
2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

_____________________________________________________________ _____ ※
~T～家住宅 前橋市____土鱼 住宅 一般住宅 明治6年頃___________J7?

2 阿久澤家住宅 -前橋市____ 中毛 住宅 一般住宅 昭和12年____________ 278_
3 塚田家住宅•店蔵 高崎市 西ポ 住宅 農家 279

樋口家住宅 高崎市 西毛 住宅 商店 明治時代 279
5 島田商店•島田医院 桐生市 東毛 住宅_____商店 大正時代 登録 280
6レストランショコラ•ノア(旧堀祐織物事務所棟)桐生市 東毛住宅 一般住宅 _________登録 280
7 '無鄰館(旧北川家住宅) 桐生市 東毛 住宅 一般住宅____________ H
8曽我家住宅 桐生市 東毛j主宅 一般住宅明治後期 登録 281
9 花のにしはら(旧書上商店) 桐生市 東毛住宅 商店 明治時代 2§2
10齋嘉織布 桐生市 東毛住宅____一般住宅大正後期____________ 282_
11 一の湯___  桐生iff 東毛 商業•産業 銭湯 日召扣前期____________ 283
12桐生織塾(青木家住宅) 桐生市 東毛住宅 一般住宅__________H
13明治館(旧黒羽内科医院旧館) 伊勢崎市 中毛 公共建築 病院 明治45年 市重文284
14日本基督教団島村教会 伊勢崎市 中毛宗教建築教会 明治30年 登録 284
15旧剛志村役場 伊勢崎市 中毛公共建築 役場 _________^§5_
16諏訪神社 伊勢崎市_中毛宗教建築神社 大正以降____________ 285_
17 石川家住宅 伊勢崎市 中毛 住 ______農家 明治4年_____________ 286_
18養砉寺庫裏 伊勢崎市 中毛宗教建築寺院 286
19大東神社 伊勢崎市 中毛宗教建築神社____________  287_
20義重山大光院新田寺呑龍上人開山堂 ____ 太田市 東毛宗教建築 寺院 昭和8年____________  287_
21 森家住宅 太田市 東毛 住宅_______商店 昭和4年_____________ ^§8_
22見晴館 沼田市 北毛 商業•産業 旅館 大正時代 288
23増田家住宅 沼田市 北毛住宅 農家____________ J89_
24桑原家住宅 沼田市 北毛住宅 農家____________ J§9_
25小林家住宅 沼田市 北毛 住宅_____ 農家 明治時代____________ J90
26小林家住宅 沼田市 北毛 住宅 農家 290
27小室家住宅(旧清和園旅館) 館林市 東毛 住宅 旅館 昭和9年 291
28梅の湯 館林市 東毛 商業•産業 公衆浴場______________291_
29旧塩澤医院 館林市 東毛公共建築病院 昭和10年____________ 292_
30 町田家住宅 渋川市 中毛 住 _____ 一般住宅 昭和4年_____________ _292_
31千明仁泉亭 ___________渋川市 中毛商業•産業旅館 大正9年_____________ _293_
32後藤家住宅 _______________渋川市 中毛住宅 農家 明治10年頃__________ _293_
33平方家住宅 渋川市 中毛住宅 農家____________ J94
34藤川家住宅 渋川  中毛住宅 農家 昭和5年
邪 赤城護国神社敷(旧敷島小学校奉安殿)_ 渋川市 中毛宗教建築 神社 大正10年 市重文295
36法久集会所(旧美原小学校坂原分校_______ 藤岡市 西毛公共建築 学校 昭和9年____________

37城聞家住宅 催育室•蚕室•土蔵 ________藤岡市 西毛 住宅 農家 明治38年___________

38 須藤家住宅 冨岡市 _ 西毛住宅 一般住宅 昭和10年___________ _296_
泊 神部医院 _ 富岡市 西毛公共建築 病院 昭和11年____________297_

_4〇 篠原家住宅 富岡市 西毛住宅 一般住宅 _____________ 297_
41櫛渕家住宅 富岡市 西毛住宅 一般住宅 298
42大竹家住宅 富岡市 西毛住宅 農家 明治33年___________J98
43貫前神社齋館 富岡市 西毛_宗教建築神社____________ .299
44 田島商店 安中市 .西毛住宅 商店 ____________299
45日本基督教団安中教会 安中市 西毛 住宅 一般住宅_____________ ^〇〇
46～～内田家住宅 安中市 .西毛 住宅 ____一般住宅 明治20年____________ 300_
47 富田家住宅 安中市 西毛 住 _____ 一般住宅 明治22年____________ W
48 中嶋家住宅 安中市 西毛 住宅 一般住宅  3〇］_

49 小屋家住宅 みどり _ 東毛住宅 住宅 大正時代_____________302
50岡直三郎商店 みどり市 東く 住 _____ 商店 明治28年頃__________J02
51青山家住宅 みどり市 東毛住宅______一般住宅明治中期_____________ 303
52黒澤家住宅 上野村 西毛住宅 旅貞______明治18年____________ 303
53～"茂木家住宅 上野村 西毛住宅 農家 明治時代_____________ 304
54たじま屋旅館 神流町 _西毛 商業•産業 旅館___________ ^〇4
55まるはち衣料品店 神流町 西毛住宅 一般住宅___________ _305_
56適^家住宅 ___ 神流町 西毛住宅 農家 明治37年頃_________ 305_
57今井屋旅館 ____ 神流町 西毛商業•産業 旅館 昭和時代____________J06.
58 _崎家住宅 流町］西〇住宅 ］農家 ］明治21年頃［306
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59黒田冢住宅 神流町 西毛 住宅 - 明治後期

6〇新井家 _____________________________神流町 西毛住宅 農家 明治37年頃 307
61 神戸家住宅____________________________下仁田町 西毛 住宅 農家 昭和5年 308
62飯田家住宅____________________________ 下仁田町 西毛 住宅 商店 昭和11年頃 308
63桜井商店______________________________ 下仁田町 西毛 住宅 商店 大正時代 309
64大河原家住宅 • 下仁田町 西毛 住宅 -農家 大正時代 309
65斎藤家住宅____________________________ 下仁田町 西-住宅 農家 明治30年頃 310
66田村家住宅_____________________________甘楽町 西毛住宅 農家 幕末〜明治 I
67柴山家住宅_____________________________甘楽町 西毛住宅 農家 明治29年頃 311
68田村家住宅_____________________________甘楽町 西毛住宅 農家 明治元年頃 31]
69伊参スタジオ(旧中之条町立第四中学校) 中之条町 北毛公共建築 学校 明治28年 312
70久保田旅館_____________________________中之条町 北毛 商業•産業 旅館 明治時代 312
71 旧五反田学校__________________________ 中之条町 北毛公共建築 学校 明治42年 町重文313
72旧大岩学校_____________________________中之条町 北毛 公共建築 学校 明治12年 町重土 313
73旧栃窪分校_____________________________中之条町 北毛公共建築 学校 昭和34年 314
74金幸__________________________________ 中之条町 北毛商業•産業料亭 明治時代 _ 314
75町田家住宅_____________________________中之条町 北毛住宅 一般住宅 幕末〜明治 登録 315
76柳谷旅館_______________________________中之条町 北毛商業•産業旅館 幕末〜明治 315
77菅谷家住宅_____________________________東吾妻町 北毛住宅 農家 明治34年 316
78大川家住宅_____________________________東吾妻町 北毛住宅 病院 明治39年 316
79旧太田村役場 _____________ 東吾妻町 北毛公共建築 役場 明治37年 317
80阿部家住宅 .______________________至,妻町北毛住宅 商店 明治25年 _ "317
81旧長野原町立第一小学校校舎_____________長野原町 北毛公共建築 学校 明治44年 318
82長野原町役場__________________________ 悬晋原町北そ公共建築役場 昭和4年 _ 318
83応桑諫訪神社 拝殿•社務所_______________ 蓋野原町 北毛 宗教建築 神社 大正中期 319
84旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舍______________ 量原町北羊^公共建築駅舍 昭和5年 登録 319
85北軽井沢大学村組合事務所•南紀倶楽部 長野原町 北毛 住宅 事務所 昭和3年頃 -320
86 土屋家住宅 _______________________孀恋村 北毛住宅 農家 明治7年 ノ 32?
87黒岩家住宅_____________________________孀恋村 -北毛住宅 商店 昭和35年 321
88旧燸恋村役場___________________________孀恋村 北毛公共建築.役場 昭和2年 322
89中居屋旅館_____________________________孀恋村 北毛商業•産業旅館 明治初期 322
90黒岩家住宅_____________________________孀恋村 北毛住宅 農家 明治初期 3妁
91とり彦__________________________________草津町 北毛 商業•産業 料亭 昭和13年 323
92金比羅神社(金刀比羅神社)社殿___________草津町 北毛 宗教建築 神社 昭和13年 324
93佐藤家住宅_____________________________草津町 北毛住宅 農家 明治34年 324
94宮崎家住宅_____________________________草津町 北毛住宅 農家 昭和12年 325
95 奈良家住宅____________________________ 高山村 北毛 住宅 農家 昭和11年 325
96都筑家住宅_____________________________高山村 北毛住宅 農家 明治10年 326
97新井家住宅_____________________________互與村 北毛住宅 農家 幕末〜明治 326
98永井家住宅_____________________________片品村 北毛住宅 農家 明治初期 327
99星野家住宅_____________________________片品村 北毛住宅 農家 明治6年 327
100桑原家住宅_____________________________ 2L1場村 北毛住宅 農家 明治中期 328
101木村家住宅_____________________________川場村 北毛住宅 農家 明治27年 328
102川場村歴史民俗資料館___________________川場村 北毛公共建築学校 明治43年 登録 32?
103秋山家住宅____________________________ 立空かみ町北毛住宅 農家 明治時代 :329
104湯桧曽薬師堂___________________________みなかみ町北毛宗教建築薬師堂 明治時代 330
105河合家住宅____________________________ みなかみ町北毛住宅 農家 明治末期 330
106林家住宅_______________________________昭和村 北毛住宅 農家 明治末期 331
107高橋家住宅_____________________________昭和村 北毛住宅 農家 明治22年 33?
108荻原家住宅____________________________ >村町 中毛住宅 一般住宅明治38年 33?
109川田家住宅_____________________________板倉町 東毛住宅 農家 大正時代 332
110大和屋_________________________________千代田町 東毛 住宅 商店 明治時代 J3?
111尾城綿店_______________________________大泉町 東毛住宅 商店 昭和9年 333_
112]茂木家住宅 ]邑楽町 毛li主宅 1>般住宅治43年 [ [334
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中毛 15旧剛志村役場 公共建築 役場 伊勢崎市 _________ ^28?
中毛 13明治館(旧黒羽内科医院旧館) 公共建築 病院 伊勢崎市 明治45年 市重文284
中毛31千明仁泉亭 商業•産業旅館_____渋川市 大正9年____________ ^93_
中毛16諏訪神社 宗教建築神社 _伊勢崎市大正以降______________ _285
中毛19大東神社 宗教建築神社 伊勢崎市大正初期__________________ J87
中毛35赤城護国神社敷(旧敷島小学校奉安殿) 宗教建築 神社 渋)1 ____ 大正10年 市重文295
中毛18養寿寺庫裏 宗教建築寺院_伊勢崎市幕末〜明治__________ ^86
中毛14日本某督教団島村教会 宗教建築教会 _伊勢崎市 明治30年 登録 284
中毛 1Y石川家住宅 _________________________ 住宅 農家 伊勢崎市 明治4年_____________ ^86
中毛32後藤家住宅 _______________________住宅 農家 渋川市 明治1◦年頃__________ _293
中毛33平方家住宅 住宅 農家 渋川市__________________^94
中毛34藤川家住宅 住宅 農家 渋)1 ____ 昭和5年_____________ ,294
中毛 1;小島家住宅 住宅 _ 一般住宅 前橋市 明治6年頃___________ J78
中毛 2阿久澤家住宅 住宅 一般住宅前橋市____________ J78
中毛30町田家住宅 住宅 一般住宅 渋川市_______________ ^92_
中毛108荻原家住宅 __________住宅 一般住宅玉村町 明治38年___________ _332
西毛39神部医院 公共建築病院、富岡市___________ J97
西毛36法久集会所(旧美原小学校坂原分校:し 公共建築学校 藤岡市____________ ^95
西毛54たじま屋旅館 ___________商業•産業 旅館 神流町 明治後期____________ .304
西毛43貫前神社 齋館 _______宗教建築 神社 富岡市 昭和5年_____________ J99
西毛52黒澤家住宅 住宅 旅t ______ 上野村 明治18年___________

