの村では養蚕業が盛ん 

になったと考えられる。高橋家では最盛期に300グラム(春 

110g •夏20g •初秋60g •晩秋100g •晩々30g)の掃立量 

を数える時もあったと言われ、村一番の収繭量の時期もあっ 

た。

母屋は前施設が木造平屋であったので、3代目当主(精 

一、明治35年生)が二階建てに造り変えたと言われている。 

高橋家では上棟式の写真を残しており、上棟は大正14年頃に 

行われ、そこには「青木」•「岩根材木店」•「清水屋総本店」、 

「河島材木」という名前入の半被職人が数人写っている。こ 

れまで伝承では、越後に在住する青柳一家(現在の青柳建 

設•青柳石材)を連れてきて施工に当たらせたと言われてき 

たが、この点については今後も検討を必要とする。建物につ 

いては昭和5年頃に完成したと言われている。

主屋は木造2階建て、桁行15.900 メートル梁間8.670 メー 

トル、切妻造り•平入•桟瓦葺きである。屋根には角を突き 

出すように2つ櫓を乗せている。

1階内部はこの地域に広く分布した4つ間取りを基本と 

し、西側に6畳が付設する構成で、南側に縁側を設けてい 

る。土間は通り庭で、東列のクワ場と竈は書斎•風呂場•脱 

衣所に変わり、板の間は近代的な設備を備えた台所に変わっ 

ている。

座敷部はアガリハナから見て、南列がオモテザシキ8畳• 

コザ(ミナミザシキ)8畳、北列がチャノマ8畳•ナカノマ 

8畳と6畳が西側に続いている。コザ(ミナミザシキ)には 

便所が用意され、鍵の手に折れ曲がった縁側は中廊下となっ 

て便所に続いている。チャノマ,ナカノマの北側は畳敷のキ

タロ-ウカであり、そこは4畳• 4畳の小室が置かれている。 

ミナミザシキは床の間•脇床•長押•簇蘭間を付けた書院座 

敷であるが、2階を蚕室に使うため根太天井である。2階は 

8畳• 8畳の座敷であり、それ以外は板敷きの蚕室などに 

使っていた。しかし、平成4年に養蚕を廃業してから内部を 

改装し、フローリング敷きの小部屋と大広間に変えている。 

建物は出し梁•出し桁造りであり、間口 4間半X桁行8間半 

の屋根をサス組の小屋梁で支えている。

屋敷の北側には別棟で蚕室が設けられているが、この建物 

は母屋を建築中に家族が使用したという伝承があるから、大 

正14年以前に建築された可能性がある。建物は木造2階建 

て、桁行13.662メートル梁行5.395メートル、寄棟、桟瓦葺 

き、屋根には櫓を載せる。1階は西側に桁行4.295メートル 

梁行5.395メートルのみそ蔵を設け、残りは板敷きのままで 

蚕室の状態を残している。2階は改造し、12畳• 8畳• 4畳 

の和室を設け、12畳の和室では主人が離れに使用したとも聞 

いている。そのほか米蔵が付属する文庫蔵(昭和7〜8年 

頃：3間X 5間)、相蔵(隠居部屋。昭和10年代)•木小屋 

(不明：2間X 7間)などを残し、屋敷では養蚕時代に栄え 

た農家の面影をそのまま残している。 (藤谷陽悦)



ミナミザシキ オモテザシキ

2階平面図 1階平面図



89栗本家住宅

所在地 玉村町大字下茂木 用 途住宅(農家)

構造概要木造2階建、切妻造、瓦葺 建築年昭和33年(1958)