西毛 3 塚田家住宅•店蔵 ___________住宅 農家 高崎市 明治30年頃__________ _2Zi
西毛3Y城聞家住宅催育室•蚕室•土蔵__________ 住宅 農家 藤岡市 明治38年____________^96
西毛42大竹家住宅 住宅 農家 富岡市 明治33年____________298
西毛53茂木家住宅 住宅'農家 上野村 明治時代 304
西毛56高橋家住宅 住宅 農家 神流町 明治37年頃__________ _3〇5
西毛58岩崎家住宅 住宅 農家 神流町 _________ ^〇6
西毛59黒田家住宅 ______ 住宅 農家 神流町 明治後期____________ ,307
西毛60新井家住宅 _ 住宅 農寥 _神流町 明治37年頃_________ _3〇し
西毛61神戸家住宅 ___________住宅 農家 下仁田町 昭和5年_____________ _308
西毛64大河原家住宅 _______住宅 農家 下仁田町 大正時代____________ ^09
西毛65斎藤家住宅 _____________住宅 農家 下仁田町 明治30年頃__________ _311
西毛66田村家住宅 _____________ 住宅 農家 甘楽町 幕末〜明治__________

西毛67柴山家住宅 __________ 住宅 農家 甘楽町 明治29年頃__________ ^11.
西毛68田村家住宅 住宅 農家 _甘楽町 明治元年頃__________211
丙毛 4 樋口家住宅 - _住宅 商店 高崎市 明治時代____________ J79
西毛44田島商店 _________________住宅 商店 安中市 明治45年____________ .299
西毛62飯田家住宅 _______________住宅 商店 下仁田町 昭和11年頃__________ ^08
西毛63桜井商店 _____________ 住宅 商店 下仁田町 大正時代____________ J09
丙毛38須藤家住宅 __________________ 住宅 一般住宅富岡市 昭和10年____________^96
西毛40篠原家住宅 • _____________ 住宅 一般住宅富岡市 大正8年_____________297_
西毛41櫛渕家住宅 ____________ 住宅 一般住宅富岡市 明治27年____________ 298
西毛45日本基督教団安中教会 _________________ 住宅 一般住宅 安中市 大正9年_____________ 上见

丙毛 46内田家住宅 ________住宅 ____ 一般住宅 安中市 明治20年_____________300
丙毛47富田家住宅 ______________住宅 一般住宅 安中市 明治22年____________ JO?

丙毛 48中嶋家住宅 ____________________住宅 一般住宅 安中市 明治17年頃__________

丙毛昶まるはち衣料品店 __________________住宅 一般住宅神流町 明治26年____________ _3£5_
東毛29旧塩澤医院 _______公共建築病院 館林市 昭和10年____________ _292
直秀 11一の湯 _______________ 商業•産業 銭湯 桐生市 昭和前期____________ 283
直毛28梅の湯 ____________商業•産業 公衆浴場 館林市 昭和2年_____________ _291_
東毛20義重山大光院新田寺呑龍上人開山堂 宗教建築 寺院 太田市____________ 287
東毛27小室家住宅(旧清和園旅館______________ 住宅 旅館 館林市 昭和9年________ _291_
東毛109川田家住宅 _____________ 住宅 農家 ’板倉町 大正時代____________ J32
東毛 5 島田商店•島田医院 ____________ 住宅 商店 桐生市 大正時代 登録 280
東毛 9 花のにしはら(旧書上商店) ______________ 住宅 商店 桐生市 明治時代_____________282
東毛21 森家住宅______________________________ 住宅 商店 太田市 昭和4年_____________288
東毛50岡直三郎商店 ___________住宅 _ 商店 ____みどり市 明治28年頃__________J02_
東毛110大和屋 住宅 商店 千代田町 明治時代_______ ___ J33
東毛111|M城綿店 住宅 商店 大泉町 lj召和9年 ] [333
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東毛49小屋家住宅__________________________ 住宅 住宅 みどり市 - ^30?
東毛 6 レストランショコフ.ノア(旧堀祐織物事務所棟)住宅 一般住宅 桐生市 戦前 登録 280
東毛 1 無鄰館(旧北川家住宅)___________________一般住宅 桐生市 昭和9年 ^28?
東毛 8曽我冢住宅____________________________ 住宅 一般住宅桐生市 明治後期 登録 281
東毛W齋嘉織布______________________________住宅 一般住宅桐生市 大正後期 28?
東毛12桐生織塾(青木家住宅) ’________连^ 一般住宅桐生市 明治〜大正 283
東毛51青山家住宅____________________________住宅 一般住宅みどり市 明治中期 303
東毛112茂木家住宅 住宅 一般住宅邑楽町 明治43年 334
北毛79旧太田村役場__________________________公共建築 役場 東吾妻町 明治37年 317
北毛82長野原町役場 公共建築役場 長野原町昭和4年
北毛88旧燸恋村役場__________________________公共建築役場 燸恋村 昭和2年 _

北毛69伊参スタジオ(旧中之条町立第四中学校) 公共建築 学校 中之条町 明治28年 _H
北毛71旧五反田学校 公共建築学校 中之条町 明治42年 _町重文313_
北毛72旧大岩学校____________________________公共建築 学校 中之条町 明治12年 町重文313
北毛73旧栃窪分校___________________________公共建築学校 中之条町昭和34年 314
北毛81旧長野原町立第一小学校校舍________ 公共建築学校 長野原町 明治44年 318
北毛102川場村歴史民俗資料館_______________ 公共建築学校 川場村 明治43年 登録 329
北毛84旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舎______________ 公共建築駅舎 長野原町昭和5年 登録 319
北毛74金幸__________________________________商業•産業料亭 中之条町明治時代 314
北毛91とり彦_________________________________商業•産業 料亭 草津町 昭和13年 323
北毛22見晴食官________________________________適業.産業 旅館 沼田市 大正時代 288
北毛70久保田旅館____________________________商業•産業旅館 中之条町明治時代 312
北毛76柳谷旅館 _______________________ 商業•産業旅館 中之条町幕末〜明治 315
北毛89中居屋旅館____________________________適業•産業 旅館 燸恋村 明治初期 322
北毛104湯桧曽薬師堂__________________________室教建築薬師堂 みなかみ町明治時代 330
北毛 83応桑諏訪神社拝殿•社務所_________ 宗教建築 神社 長野原町_大正中期 319
北毛 92金比羅神社(金刀比羅神社)社殿_________ 宗教建築 神社 草津町 昭和13年 324
北毛78大川冢住宅____________________________病院 東吾妻町 明治39年 316
北毛23増田家住宅___________________________ 住宅 農家 沼田市 明治時代 289
北毛24桑原家住宅___________________________ 住宅 農家 沼田市 大正時代 289
北毛 25小林家住宅___________________________ 隹声 農家 沼田市 明治時代 290
北毛 26小林家住宅___________________________ 隹宅 農家 沼田市 明治時代 290
北毛77菅谷家住宅_____________________________住宅 農家 東吾妻町明治34年 316
北毛86 土屋家住宅____________________________ 住宅 農家 孀恋村 明治7年 32?
北毛90黒岩家住宅___________________________ 隹率 農家 燸恋村 明治初期 323
北毛93佐藤家住宅___________________________ 住宅 農家 草津町 明治34年 324
北毛 94宮崎家住宅___________________________ 住宅 農家 草津町 昭和12年 325
北毛 95奈良家住宅___________________________ 隹宅 農家 高山村 昭和11年 ’325
北毛96都筑家住宅___________________________ 隹宅 農家 高山村 明治10年 326
北毛97新井家住宅____________________________農家 片品村 幕末〜明治 326
北毛98永井家住宅___________________________ 住宅 農家 片品村 明治初期 327
北毛99星野家住宅___________________________ 住宅 農家 片品村 明治6年 327
北毛100桑原家住宅___________________________ 住宅 農家 川場村 明治中期 328
北毛101木村家住宅___________________________ 住宅 農家 川場村 明治27年 328
北毛103秋山家住宅_____________________________ 住宅 農家 みなかみ町_明治時代 329
北毛105河合家住宅_____________________________隹奏 農家 みなかみ町明治末期 330
北毛W6林家住宅_____________________________ 住宅 農家 昭和村 明治末期 331
北毛107高橋家住宅___________________________ 苷宅 農家 昭和村 明治22年 331
北毛80阿部家住宅___________________________ 住宅 商店 東吾妻町 明治25年 317
北毛87黒岩家住宅__________________________ 住宅 商店 燸恋村 昭和35年 321
北毛85北軽井沢大学村組合事務所•南紀倶楽部 住宅 事務所 長野原町昭和3年頃 320
北毛|和田家住宅 I住宅 一般住宅 中之条町:幕末〜明治 b録 ljl5



2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 役場 15旧剛志村役場 伊勢崎市 中毛_________

公共建築 役場 79旧太田ネぢ殳場__________________________東吾妻町 北毛明治37年   317_
公共建築 役場 82長野原町役場 ______________長野原町 北毛 昭和4年_____________ 318_
公共建築役場 88旧孀恋村役場 _______ 孀恋村 北毛昭和2年_____________^22
公共建築 病院 13明治館(旧黒羽内科医院旧館) ____ 伊勢崎市 中毛 明治45年 市重文284
公共建築 病院 39__神部医院 ___________ 富岡市 西毛 昭和:L1年____________ 297_
公共建築病院 29旧塩澤医院 _______ 館林市 東毛昭和10年____________^92
公共建築 学校 36法久集会所(旧美原小学校坂原分校_______ 藤岡市 西毛昭和9年_____________^95
公共建築 学校 69伊参スタジオ(旧中之条町立第四中学校) 中之条町 北毛____________212
公共建築 学校 71旧五反田学校 中之条町 北毛 明治42年 町重文313
公共建築 学校 72旧大岩学校 ____ 中之条町 北毛 明治12年 町重文313
公共建築 学校 73旧栃窪分校 中之条町 北毛 昭和34年____________211
公共建築学校 81旧長野原町立第一小学校校舎 長野原町 北毛____________211
公共建築 学校 102川場村歴史民俗資料館 _______ 川場村 北毛 明治43年 登録 329
公共建築 駅舎 84旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舎 長野原町 北毛 昭和5年 登録 319
商業•産業 料亭 74金幸 中之条町 北毛____________ 211
商業•産業 料亭 91とり彦 草津町 北毛____________223
商業•産業 旅館 31千明仁泉亭 ____________________渋川市 中毛大正9年_____________ 251
商業•産業 旅館 54たじま屋旅館 神流町____  西毛 明治後期____________ 221
商業•産業 旅館 22見晴館 沼田市 北毛'____________ 251
商業•産業 旅館 70久保田旅館 中之条町 北毛____________ 211
商業•産業 旅館 76柳谷旅館 ____中之条町 北毛 幕末〜明治__________ 215
商業•産業 旅館 89中居屋旅館 孀恋村 北毛 明治初期____________ 222
商業•産業 銭湯 11一の湯 桐生市 東毛昭和前期____________ 2§1
商業•産業 公衆浴場 28梅の湯 館林市 _ 東毛 昭和2年_____________221
宗教建築 薬師堂 104湯桧曽薬師堂 みなかみ町北毛明治時代___________ 2^〇

宗教建築 神社 16諏訪神社 伊勢崎市 中毛____________ 2§5
宗教建築 神社 19大東神社 伊勢崎市 中毛 大正初期____________ 2§1
宗教建築神社 35赤城護国神社敷(旧敷島小学校奉安殿) 渋川市 中毛大正10年 市重文295
宗教建築神社 __43 貫前神社齋館 富岡市 西毛昭和5年_____________ 299
宗教建築 神社 83応桑諏訪神社拝殿•社務所 長野原町 北毛'____________ 212.
宗教建築 神社 92金比羅神社(金刀比羅神社)社殿 草津町 北毛 昭___________ 221
宗教建築 寺院 18養寿寺庫裏 伊勢崎市 中毛 幕末〜明治’_______2§^
宗教建築 寺院 20義重山大光院新田寺呑龍上人開山堂 太田市 東毛 昭和8年 287
宗教建築 教会 14日本基督教団島村教会 伊勢崎市 中毛明治30年 登録 284
住宅. 旅館 52黒澤家住宅 上野村 _ 西毛 明治18年___________ 221
住宅 旅館 27小室家住宅(旧清和園旅館) 館林市 東毛昭和9年_____________221
住宅 病院 78大川家住宅 東吾妻町 北毛 明治39年 ________21^
住宅 農家 17石川家住宅 __________________________ 伊勢崎市 中毛 明治4年 ’______ 2^6

住宅 農家 ぬ後藤 ____________________________ 渋川市 中毛明治10年頃__________ .293.
住宅 農家 33平方家住宅 渋川市 中毛____________ 221
住宅 農家 [34藤川家住宅 渋川市 中毛____________ 221
住宅 農家 3 塚田家住宅•店蔵 高崎市 西毛__________ 212.
住宅 農家 37城聞家住宅催育室•蚕室•土蔵 藤岡市 西毛____________296
住宅 農家 42大竹家住宅 富岡市 西毛明治33年 ________ 22§_
住宅 農家 53茂木家住宅 上野村 西毛明?____________ 2〇1
住宅 農家 56高橋家住宅 神流町 西毛"明治37年頃________22E
住宅 農家 58岩崎家住宅 神流町 西毛明治21年頃 306
住宅 農家 59 ..黒田家住宅 神流町 _西毛____________ 307
住宅 農家 60新井家住宅 神流町 西毛__________221
住宅 農家 61神戸家住宅 下仁田町 西毛 昭和5年___________225.
住宅 農家 64大河原家住宅 下仁田町 西毛 大正時_____________309
住宅 農家 65斎藤家住宅 下仁田町 西毛明治30年頃 310
>宅 農家 66田村家住宅 甘楽町 西毛 幕末〜明治___________310
；[主宅 農家 67柴山家住宅 甘楽町 西毛明治29年頃 311
住宅 農家 68田村家住宅 甘楽町 西毛_明治_________ ^211
住宅 農家 109川田家住宅 板倉町 東毛大正時代 332
住宅 農家 23増田家住宅 沼田市 北毛 明治時代 _ _ 289
住宅 農家 24桑原家住宅 沼田市   北毛[大正時代 ] [289