設計者 施工者小林利三郎

備 考

当建物は現当主長生氏の祖父である軍平が昭和33年 

(1958)に建造したものである。大工は玉村町6 丁目の小林 

利三郎である。当建物は木造2階建、切妻造平入、瓦葺の主 

家兼蚕室である。棟に櫓は設けていない。規模は桁行17.812 

m、梁間8.794mである。小屋組は洋小屋のキングポストト 

ラス1とする。正面側のみ2階床部分は出し梁造り(当家で 

は「ダシバリ」と呼ぶ)、軒は船榧造り(当家では「セガイ」 

とP乎ぶ)とする。

平面図は平成元年の調査時のものである。1階は表側に土 

間側よりヨリッキ、キャクマ、背面側にコタッノマ、ナンド 

を配する「田字型間取」の奥にヨジョウハンと便所•押入を 

付加した型式をとっている2。キャクマには床の間と押入を 

並んで付ける。土間には養蚕用のクワバ(桑場)を設けてい 

る。オカッテ(西)とフロバは昭和47年(1972)頃の改造に 

よるもので、当初は土間であった。

現在では通常材料は施工者が用意するが当建物では建築主 

が支給している。昭和12年(1937)頃にダイコクバシラ(自 

宅の櫸)、昭和22年(1947)に梁、昭和25年頃に柱(松井田 

産の檜)、昭和30年(1955)にミヤコバシラを準備している。

2階の主用途は養蚕であるが、ニカイの間は当初から造ら 

れたものである。なお、子供室はサンシッ部分を改造して 

造ったものである。大黒柱の南側は、ニカイの間そしてサ 

ンシッ部分もすべて棹縁天井とし、その上部はサンカイ(3 

階)と呼んでいる。洋小屋はサンカイを使いやすいために採 

用したと伝える。

当地区では柱間二間において、芯々12尺の場合を「スロ 

ク」、内法12尺の場合を「ホンマ」と称し、.前者より後者が 

質の高い建築とされていた。当建物のキャクマの桁行柱間二 

間の内法は11.975尺でほぼ12尺である。関東は一般的に江戸 

間で心々12尺とされているが、当地区の農家では「ホンマ」 

の家は昭和30年代(1955〜1964)全般までごく 一般的に建てら 

れていた。

当家では養蚕は昭和40年半ばまで行っており、年4回で最 

も多い時で100gの規模であり、蚕種は藤岡から購入し、繭 

は鐘紡に出荷したと伝える。

当建物は、外観の出し梁造りや船榧造り、田字型平面、土

間の桑場、0.775尺X0.76尺(23.5cmX23.0cm)のダイコクバ 

シラ、0.59角のミヤコバシラ、高さ1.22尺X0.45尺(40.0cmX 

13.6cm)の差鴨居、2階の蚕室など、群馬県内でよく見る伝 

統的な養蚕農家の技法を用いた造りとする。当建物は建造年 

代が昭和33年(1958)であり、今回の調査において伝統的な 

造りで最も時代が下った時期に建てられた遺構である。

(村田敬一) 

注

1当家では「ガッショウ」と呼ぶ。

2『玉村町の建造物』(玉村町誌別巻DI玉村町、平成3年)によ 

れば当建物の平面型式は大正8年(1919)に建造された新井一 

夫家住宅(玉村町上之手)ほぼ同じである。

外 観

出し梁と船椎



粟本家住宅 2階平面図

洋小屋組

粟本家住宅断面図

粟本家住宅1階平面図



90木暮家住宅

所在地玉村町大字箱石292 用 途農家

搓产相f惡 木造2階建、切妻造、瓦茸き(3つ櫓) 建 塞 年日刀和2年(1927^ 
構迫概妾桁行14.049/-トルX梁行9.522/-トル 建染年 年_り

設計者 施工者棟梁佐藤儀一鳶職石原実平

1.棟札(「上棟昭和弐年弐月廿七日戸主木暮原三郎棟梁佐藤儀一鳶職石倉実平」) 