2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_______25小林家住宅___________________ 沼田市 北毛明治時代 290
住宅 農家_______26小林冢住宅____________________ 沼田市 北毛明治時代 ^290
住宅 農家 77菅谷家住宅__________________ 東吾妻町 北毛明治34年 316
住宅 農家 86' 土屋家住宅______________ 孀恋村 北毛明治7年 32?
住宅 農家 90黒岩家住宅__________________________  孀恋村-北毛明治初期 323
住宅 農家 93佐藤家住宅 • 草津町 北毛明治34年 324
住宅 農家 94宮崎家住宅_______________ 草津町 北毛昭和12年 325
住宅 農家 95奈良家住宅______________ 高山村 北毛 昭和11年 325
住宅 農家_____96都筑家住宅_______ 高山村 北毛明治10年 326
住宅 農家 97新井家住宅___________ 片品村 北毛幕末〜明治 326
住宅 農家 98永井家住宅______________ 片品村 北毛明治初期 327
住宅 農家 99星野家住宅 片品村 北毛明治6年 327
住宅 農家 100桑原家住宅___________ 川場村 北毛明治中期 328
住宅 農家 101木村家住宅______________ 川場村 北毛明治27年 328
住宅 農家 103 ________ みなかみ町北毛明治時代 329
住宅 農家 105河合家住宅__________ みなかみ町北毛明治末期 330
住宅 農家 106 ____________ _昭和村 北毛明治末期 331
住宅 農家 107高橋家住宅 昭和村 北毛明治22年 331
住宅 商店 4 樋口家住宅_______________ 高崎市 -西毛 明治時代 279
住宅 商店 44 ___________ 安中市 西毛 明治45年 299
住宅 商店 62飯田家住宅 下仁田町_西毛 昭和11年頃 308
住宅 商店 63桜井商店 下仁田町.西毛 大正時代 309
住宅 商店 5 島田商店•島田医院 桐生市 東毛 大正時代 登録 280
住宅 商店 9 花のにしはら(旧書上商店) 桐生市 東毛 明治時代 282
住宅 商店 21森家住宅 太田市 東毛昭和4年 288
住宅 商店 __50岡直三郎商店 みどり市 東毛明治28年頃 302
住宅 商店 110大和屋___________ 千代田町 東毛 明治時代 333
住宅 商店 111尾城綿店________ 大泉町 ［東毛昭和9年 333
住宅 商店 80阿部家住宅 東吾妻町 北毛明治25年 317
住宅 商店 87黒岩家隹宅 孀恋村 北毛昭和35年 321
住宅 住宅 49小屋家住宅 みどり市 東毛大正時代 302
住宅 事務所 85北軽井沢大学村組合事務所•南紀倶楽部 長野原町 北毛 昭和3年頃 320
住宅 一般住宅 1小島家住宅 前橋市 中毛明治6年頃 278
住宅 一般住宅 2 阿久澤家住宅 前橋市 中毛 昭和12年 278
住宅 一般住宅 30 _町田家住宅 渋川市 中毛 昭和4年 292
住宅 一般住宅108 ________ 玉村町 中毛明治38年 332
住宅 一般住宅 38_'須藤家住宅 富岡市 西毛昭和10年 296
住宅 一般住宅 40篠原家住宅 富岡市 _西毛大正8年 297
住宅 一般住宅 41櫛渕家住宅 富岡市 西毛明治27年 298
住宅 一般住宅 45日本基督教団安中教会 安中市 西毛大正9年 300
住宅 一般住宅 46内田家住宅 安中市 西毛明治20年 300
住宅 一般住宅 47富田家住宅 安中市 西毛明治22年 301
住宅 一般住宅 48中！!! _______ 安中市 西毛明治17年頃 301_
住宅 一般住宅 55まるはち衣料品店 神流町 西毛明治26年 305
住宅 一般住宅 6レストランショコラ•ノア(旧堀祐織物事務所棟)桐生市 東毛 戦前 登録 280
住宅 一般住宅 7無鄰館(旧北川家住宅) 桐生市 東毛昭和9年 281
住宅 一般住宅 8 曽我家住宅 桐生市 東毛明治後期 登録 281
住宅 一般住宅 10齋嘉織布 桐生市 東毛大正後期 ^282
住宅 一般住宅 12桐生織塾(青木家住宅) 桐生市 東毛明治〜大正 283
住宅 一般住宅_ 51青山家住宅 みどり市 東毛明治中期  2〇3
住宅 一般住宅112茂木家住宅 邑楽町 東毛明治43年 _334
住宅 1^般住宅［75 ［町田家住宅 I争之条町］北毛1夢末〜明治 _録］315



1小島家住宅

所在地　前橋市大手町 _____________

用 途住宅 _________________

木造平屋、洋館一切妻造、瓦葺•和館 

一寄棟造、瓦葺

建築年昭和6〜7年

備 考丨成22年取壊し。

群馬銀行の頭取が借家を購入し、それに修理を加えて自邸 

として使用していた和洋折衷住宅(文化住宅)である。建物 

は木造平屋建、洋館が切妻造•瓦葺き、和館が寄棟造•瓦葺 

きで、玄関脇には洋風の応接間が備えられていた。住まいの 

主屋は和室であるが、座敷は円形の書院窓を設けるなどの粋 

な意匠を凝らした続き間で構成されていた。前橋市大手町の 

周辺は高級官僚の借家が多くあった。この建物はそのなかに 

あって洋風要素を加味した貴重な借家住宅として知られてい 

たが、平成22年の詳細調査を行う前に、取り壊されてしまっ 

たのが惜しまれる。 (藤谷 陽悦)

2 阿久澤家住宅

所在地　前橋市千代田町

用 途住宅

構造概要 木造平屋•入母屋造•桟瓦葺

建築年 昭和12年(1937)
「阿久澤法律事務所改修工事図面」

備 考(昭和9年3月、辰陽工匠 阪本建築 

 設計事務所)ほか資料あり。

前橋市の官庁街に位置する法律事務所兼年宅の建物であ 

る。この千代田町周辺は医師•弁護士が多く居住した地域で 

ある。建物は木造平屋•寄棟造•瓦葺き、正面に入母屋造 

りの玄関庇を備え、室内の間取りは中廊下形で、東側に白壁 

の洋風応接室兼仕事部屋が配置される。南側の8畳和室は 

「床•棚•書院」を配して書院座敷としての格式を整えてい 

る〇

(藤谷陽悦)

外 観

内 部

外 観

内 部

「阿久澤法律事務所改修 

工事図面」

(昭和9年3月)



3 塚田家住宅、店蔵

所在地高崎市東国分町

用 途養蚕農家、店舗

木造2階建、切り妻、葺き(母屋) 
稱迫慨要木造2階建土造り、切り妻、瓦葺き  

建築年 江戸末期(蔵)、明治30年前後(母屋) 
備 考

母家は、桁行9間X梁間5間で、北と西に下屋が、棟の中央 

には養蚕の気抜きに用いた越屋根が付く。1階は、西側に畳 

敷の6室があるが、うち西奥2室は部分的に西側下屋に属す 

る。また、この2室を含む4室は、東西に走る中廊下を挟ん 

で2室ずつに配され 欄間や釘隠の細工が繊細である。蚕室 

であった2階以上は子世帯の住居として改修されている。

敷地南東隅の店蔵は、桁行4間X梁間3間で下屋は無く総 

二階。正面に1階中央の入口と2階に角窓が2つ、南面東側 

に横長の高窓が付くが、いずれも引き戸であったと思われ 

る。影盛や箱棟が無く、比較的に簡素な作り。

また、凡そ100年前の建築と伝わる穀蔵、明治末、大正末 

頃という2つの蚕室、当初からの門等も残る。なお敷地東の 

門は、3〇〜40年前、馬屋と肥溜に屋根を架けて長屋門風にし 

たものという。 (内田青蔵)

4樋口家住宅

所在地J高崎市吉井町吉井川

途店蔵

j冓造概要 木造2階建、切り妻、瓦葺き

建築年 明治年間に移築(店蔵)

備 考

外壁は白漆喰で、特に蛇腹状に筋を重ねた2階軒の持送り 

を塗り込めている箇所には目を見張る。棟は熨斗積みで端に 

は影盛がある。建物は、中山道脇往還(姫街道)の吉井宿に 

面し、明治年間に小幡から移築したものと伝えられる。2代 

目の曾祖父が天理教会を設立したのが明治28年とされるが、 

開業からまもなく店を閉めた理由がこれと関係すれば、移築 

はそれ以前と考えられる。現在も店舗としては機能しておら 

ず、住居としての改造が目立つ。なお、敷地奥には、昭和7 

年に建築された天理教多胡分教会、店蔵北側には、大正期に 

建てられたという洋館と、その奥に蔵がある。この蔵は、洋 

館の建築に際してこの位置まで曳かれたという。

(内田青蔵)

母屋外観

東南の店蔵

店蔵外観

北側の様子



5 島田商店及び住宅

所在地 桐生市巴町

用 途店舗+住居____________________

木造2階建入母屋桟瓦葺(店舗) 
木造平屋建入母屋桟瓦葺(住宅) 

建築年 大正•昭和戦前期 
備 考　登録有形文化財

島田商店の建物は、明治後期に貸し店舗として建てられた 

ものを、大正期に一部を解体して2階建ての店舗として建て 

られた。昭和12年から島田家が居住している。木造2階建、 

入母屋造桟瓦葺で東西7.52m、南北7.52mの正方形の建物 

で、南東角は切られて「く」の字となっている。道路に接し 

た東側から南側にかけて、昭和12年当時の大きなガラスの一 

枚戸が入り、内側に3尺幅の通り土間が廻っている。角には 

昭和12年改築時の煙草ショーウインドーが設けられており、 

昭和戦前期の店舗建築のユニークな一例を伝えている。

店舗の北側に接続する住宅の主屋は、昭和12年の建設で、 

木造平屋建入母屋桟瓦葺の建物。床の間と違い棚を持つ10畳 

と6畳間からなる主座敷+次の間の形式で、廊下を挟んで6 

畳大の洋風応接室がある。洋室の東面には輸入大理石を使っ 

たマントルピースがあり、床は寄木張りで、昭和28年当時の 

ステンドグラス2枚が付けられている。

島田家は昭和1.2年の主屋をはじめ、店舗•事務所•會庫が 

ほぼ創建時のままに残っているだけでなく、中門•屋敷稲荷 

社の石造鳥居、石灯簧等も残っている。中でも、石造倉庫は 

歯科診療所として改修されて、使われており、近代化遺産活 

用の好例といえよう。 (大川三雄)

6 レストラン･ショコラ･ノア
(旧堀祐織物事務所棟)

所在地&桐生市巴町1-1117-1

用 途 元は住居+事務所/レストラン 

構造概要木造平屋建入母屋桟瓦葺

建築年 大正期、昭和3 (1928)年

備 考登録有形文化財

桐生市の織物産業及び文化•教育に貢献した堀祐平の住居 

で、堀祐織物の主屋および事務所棟として使われていた。事 

務所棟は大正期、主屋は昭和3年の建設。入母屋桟瓦葺きの 

玄関部を中心に洋風の事務所棟と蔵が並ぶユニークな形式。 

平成20年、玄関脇の洋風応接室は、比較的旧状を残しながら 

改築、和風部には大胆な改造が加えられ、レストランとして 

生まれ変わった。

この一帯を占めていた堀祐織物(株)の鋸屋根工場が美容 

室(アッシュ)に改築され、登録有形文化財の指定を受けて 

いる。 (大川三雄)



7 無鄰館(旧北川家住宅)

所在地桐生市本町1-1-5
用 途住宅+工場 _____________________

構造概要木造平屋入母屋桟瓦葺き(主屋) 

建築年昭和9 (1934)年
備 考工場、事務室、蔵等は登録有形文化財

北川織物は、天保8年より織物を扱う旧家。工場及事務所 

に隣接して建つ北川家住宅は、現当主の祖父北川政七(昭 

和16年に逝去)が、昭和9年に建設したもので、木造平屋建 

て、入母屋造り。事務室の機能を併せ持った住宅で、玄関の 

ほかに、内玄関と神棚をもつ部屋があり、ここにはいつも従 

業員が集まっていたという。6畳大の洋風のサンルーム、床 

の間付きの10畳間と畳廊下を挟んで6畳の数奇屋風の座敷が 

並ぶ。両方の部屋ともに天井が高い。寄木張りの床をもつサ 

ンルームの西には3畳の茶室風の部屋があり、さらに、蔵前 

と文庫蔵で構成される。この建物の北に、敷地内にあった明 

治期の書院が曳屋され、離れとして使用されている。木造平 

屋入母屋桟瓦葺で、10畳と8畳の主座敷、次の間の形式を持 

つ。隣接する工場は、小川組の山田太一の設計で、現在は再 

生され、様々な芸術家たちのアトリエとして再利用されてい 

る。 (大川三雄)

8曽我家住宅

所在地 生市本町

用 途住宅 

構造概要 木造平屋、一部2階建て  

建築年明治後期、大正11(1922)年
備 考　登録有形文化財

大正6年5月に、造り酒屋の書上定年より、曾我助松が買 

い入れた建物。それ以前より、母屋と倉庫があったが、それ 

らの年代は不詳。買い入れた建物を使いながら、曾我家は織 

物業を開始し、大正11年頃から本格的な織物業を営んだ。母 

屋は木造平屋建、入母屋作りで、ミセと呼ばれる部分は8畳 

と6畳で、8畳間に金庫、6畳間には神棚が置かれている。 

その西側に坪庭がある町屋風の造りとなっている。さらに西 

側には6畳の仏間、6畳の次の間、そして8畳の主座敷が並 

ぶ。その西側に土蔵造りの倉庫があり、2階は1室ながら、

1階部分は2部屋に分けて使用されている。その奥に大正11 

年に新婚2人のために新居が造られた。 (大川 三雄)

外 観

内 部

外観

内 部



9 花のにしはら(旧•書上商店)

所在地I,生市本町2-1-15
用 途店舗+住居

構造概要木造2階建寄棟造下屋付き

建築年明治時代

備 考

桐生を代表する商家である書上商店の店舗として造られた 

が、現在は所有者が異なっている。店舗は、土間で一部に上 

り框で畳敷きの部分があった。その奥の部屋は、近年、大幅 

な改造が加えられた。店舗の2階は中廊下を挟んで、西側に 

4室、東側には3室が並ぶ。南側の道路に面した部屋には床 

の間が付く。店舗の裏手に大正期に作られたと考えられる屋 

上バルコニー付きの洋室があり、そのさらに奥には離れが 

あった。そこに疎開で桐生に来ていた坂口安吾が寄宿してい 

たことで知られるが、現在は取り壊されている。その奥にあ 

る子供室として作られた離れは、外観は洋風だが、内部は片 

廊下で和風座敷が並ぶ形式。 (大川三雄)

10斎嘉織布

所在地　桐生市東久方2

用 途住宅

構造概要 木造総2階建入母屋桟瓦葺

建築年大正〜昭和期

備 考

蔵と隣接した木造総2階建入母屋造り桟瓦葺きの建物。建 

設年代は不詳ながら、大正から昭和にかけての和風建築の意 

匠的特長を有する。1階は、床の間、違い棚を持つ10畳と6 

畳が2間で、そのうちの一つには水屋が付いている。箱階 

段で2階に上ると、床の間違い棚付きの10畳間2間が並んで 

いる。主屋として木造平屋の建物が隣接していたが、蔵前の 

座敷を残して取り壊された。現存する木造総2階建は、茶の 

湯の場を含めた接客用の書院棟として造られたと考えられる 

が、現在はほとんど使用されていない。 (大川 三雄)

店舗2階の座敷

離れ外観

外

観

内 部



11—の湯

所在地f桐生市本町1-4-35 

用 途銭湯

構造概要木造平屋建入母屋鉄板葺

建築年昭和初期

備 考

本町通りに建つ希少な銭湯建築。以前には、周囲に建ち並 

んでいた繊維産業に従事する職工、女工たちが仕事を終えて 

入浴することに使われたことから隆盛を極めた。一の湯は3 

代前から続く銭湯で、現在の建物が建てられたのは昭和初期 

といわれる。木造1階、入母屋鉄板葺きで浴室部には吹き抜 

けで通風と採光を兼ねた切妻屋根の突出部がついている。正 

面側の軒先には鉄板で作られた飾りがついている。内部は番 

台を境に、男女別別の脱衣所がある。脱衣所の天井は格天 

井、下駄入れは、木製の鍵を備えた扉付きのもの。作り付け 

の木製の物入れには、以前はすべてに油絵で花が描かれた扉 

が付いていた。脱衣所と風呂場との境にはタイルが敷かれて 

いる。内部は関東系の洗い場で、正面の壁絵は、以前にはブ 

リキに油絵が描かれていたが、現在は魚の絵をモティーフと 

したタイルに替えられている。風呂場の奥に、作業場と8畳 

の居室があり、燃料は一時、油に変えたこともあるが、石油 

ショックを機に、現在は薪に戻している。煙突は土管に漆喰 

を塗ったものである。 (大川三雄)

12桐生織塾(旧青木家住宅)

所在地生市梅田町1-802
用 途住宅

構造概要 木造2階建て

建築年明治•大正

備 考

青木家は18代にまで遡る旧家。現在の建物は、現当主青木 

英男氏の祖父である青木熊太郎が、元々あった建物に手を加 

えたもの。熊太郎は明治28年に亡くなっていることから、現 

在の建物は明治初年に建てられた可能性がある。農業の他に 

養蚕や機織なども一時おこなっていたという。敷地の東側に 

四脚門、北側に母屋、西側に穀物倉が建つ。母屋の西側には 

2棟の蔵が並んでいる。西側の蔵は明治初年に建てられたと 

いわれるが、隣接する蔵は、それよりも古いといわれるが年 

代は不詳。元々は黒漆喰の外壁であったが、現在は板張りに 

変えられている。母屋は、土間の右手に4畳大の下男部屋が 

あり、その東側に、現在は部屋が増設されている。床上は、 

4間取りの形式で、南側に8畳間がふたつ、北側には東西方 

向に4畳大の鞘の間を挟み、6畳間がふたつ並び、その一つ 

に箱階段が置かれている。2階は4畳大の板の間の西側に、 

床を一段上げて12畳の間、東側には使用人の部屋として二部 

屋がある。-以前は、一階の土間のところにも階段が設けられ 

ていた。明治期のものとも考えられる古い部分を残す一方、 

その後の改築部も多い。 (大川 三雄)