 2.「木暮圭太郎邸間取り(改修前•改修後)」•『玉村町誌 別巻m 玉村町の建造物』

木暮家玉村町の利根川沿いに位置する養蚕農家である。 

木暮家の3代前の祖父である五郎八(弘化2年7月25日生ま 

れ)は幕末の頃より繭の買受けを行っていたが、本格的に養 

蚕を飼育するようになったのは父親である一太郎の代であ 

る。群馬県蚕糸試験場に通って蚕の共同飼育を学び、養蚕業 

を盛んに盛りたてたという。木暮家では年間の掃立量が130 

グラム椿55g、夏25g、晩秋50g)を数える時もあったと 

言われ、最大の収繭量は640キログラム(春220kg、夏140kg、 

晩秋280kg)、その主な出荷先は県外で、昭和60年から上田蚕 

種と飛驊繭糸販売農業組合などを通じて繭を市場に下してい 

たと言われている。

木暮家では屋敷の中央に母屋を構え、南の露地に隣接さ 

せて明治24年の倉を置き、北側は竹林と樫の樹木などによっ 

て囲われている。しかし、南の露地には明治24年に建造された 

蚕室がもう1棟あって、それらで屋敷を囲い込むように配置 

されていたという。蚕室は「家屋台帳」によれば明治24年の建 

立であり、母屋2階と蚕室の2階が廊下通しで繋がっており、 

作業者は地面に降りずに作業できるようになっていた。しか 

し、今は蚕室が取り壊されて新しい物置小屋に変わっている。

母屋は震災で家屋が傾いた為、昭和2年に建て直したと言 

われている。母屋については棟札が残っており、そこには 

「上棟昭和弐年弐月廿七日戸主木暮源三郎棟梁佐 

藤儀一 鳶職 石倉実平」と記されて、昭和2年の上棟であ 

ることがわかる。建築の材料は地山から切り出した木材を木 

挽きに曳かせ、その材料を使って地元の大工である佐藤儀一 

棟梁に建てさせたという。

建物は木造2階建、桁行14.049メートル梁行9.522メート 

ル、切妻造り、桟瓦葺きである。屋根には換気用として角を 

突き出すように3つ櫓を載せている。

建物の構造は出し桁•出し梁であり、北側に桁行14.049 

メートル梁行3.735メートル、南側に桁行2.490メートル梁行 

3.735メートルの下屋を下し、西北方面には桁行2.810メート 

ル梁行3.735メートルの角屋を張り出している。小屋組は小 

屋梁の上から心束を立てているが、クイーンポストに近い洋 

小屋形式である。

1階の室内は整形に近い4つ間取りであり、アガリカッテ 

より見て東列が「オモテザシキ」8畳•「ミナミノザシキ」

8畳と続き、西列は6畳•「茶の間」8畳•「ナカノマ」10畳 

が続いて、その西南に「キタザシキ」8畳を設けている。ミ 

ナミノザシキは違い棚を省略した書院座敷である。長押を付 

けているが、根太天井を設けている。キタザシキは床の間• 

違い棚•付け書院を備えた本格的な書院造りであり、そこに 

は長押を廻して竿ぶち天井を設け、塩沢蘭香など幕末•明治 

期に活躍した文人画が襖絵として飾られている。木暮源三郎 

(明治7年2月19日生まれ)は取引先である伊勢崎宿を通じ 

て文人たちと交流があったと言われ、そうした文人趣味を生 

かした空間となっている。

土間はかつての「通り庭」であり、北側には風呂場•かま 

どが置かれていた。しかし、昭和58年に改装し、土間の半分 

は近代的な設備を整えた食堂に変わり、さらに風呂場•竈も 

オカッテ•応接間などに変っている。2階はすべてが板敷き 

で、それまで養蚕などの作業場に使っていた。しかし、これ 

も昭和60年に家族室に改装し、板間の大広間と8畳和室• 8 

畳和室• 6畳洋室の4室を設けている。室内からは養蚕に 

使った様子を伺うことはできないが、洋小屋の小屋組•換気 

ロなどに技術の痕跡は残り、近代的な生活様式の変化と共に 

農家の発展過程を辿ることのできる貴重な側面も残している。

(藤谷陽悦)