参考文献

『青木家住宅(現 桐生義塾)実測調査』平成19年、桐生工業高 

等学校(佐々木正純)

外 観

内 部

外 観



13伊勢崎明治館〇羽根内科医院旧館)

所在地伊勢崎市曲輪町31-4
用 途住宅一洋風住宅

"木造2階建て、寄せ棟造り、マンサー
構迫概要ド.日本瓦葺______________________

建築年明治45年 ______________

平成14年に伊勢崎市が寄贈を受け、現 

備 考在地に移築。現在は伊勢崎市指定重要 

文化財。

伊勢崎藩医を務めた今村家の当主である今村信四郎が今 

村医院として建立する。『群馬県営業便覧』(明治37年3月刊 

行)の資料では建築の上限が明治37年と推定されてきたが、 

平成14年11月の移築工事で棟札(「明治45年7月11日 今村 

信四郎之を建つ 設計技師：阿部石松、棟梁：藤丸兼吉、副 

棟梁：相崎倉吉」)が発見され、明治45年の上棟が妥当であ 

ると判明された。建物は木造2階建て、ドイツ下見張りの外 

観で、正面の玄関車寄せにピラスターや唐草模様の持ち送 

り•櫛型飾り破風を備えた洋風建築である。室内は1階が診 

療室•薬局として洋風板敷きで使用しているが、それ以外は 

和室を中心に、2階に床の間•書院窓•組子の欄間•障子を 

設けた手の込んだ意匠を施している。外観は洋風を基本とし 

ながらく室内が和室であり、典型な和洋折衷住宅である。

(藤谷陽悦)

14日本基督教団島村教会

所在地　伊勢崎市境島村2509 

用 途宗教施設一教会

構造概要 木造平屋•切妻造•瓦葺 

建築年明治30年
備 考　国登録有形文化財•洋風建築

明治19年4月に東京英和学校の神学博士 R.S.マッレーを 

招いて最初の集会が行われ、明治20年に養蚕農家の薪小屋を 

使って講義所の献堂式を挙行した。明治29年には新会堂の建 

設機運が高まって、明治30年3月に新築礼拝堂の献堂式を挙 

行した。昭和25年3月に島村めぐみ保育園を併設し、昭和41 

年の利根川洪水で牧師館を修理し、教会•保育園の屋根修理 

を施しながら現在に至っている。建物は木造平屋•切妻造 

り•瓦葺き、外壁は下見板で妻壁上部を漆喰塗とした洋風建 

築である。礼拝堂内部は板敷きの床で正面に講壇を設けてい 

るが、「恵みの座」は戦前まで畳敷きで、信徒は座布団に座っ 

て牧師の説教を聞いていたという。「国土の歴史的景観に寄 

与する」との理由から国登録有形文化財に登録されている。

(藤谷陽悦)

外 観

内 部

外 観

内 部



15旧剛志村役場

所在地　伊勢崎市境下武士389
用 途 公共施設(旧村役場)

構造概要 木造2階建て、寄せ棟造り、瓦葺き

建築年昭和10年代  

備 考地元の吉田組が施工を手掛ける。

当初は旧剛志村役場として建築され、昭和30年代の新庁舎 

の建設に伴い、一時期学校施設にもなった。その後、昭和30 

年〜平成元年まで剛志公民館として文化財資料センターに使 

用されている。

建物は木造2階建て、正面に4本の大オーダーを付けた玄 

関車寄せを飾る洋風建築である。外壁は鉄板スレートと下見 

板が混在し、最初は木造下見板張であったことが判る。内部 

は事務空間のため、殆どが板敷きの部屋で構成されるが、2 

階は和室を使った会議等で、床の間が残っている。外観は鉄 

製サッシの突き出し窓で、階段周りがインターナショナル風 

にデザインされている。小屋組みはキングポストの洋小屋が 

使われている。 (藤谷 陽悦)

16諏訪神社

所在地　伊勢崎市境島村

用 途　宗教施設一神社

木造平屋、1間社権現造り
構造概要 屋根形式：本殿一切妻造•栃葺、拝殿 

一入母屋造•瓦葺

建築年大正年代

備 考

諏訪神社は明治43年の利根川改修工事の前まで中洲であっ 

た前原•西原•前河原地区に置かれていた。その3地区の移 

転の際に北向きに社を移転したと言われている。現在地への 

移転時期については、一番古い幕旗に「大正5年11月吉日 

御神幕」の記述があり、その年代の上限は大正5年頃まで遡 

ると推定される。

社殿は木造平屋•一間社権現造りで、本殿は切妻造り•栃 

葺•平入で石の間はない。外観は簡寨な白木造りである。拝 

殿は入母屋造り•瓦葺きで、正面に向拝が付く。向拝では向 

拝柱が平三斗で頭貫に漠を型取り、虹梁に渦(木瓜)としの 

ぎの装飾を付ける。水引虹梁の中備は蛙股であり、そこに装 

飾として牡丹の花弁を取り入れている。 (藤谷 陽悦)

外 観

拝殿と内部

外 観

内部



17石川家住宅

所在地 伊勢崎市西久保____________________

 用_途住宅ージュウタク___________________

木造2階建•切妻造•桟瓦葺き•天窓 

付き

建築 年 明治4年(1875)
備 考　平成22年(2010)取り壊し

1720年頃まで遡る名家であり、明治に入って養蚕業で栄 

え、東京日本橋本町に「勉強堂」という支店を構えていた。 

現家屋は明治4年の建立であり、その時に描かれた屋敷絵図 

面には「家相吉日神選之 明治四 未羊 二月 吉辰」の日 

付が記されている。

建物は木造2階建•切妻造•桟瓦葺き。石川家では明治初 

期から田島弥平と交流があり、屋根には総櫓の天窓を乗せ 

る。新潟の大工棟梁•高橋太栄(絵図面には「上大塚村任 

高橋金作豫信」の銘文と落款)に請け負わせて工事を行った 

という。

建物は寄付•上段•奥の間•勝手を備えた四つ間取りであ 

り、上段の上手には接客用の離れ座敷が渡り廊下で繋がれて 

いた。「離座敷」では南庭に面して土塀が廻り、冠木門を設 

けて格式が整えられていた。東京から賓客を招く迎賓施設と 

して用意されたことが考えられる。

(藤谷陽悦)

18養寿寺庫裏

所 在 地　伊勢崎市国定一丁目1247

用 途　住宅一庫裏

"造平屋、入母屋造り、茅葺(現•卜 

タン葺き')

建築年　幕末

備考　　　永保3年(1083)創建。国定忠治の菩
　　　　　提寺で知られる〇 

本堂が幕末に一度火災に逢い、焼け残った部材で再建され 

たと言う。建物は木造平屋•入母屋造り、天窓を上げた榛名 

型民家である。家屋規模は桁行10軒、間口 5軒の四っ間取り 

(内部は聞き取りによる)で、昭和40年まで土間と2部屋の 

座敷を使って、さらに家屋の裏側でも養蚕小屋を建てて養蚕 

飼育が行われていたという。かって屋敷の周囲には桑畑が広 

がって、主に畑仕事と養蚕で生計が立てられていたという。

(藤谷陽悦)

外 観

家相絵図「家相吉日神選之 明治四未羊二月 吉辰」

外 観

内部



19大東神社

所在地伊勢崎市東小俣方町3297 
用 途宗教施設一神社

構造概要 木造平屋•切妻造り•銅板葺き

建築年大正初期頃

創建年月日は不明であるが、口碑では崇神天皇の御字豊城 

入彦が東征の際、先駆けした武臣の創建によるものと言われ 

る。新田義貞が鎌倉攻めで戦勝した後に社殿を改築し、神号 

を勝呂大明神と改めたとも伝えられる。明治4年に本殿を改 

築し、大正2年に東小保方村八ケ村の無格柱大小三十二社 

を合祀し、その時に「大東神社」と改称し、現在地に移築 

してきたと言われている。弊殿では「大正五年六月十九日」 

(表)•「剛志村大字下武士村 大工 石原清吉」(裏)の造営 

札が見つり、大正初期頃に建造したと考えられる。

社殿は、身舎が正面3間X側面2間の木造平屋•切り妻造 

り•銅板葺きの神明造りで、棟持ち柱で屋根を支える。切妻 

の屋根は5本の勝男木を載せ、左右を置千木で飾る。向拝は 

正面1間X側面1間の片流れ造りで、身舎の屋根は反りがな 

く、柱に組物•懸魚•彫刻を施し、水引虹梁を付けない簡素 

な造りである。 (藤谷 陽悦)

20義重山大光院新田寺呑龍上人開山堂

所在地太田市金山町37-8
用 途寺院本堂

構造概要 鉄骨鉄筋コンクリート造

建築年昭和8 (1933)年
備 考　設計は伊藤藤一、北村常太郎

呑龍上人の開山堂として昭和8年に建設された。鉄筋コン 

クリート造による桃山風の意匠。立看板には「十三間四面、 

RC造、桃山風」と明記されている。本瓦葺きで入母屋と唐 

破風を組み合わせた豪壮な外観が特徴。二重垂木も全て銅板 

で丁寧に包み込まれ、木造の装飾類が随所に組みこまれてい 

る。本堂とを結ぶ回廊は、RC造のピロティの上に木造の回 

廊が載せられた形式。和風コンクリート造として、意匠的に 

も優れた例で、隣町の足利市にある織姫神社と並ぶRC和風 

の秀作である。設計は、尾島町の中島知久平邸と同じく、宮 

内省内匠寮出身の建築家•伊藤藤一である。伊藤の下で設計 

を担当した北村常太郎は、のちに地元太田で北村建築設計事 

務所を開設、中島飛行機(株)建築課嘱託や太田役場建築営 

繕課の嘱託なども勤めた人物。若い頃に木子幸三郎、伊藤藤 

一といった宮内省営繕に関係する建築家たちに学び、中島知 

久平邸の建設にも関与していた。 (大川 三雄)

外観1

外観 2 (側面と弊殿)



21森家住宅

所在地［太田市世良田町 

用 途店舗+住居 __________

構造概要/造2階建入母屋桟瓦

建築年 昭和4 (1929)年

備 考

世良田町の交差点に建つ店舗付住宅。森家は、元々は造り 

酒屋を営業していたが、後に販売のみに限定、一時は郵便局 

を併設していた。交差点側に土間付き店舗があり、奥の作業 

場、蔵へと続いている。道路側には半間幅の廊下があり、床 

の間付きの8畳と6畳の座敷が並んでいる。2階は8畳、6 

畳(床の間)、6畳の3室の座敷構成である。交差点の角部 

分にあたる押縁下見の腰付きガラス戸を使うなど、店舗部分 

は昭和初期らしいモダンな和風に仕上げられている。母屋の 

一角、以前は郵便局として使用されていた部分は、下見板張 

ペンキ塗仕上げで上げ下げ窓をもつ洋風に改造されている。 

この洋風部分の2階には6畳の洋間がある。改造された時期 

は不明で、郵便局は既に閉鎖されている。洋風部分に隣接し 

て昭和初期に建てられたと思われる四脚門がある。昭和戦前 

期の世良田の繁栄振りを伝える商家建築の好例。

(大川三雄)

22見晴館

所在地　沼田市下之町 

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、トタン葺 

建築年大正13年(1924)

備 考

当温泉は瀧坂鉱泉と呼ばれており、源泉は15°Cで鉄分を多 

く含み皮膚病に効くという。現当主は3代目である。初代 

は明治45年(1912)に法師温泉から当地に出て来ており、当 

建物は大正13年(1924)の建造と伝える。当建物は木造3階 

建、入母屋造、トタン葺である。規模は間口 7間半、奥行6 

間半とし、正面に間口 2間4尺の玄関を張り出す。1階に帳 

場•厨房、客室を2階に4室、3階に5室配置する。3階の 

便所の改造で当初は無い。また、正面側の窓は改造によるも 

ので、当初は掃き出しであったという。温泉地でなく、都市 

部において大正年間に建てられた温泉旅館として貴重である。

(村田敬一)

外 観

内 部

外 観

内 部



23増田家住宅

所在地］沼田市白沢町上古語父 

用 途住宅(農家) 

構造概要木造2階建、切妻造、瓦葺

建築年明治期

備 考

増田家は明治時代以降、白沢村の村長(増田武市)、県会 

議員(増田武市、増田金作)を務めた由緒ある家柄である。 

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺で棟に3つの櫓を付けて 

いる。規模は間口11間半、奥行5間半で、正面•背面の軒を 

船植造り、正面は2階床部分を出し梁造りとしその上に手摺 

り付き小縁を付ける。建造年代は明治17年(1884)生まれの 

増田さいの代で、明治期と伝える。2階には蚕棚、カゴ、下 

げ炉を残している。1階土間部分は改造されているが、他は 

建造当初の建築の状況や養蚕の実態をよく把握できる建物で 

ある。敷地は800坪で主家ほかに土蔵も残されている。

(村田敬一)

124桑原家住宅

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、瓦葺

建築年大正初年

備 考

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺の主家兼蚕室である。 

棟には総櫓(当家では「ヤグラ」と呼ぶ)を載せる。正面2 

階床部分は出し梁造りとしその上に手摺り付き小縁を付け 

る。軒は船泄造りとしていない。2階床には下げ炉を残して 

おり、改造が少なく建造当初の状況を知ることができる建物 

である。建造年代は大正初年と伝える。養蚕最盛期の蚕掃立 

量は春蚕70 g、夏蚕30 g、初秋蚕50 g、晩秋蚕15 gで、年間 

165g、収繭は年間7〇〜80貫(263〜300kg)であった。蚕種 

は古くは片倉製糸、その後は平出養蚕組合から購入してい 

た。養蚕は繭価格の低迷と将来性がないとのことで昭和55年 

(1980)で止めたという。 (村田 敬一)

外 観

2階の養蚕用具 下

げ

炉

屋敷罹又

外 観



25小林家住宅

所在地1沼田市利根町追貝 

用 途住宅(農家) ____________________

構造概要木造2階建、切妻造、瓦葺 ______

建築年明治期 _________________

備—考

当家は由緒ある家柄で、現当主の3代前は利根村の村長を 

務めている。当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺の主家兼 

蚕室である。棟には総櫓を載せる。正面と背面の軒は船泄 

造りとし、2階床部分は正面を出し梁造りとしている。建造 

年代は明治期と伝える。1階の一般柱はすべて櫸で5.5寸角 

(16.7cm)、差し鴨居も櫸でその高さは1.33尺(40.3cm)とし 

透き漆塗りとする。土間の改造は昭和35年(1950)に行った 

という。ナカノデイとオクザシキは棹縁の舟底天井である。 

2階は養蚕用の一室空間であり、屋根裏3階は設けていな 

い。養蚕は昭和27年(1952)に止めている。 (村田 敬一)

26小林家住宅

所在地1)召田市利根町老神

用 途住宅(農家) ____

木造2階建、寄棟造、草葺にトタンを 
SlelStB被せる

建築年明治期 _________________

備 考

当建物は現当主の3代前が新宅に出た時建造したものであ 

り、その年代は明治期と伝える。木造2階建、寄棟造の主家 

兼蚕室である。屋根は草葺としそれにトタンを被せている。 

棟には櫓を1つ載せ、4方に下屋を付ける。2階の規模は正 

面間口 8間、奥行4間半とし、軒は4方を船泄造りとする。 

2階は養蚕用の一室空間であったが、現在は改造されてい 

る。養蚕最盛期の蚕掃立量は春蚕80g、初秋蚕40gで、年間 

120gであった。養蚕は昭和60年(1985)までやっていたが、 

繭価格低迷のため、野菜栽培に切り替えたという。蚕種の購 

入、繭出荷先は群馬蚕糸であった。明治期の草葺き養蚕農家 

として価値がある。 (村田敬一)

外観

内部

外 観

内 部



27小室家住宅(旧・清和園旅館)

所在地1館林市本町

用 途住居

構造概要 木造2階建入母屋桟瓦葺 

建築年昭和9 (1934)年から11年

代の小室良七が昭和9年から11年にかけて建設。木造2 

階、入母屋桟瓦葺きの和館部が昭和9年、南側に接続して建 

てられている洋館部が昭和11年10月の竣工とされている。戦 

後の一時期、清和園という名称の旅館を経営していた。洋館 

部は、外壁はスクラッチタイル張り、玄関脇に暖炉付きの洋 

風応接間、ユニークな開閉形式のスティルサッシュの窓があ 

る。2階は洋間2間が並ぶ。和館部分は、1階には東側に半 

間の廊下が続き、10畳と8畳の座敷が並ぶ。10畳間は床の間 

と仏壇、8畳間にも床の間が付く。棹縁天井、一部に網代天 

井なども使われ、欄間飾りとともに数奇屋風の柔らかな演出 

が見られる。2階も10畳と8畳の座敷構成で、10畳間には床 

の間、違い棚、付書院の構成である。欄間は簇欄間が使われ 

ている。1階よりも2階の座敷の方が格式が高い。近年、2 

間ともに畳敷から板敷に変えられた。2階の北東角部屋に 

は、和洋折衷の洋間がある。以前は寝室として使われ、8畳 

大の洋間に3畳大の前室がつく。前室は暖炉周りのデザイン 

が、和風の座敷飾りと融合されている。 (大川 三雄)

28梅の湯

所在地　館林市仲町7-28
用 途公衆浴場

構造概要木造平屋建入母屋造波型スレート葺

建築年 昭和2 (1928)年
備 考

脱衣所部分は木造平屋、桟瓦葺の入母屋屋根で、以前は玄 

関部に入母屋屋根が付けられていたが、現在は取り壊されて 

いる。浴場部分の屋根も、中央部分が突出した形の吹き抜け 

の天井で、採光と空気抜けの機能をもつものであったが、鉄 

骨造で、喰い違いの切妻形式の波型スレートのものに変えら 

れている。脱衣室は格天井、三方向の壁面上部には幾何学模 

様のガラス戸が嵌められ、明るい雰囲気をもつ。作り付けの 

衣装棚なども完備され、昭和初期の銭湯の雰囲気を良く伝え 

る。浴室には鯉をモティーフとした色鮮やかなタイルが用い 

られている。 (大川 三雄)