オモテザシキ



キタザシキ
昭和60年頃

小屋組断面図

2階平面図

1階平面図



91重田家住宅

所在地 玉村町大字小泉________________ 宅

奢,座孟暴二母屋—明治16年、榖蔵一明治25年、表門一 

槿产相？要墨—Sfe?妻绩墓：_甍画雲：墓§鷲二栾建範住明治後期、板塀一大正後期、西の蔵一昭和 

稱迫概要 造平唇建て、望妻•桟甚葺き、表門一木造 建 染 年9缶 亩の蔵 职初卩尔 丑h昆勅+て 
平屋建て、切妻.桟瓦葺き、井戸屋形一木 2年、栗の感一昭和3年、井尸屋敷一大正
寶驕^三木奮羣董瓦葺き’付属屋 初期、車庫一昭和戦前

設計者 施工者宮嶋市平

備 "考 国登録有形文化財、棟札(主屋)•棟札(座敷蔵)•家屋台帳(穀蔵•西の蔵•付属屋•座敷蔵)

伊勢崎市と隔てた玉村の利根川堤に位置する小泉重田家 

は、初代当主が姫路城主のお抱え医師を務め、江戸中期より 

代々医師を家業:としてきた家柄である。明治初期に重田家 

に嫁いだ母方さとの祖先も群馬県で初代医師会長を輩出する 

など名門の誉れの高い家柄であり、この両家の婚姻で、群 

馬県では「外科は野田の原沢、婦人科は館の佐藤、小児科は 

小泉の重田が群馬の医師の3家」と称せられる程であったと 

言う。現在の家屋はタバコの失火が原因で初代の建物を焼失 

したため、明治16年に再建されたものである。重田家の歴史 

を記した「重田さと重田政孝を偲びて」(1971年春)に 

よれば、その建立時期は「明治十三年に現在の小泉の建物が 

新築落成し、十五年に父母は揃って く(匹1国松山から)帰京さ 

れた。」(1971年春)と記しているが、後になって母屋の小 

屋裏から「明治十六年一月五日 上棟新築 重田寛斎五一年

棟梁玉村駅五丁目 宮嶋市平五三年 鳶同 内山兼吉四六 

年」と書いた棟札が発見され、明治16年1月であることが判 

明した。施工は宮嶋市平(大工棟梁)•内山兼吉(鳶職)で 

あり、両者とも玉村5丁目に在住した地元の職人であること 

が判っている。

母屋の建物は木造2階建て、桁行14.560メートルX梁行 

9.100メートル、切妻造り•桟瓦葺き.平入り、外壁は押縁 

の下見板張りで、表側に式台と「ゲンカンノマ」を有している。

室内は1階が農家住宅の間取りを基本として「6間取り 

型」の平面形式を持ち、近年になって「ゲンカンマ」.「ロ 

クジョウ」を中廊下として、南側の「ミナミジョウダンノ 

マ」と北側にあった「オモテザシキ(診療室)」•「オコタノ 

ヘヤ」•「カッテ」•「オダイドコロ」を洋室に変えている。ま 

た「待合所」•「薬局」を改修して「ダイドコロ」•浴室など 

に変え、近代的な装いを凝らしている。当時の状態を維持す 

る「キタジョウダンノマ」は床の間•違い棚.付け書院を備 

えた書院造りであり、床柱.落掛けにはクロガキが多く使わ 

れている。また長押には釘隠しを付けており、ひとつの格 

式を持った部屋として使われた様子を示している。「ミナミ 

ジョウダンノマ」は畳敷きが板間に変わったが、書院風座敷 

の趣を維持しており、この2部屋は「座敷•次の間」として 

接客空間に使われている。

2階は北側に「ヒロマ」(15畳半).「サンガイ」(8畳)と 

いう板敷きの部屋を設けている。南側と東側は基本的に畳敷 

きであり、8畳• 6畳(板敷き)• 8畳.7畳.7畳の部屋 

を巡らして、1階と違ってほとんど改造がない状態を伝えて 

いる。1階「ミナミジョウダン」.「キタジョウダン」の上部 

に位置する2階の「サンガイ」は、床の間と押入れを備えて 

接客空間に使われた様子であるが、この2室(8畳+8畳) 

だけは床高が2尺8寸ほど、他の部屋より高くなってしゝる。 

ちようど中3階のような格好となっており、その分だけ部屋 

の天井高は低く抑えられている。

「家屋台帳」によれば、重田家では明治25年に新しく 

榖蔵を新築した。木造平屋建て、桁行4間X梁間2間半 

(33.05m).切妻造り、外壁は押縁の下見板張りである。屋 

根は鉄板葺きで、屋根の軒廻りにも波型鉄板を被せて補修の 

跡を残している。

表門は薬医門形式で、明治後期の建造と伝えられる。外塀 

は大正後期の建造と言われ、屋根付きの板塀を道路側である 

南西と北西の敷地境界線に巡らしている。基礎部分は自然石 

を加工した亀甲積みである。

西の蔵は母屋の北西に接続し、そこの小屋裏からは新しく 

棟札が発見された。棟札には「上棟 昭和弐年六月弐拾春日 

高崎棟梁水島清吉鳶頭乗附栄太郎左官柳田佐市 

重田政章 建之」と墨書されており、昭和2年の上棟で、 

高崎から大工を迎えて工事に当たった様子がわかる。建物は 

木造2階建て、桁行4間X梁間2間半(33.05ni)、切妻.平 

入で、室内は漆喰仕上げで座敷蔵として一^部が使用されてい 

た。祖母の隠居部屋として建立したとも伝えられている。

東の蔵は「家屋台帳」から昭和3年の建造である。木造平 

屋建て、桁行2間X梁間2間(9.91iri)、切妻.平入、外壁 

は洗い出し仕上げで室内が漆喰塗り、家伝薬などを保管する- 

材料倉庫として建てたと伝えられている。

そのほか敷地内では、大正初期の井戸屋形(7.43ni)や 

患者と使用人が使用したと伝えられる昭和元年の外便所 

(5.78iri)、木骨スタイルのドイツ壁で仕上げた車庫などが残 

されている。車庫は木造平屋建て、屋根は腰折れ風の切妻で 

フォード車を保管していたと言われている。周囲でも注目を 

引く存在であったと言われている。

このように重田家では明治初期から昭和戦前までの建物を 

数多く保有しており、表門と塀は地域の歴史的景観資源とし 

て寄与している。この地方での医家の暮らしぶりを伝える貴 

重な歴史的建造物であり、平成13年に国の登録有形文化財に 

登録されている。 (藤谷 陽悦)

関連資料：「国登録有形文化財 所見」•『玉村町誌 別巻IE 
玉村町の建造物』•重田政信「重田さと重田政孝を偲び 

て」(昭和46年(1971)春慈円院及び薬王院二十三 

回忌に際し)



玄 関
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92渡辺家住宅

所在地 玉村町大字福島 用 途 住宅(農家)

構造概要木造2階建、入母屋造、トタン瓦葺 建築年(1881)^ZE1W Q922)

改造

設計者 施工者青木源吉(新潟の大工)

備 考

当家の歴史は古く、先祖は尾張国碧海郡浦部村に住み徳川 

家康に仕えていたが、箕輪落城にともない浪人となり、現在 

地である福島に帰農したのが初代の三右衛門重綱である。重 

綱から8代の孫三右衛門陳好とその子半兵衛(後に半六と改 

名)は玉村寄場組合大惣代を務めている。陳好は「三右衛門 

日記」(県重要文化財)を残している。その後、半六の孫で 

ある和太郎は郡会委員と玉村町長、また和太郎の子である襄 

(現当主壽美保氏の父親)も玉村町長を務めている1。

当建物の上棟は明治14年(1881)と当家で伝えられ、明治 

13年(1880)の『居宅建築大工見積図請負書類』を残してい 

る(写真参照)。これは伝承を裏付ける史料であり、これに 

は図面とともに「渡邊半六宅圖 明治十三年辰十月六日 大 

ェ青木源吉 引請人石川利八」と記されている。半六は家相 

にこだわる人であり、青木源吉は新潟の人で当時まだ25歳で 

あったという。

当建物は木造2階建、入母屋造、トタン瓦棒葺とする。小 

屋組は洋小屋(キングポストトラス)である。規模は1階 

が桁行23.611m、梁間11.327m、2階が桁行20.885m、梁間 

8.202mである。棟には3つ櫓(明治13年の文書では「イキ 

抜」と記している)を載せ、正面と背面の屋根面にそれぞれ 

3つの換気用千鳥破風〔当家では「サンカクヤネ」と呼ぶ〕 

を付ける。明治13年の平面図を見ると、当建物の間取りや規 

模が酷似しており、この図が当建物を描いたものであること 

は明らかである。現在みるトタン瓦棒葺の屋根は、高山社の養 

蚕法の影響を受けて、明治13年の断面図における草葺とし前 

面中央部突き上げて、そこから屋根裏の3階部分へ換気と採 

光を図るために大正11年(1922)に改造したものと伝える2。

1階平面は左手を床上部、右手を土間としている。床上部 

は六間取りを基本とし、その背面に小室を付加した型式を 

とっている。オクリとキタジョウダンには床の間付け、オク 

リの左手にカミノベンジョを突き出して設けている。当初土 

間には馬屋が置かれていたがその後取り払い、間仕切り壁を 

つくり現在に至る。

2階には現在5室を設けているが、当初は養蚕用の一室空 

間であった。2階前面に設けた3つの千鳥破風は、大正11年

(1922)の改造時に換気用として新たに設置したものである。 

屋根裏の3階は簀の子床の場合が多いが、当建物では隙間の 

ない板張としている。

当家は戦前は300貫以上の繭を出荷し、戦前まで蚕種(屋 

号「春陽館」)を営んでおり、お客は県内に限らず埼玉の鴻 

巣の人もいたという。また、現当主壽美保氏の祖父にあたる 

和太郎〔(昭和11年(1936)に70歳で死去)は横浜から蚕種 

の輸出も行ったと伝える。 (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特論「養蚕農家」の注7

3現当主壽美保氏は父襄から「当建物の材木を用意するのに3 

年かかった。埼玉県七本木から棒を利根川で運んだ」と聞いて 

いるという。

外観

『居宅建築大工見積図請負書類』(断面図)



渡辺家住宅 2階平面図

渡辺家住宅1階平面図

渡辺家住宅断面図

『居宅建築大工見積図請負書類』(平面図) 

〔明治13年(1880)〕



93原本屋商店

所在地 玉村町大字下新田616-1 用 途 住宅一商店

木造2階建て、入母屋造、桟瓦葺

構造概要母屋：桁行 5間1尺X梁行4間 建築年昭和7年(1932)
離れ：桁行2間半X梁行 4間

設計者小林利三郎 施工者小林利三郎

備 考 「原本屋指図」一葉

玉村町は日光例幣使街道の第1番目として栄えた宿場町で 

ある。江戸時代の初めに代官であった伊奈備前守忠次が滝川 

用水を引き、新田開発で農民を移住させ、幕末には宿内で50 

軒ほどの旅籠屋が建ち並んで賑わいを見せたという。その当 

時の宿場町は慶応4年に大火に逢い、今の街並みはその後に 

なって建て直されたものではあるが、なかには火災を免れた 

和泉屋(井田酒造)をはじめとして、戦前までの町屋を数多 

く残して昔の面影を今に伝えている。旧日光例幣使街道に面 

した原本屋商店はそうした商家の1棟であり、今でも米穀商 

を営んで昔の様子を維持している。

原家は屋号を「原本家」と言い、戦前には米•雑穀•肥 

料•飼料•塩類なども扱っていたと言われている。原本家が 

商売を始めたのは祖々父の代からであり、第2次世界大戦前 

には米穀のほか、配合肥料の製造工場や精米工場も経営し、 

その卸し先は隣町の藤岡市•新町ほか、主に旅館や小売業を 

相手に商売を商ってきたという。原本家の屋敷は旧例幣使街 

道を挟んで北と南の両側にある。北側は主に倉庫類(新蔵, 

北蔵)が占め、南側は主に店舖の建物である。今回の調査で 

対象としたのは南側にある店舗であり、そこにはみせと住宅 

と精米所などが置かれている。

原本家の南側の敷地は、間口が約12メートル、奥行きが約 

52メートルという細長い短冊状屋敷である。そのなかに街道 

に面してみせと表門を構え、その奥に母屋•離れ•精米所• 

別棟住宅が一列に配置される構成となっている。

母屋は木造2階建て、桁行約9.393メートルX梁行9.090 

メートル、入母屋造り•平入り•桟瓦葺き、正面に出し桁を 

見せ、外壁は防火対策を考慮して漆喰塗である。外壁の側面 

には洗い出し仕上げをそのまま見せている。原家には建物の 

「指図」が残っており、そこには年代の記述はないが、昭和 

7年頃の完成で、大工は地元で活躍した小林利三郎が工事を 

請け負って完成させたと言われている。小林利三郎は玉村地 

区で多くの公共工事や商家の建物を手掛けた名工として知ら 

れる。その業績については出版物にも紹介され、この原本家 

は小林利三郎の力量を伺わせる数少ない1棟ということがで 

きる。

母屋は、1階がみせ(間口 3間半X奥行1間)、6畳「帳 

場」• 8畳座敷が続き、東側に裏庭に通じる「通り土間」を 

設けた通り土間形式であった。しかし、その後の改造で、通 

り抜けを廃止して土間に6畳の部屋と「おかって」を設けた 

ために、「通り土間」の機能は失われている。また8畳座敷 

は居間に変わったが、今でも仏壇•床の間•平書院を残して 

商家の面影を伝え、かっては祖父母が使っていた部屋である 

平書院には山河の意匠を施す数寄屋造りの雰囲気を伝えてい 

る。

母屋の2階は10畳• 8畳• 7畳半• 6畳の座敷で構成され 

る。そのうち南側に面した8畳座敷は長押と竿ぶち天井で、 

床の間•違い棚•付書院の座敷飾りを用意し、かっては接客 

用として4部屋全体が法事•お祝い等が催されたと言われて 

おり、大勢の人寄せ空間として考えられている。そのため間 

取りは田の字型プランである。

離れは木造2階建て、桁行7.280メートルX梁行4.550メ ー 

トル(4間X 2間半)、寄棟造•桟瓦葺き、外壁は押縁の下 

見板張りである。1階は土間• 6畳•流し場•浴室•便所に 

分かれていたが、今は大改造を受けている。土間では井戸と 

竈があり、流し場が付き、6畳の座敷は「おかって」に使っ 

たと考えられるが、今は物置場に変わっている。

2階は8畳• 6畳で構成され、数寄屋風書院の趣をたたえ 

ていた。しかし、板敷を中心とした洋間に変わり、床の間, 

障子•建具類などにかっての痕跡を留めるのみである。

精米所は昭和3年に建築されたと言われている。木造平屋 

建て、桁行38.220メートルX梁行5.460メートル(6間X3 

間)、切り妻,トタン葺き•外壁は板葺きで、小屋組はキン 

グポストである。東側に製粉場と動力室を設けている。精米 

所の裏側(南)には戦後になって別棟住宅が1棟設けられた 

が、これは叔父の住居用として昭和35 • 36年頃に増築したも 

のである。

いずれにしても原本屋商店は宿場町であった短冊形の敷地 

に複数の住居が規則正しく並び、昔の屋敷構えをよく残して



いる。また室内はのちに変更が加えられたが、昔の商家の佇 

まいを残し、旧日光例幣使街道沿いの旧玉村宿の遺構を伝え 

る貴重な1棟に数えることができる。 (藤谷 陽悦) 

関連資料：『玉村町歴史資産基礎調査(旧玉村地区)報告書』 

(平成15年3月、街•建築•文化再生集団)、『群馬の職人』 

上毛新聞社

8畳座敷

1階みせ

2階8畳座敷

離れ内部