外 観

内 部

外 観

内部



29旧・塩沢医院

所在地　館林市本町

用 途医院

構造概要木造2階建

建築年昭和1〇 (1935)年
備 考

館林市内の大通りに昭和10年に建てられた専用住宅である 

が、後に兄弟間で譲渡され、医院として使われていた。現在 

は空き家で損傷は極めて激しい。以前は通りに面して塀が立 

てられていたが、現在は壊され、駐車場となっている。和館 

に木造2階建ての洋館が併設され、その後方に木造2階建て 

の和館が付く、という特異な形式。L字型の配置で、角の部 

分に木造2階の洋館が食い込まれた形式。入母屋屋根の玄関 

部は角度がふられている。正面に向かって左手にある木造入 

母屋平屋の部分は、8畳の茶の間で台所、風呂場を併設して 

いる。玄関右手の洋館1階部は10畳大の洋室で、竣工時は応 

接室、後に診察室として使用された。3連の上げ下げ窓で、 

床は寄木貼り。察室拡大のため増築されている。洋館部の2 

階も10畳大の洋室で北側には洋風仕上げの床の間風意匠、東 

側には丸窓が使われている。後方にたつ木造2階の数寄屋風 

の建物で、1、2階ともに8畳一間にL字型の縁が廻る形 

式。丸太の梁材、砂漆喰の壁、欄間飾りなど随所に数寄屋風 

め意匠が採用されている。建具の細工も見事である。

(大川三雄)

外 観

30町田家住宅

所在地川市渋川

用途　住宅一住宅____________________

構造概要 木造平屋建•入母屋造•桟瓦葺 

建築 年 昭和4〜5年(1929〜30) 
備 考

戦前に渋川町長•渋川市長•衆議院議員(1期)を務める 

など、渋川市の誕生と発展に寄与してきた素封家の住宅であ 

る。戦前まで米穀•専売•味噌醸造業等と製糸工場を経営 

し、山種証券の支店を出すなど、金融界でも知られた存在で 

あった。

住宅は、それ以前の建物が火災にあった為、昭和4〜5年 

頃に東京の某建築設計士に頼んで専用住宅として建て直した 

ものである。建物は木造平屋建•入母屋造•桟瓦葺、間取り 

は中廊下型で、各部屋の配置は雁行形に鍵の手に折れ曲がっ 

ている。玄関は6畳の「寄付」であったが、昭和50年に改造 

して独立した部屋に変えている。寄付の南側には「床•棚• 

付書院」を備えた応接室を置き、居間•茶の間からは南庭が 

眺められるように工夫が凝らされていた。離れは数寄屋風書 

院でまとめている。和風建築における「真•行•草」の基本 

パターンが使い分けられた住宅として整っている。

(藤谷陽悦)

外 観

内 部



31千明仁泉亭

所在地渋川市伊香保町

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、金属板瓦棒葺 

建築 年 大正9年(1920)
備考 

当館は伊香保温泉線を代表する老舗温泉旅館の一つで、明 

治の文豪徳富蘆花の常宿として知られている。当館は大正9 

年(1920)の大火で焼失しており、現在の建物はその後のも 

のである。本館と別館からなり、本館は玄関左手と右手の2 

棟からなる。左手が古く大正9年(1920)、右手は昭和初期 

の建造と伝える。当建物は木造3階建、入母屋造、金属板瓦 

棒葺とし、外壁をモルタル塗としている。改造がかなり進ん 

でいる。当館は伊香保温泉に係る数多くの古文書を残してお 

り、これらは伊香保温泉の歴史及び日本の温泉史上欠くこと 

のできない重要な史料となっている。 (村田敬一)

32後藤家住宅

所在地I渋川市上白井

用 途住宅一農家

木造2階建　入母屋造•茅葺(現：銅 

___  ___ 板)

建築年 明治1〇〜15年(1977〜1082)

赤城型の養蚕農家であり、明治1〇〜15年(1977〜1082)の 

建立である。

建物は木造2階建•入母屋造で茅葺の屋根に銅板を被せ 

る。屋根の小屋組はサス組の構造を持ち、2階の突き出し 

(煙出し)窓は後補と言われている。内部は4つ間取りであ 

り、アガリハナ•ザシキ12畳•床のディ10畳•奥のデイ8 

畳、仏間の後方がナンドと続き、イタマは土間に接してい 

る。昔は厩が土間にあり、屋敷内に2棟の土蔵と蚕室が置か 

れていた。しかし、現在は蚕室を使用していない。

(藤谷陽悦)

外 観

内部(客室)

外 観

内 部



33平形家住宅

所在地I#川市村上

用 途住宅一農家

構造概要 木造2階建•切妻造•桟瓦葺

建築年 明治12年(1879)
備 考

幕末期から農業を営む農家であり、明治初年に養蚕を始め 

と言われる。明治12年に現家屋を建立したと伝えられる。

建物は木造2階建•切妻造•桟瓦葺きで、規模は桁行9間 

X梁間4間半、2階が蚕室で出桁造に天窓を付け、昔は茅で 

屋根が葺かれていた。室内の間取りは4つ間取りで、土間に 

厩を置き、室内は「オモテザシキ」•「オクリ」•「ジョウダ 

ン」•「ナンド」で構成される。ジョウダンでは格式が重視さ 

れ、長押と釘隠•付書院•本床を備えた書院座敷を置いてい 

る。

(藤谷陽悦)

34藤川家住宅

所在地［渋川市赤城町持柏木

用___途住宅一住宅__________________

構造概要 木造2階建•切妻造•桟瓦葺

建築年昭和5年(1930)
備 考明治時代の蚕室を置く。

明治時代に養蚕を始め、最盛期には年間の生産高が100グ 

ラム以上を誇った養蚕農家である。屋敷の南側に明治期の蚕 

室(桁行8間X梁行4間)を独立して置いており、現家屋は 

昭和5年に建て直したものと言われている。

家屋は木造2階建•切妻造•桟瓦葺、規模は桁行11間半X 

梁行4間半、出桁造の構造を持ち、2階に蚕室を置いてい 

る。室内の間取りは六間取りで、「アガリハナ」•「チャノマ」 

15畳•「ナカノマ」8畳•「オクリ」8畳•「ザシキ」10畳• 

「ロクジョウ」6畳•「ヨジョウ」4畳•「カッテ」で構成さ 

れる。「ザシキ」は長押を付けた「床•棚•付書院」による 

書院座敷である。繁忙期には年間で10人以上の作男が働いて 

いたと言われる。 (藤谷 陽悦)

外観

内 部

外 観

外 部



35赤城護国神社(旧敷島小学校奉安殿)

所在地^］渋川市赤城町津久田194-3 

用 途宗教建築一神社

構造概要 木造平屋建•入母屋造•瓦葺

建築年 大正10年(1922)
「市指定重要文化財」(昭和49年7月

漏—芍 25B)  

津久田村須田行作の寄付により、敷島小学校(現津久田小 

学校)の奉安殿として大正10年1月に安置された。木造平屋 

建•入母屋造•瓦葺、間口 2.1メートル奥行2.16 メートル• 

高さ3.3メートルの小規模な施設である。外観は花崗岩積み 

に見えるように、白壁の下地に大磯産の黒石を混ぜた洗い出 

し仕上げで、アーチ状の銅板葺き土庇を付け、内部は白木造 

りの御真影室を安置している。

昭和49年6月に社殿の改築工事によって現在地に移築され 

る。同7月25日に「市指定重要文化財」の指定を受けて、昭 

和52年4月15日から赤城村北地区の戦没英霊三四八柱を招魂 

合忌して、赤城護国神社社殿として使用されている。

(藤谷陽悦)

36法久集会所(旧美原小学校坂原分校)

所在地I岡市坂原2276
用 途集会場

構造概要木造2階建て平屋

建B住校舎•昭和9年(1934)
教員住宅•給食用調理場：昭和33年(1958) _ 

備考

本建物は、現在集会場として使用されているものの、創建 

時は小学校として建てられたもので、平成6年9月の廃校に 

伴い、集会場として再利用されている。創建時は、旧美原小 

学校坂原分校で、昭和9年に建設されている。木造平屋切妻 

の瓦葺屋根の85坪の校舎で、昭和33年には教員住宅及び給食 

用調理場が増築されている。校舎は、布基礎の上に建ち、外 

壁は下見板張り、上部のみ木摺下地による白漆喰壁仕上げ 

で、柱、窓台、窓上の部材にのみ彩色が施され、一見する 

と、ハーフチンバー風に見える洋風意匠を意識したデザイン 

でまとめられている。

間取りは片廊下形で、3間X4間(真々6尺)を基本と 

し、東端に教員室、3間X 2間の玄関を挟み3間X 4間の教 

室が4部屋、そして離れとして西端に便所が並ぶ。なお、教 

室間の間仕切りは固定壁ではなく、大きな板戸8枚で開け閉 

めができ、また、部屋の大きさ自体を変更できるように鴨居 

と敷居が他にも用意されている。おそらく、分校で生徒数(こ 

応じて臨機応変に教室の大きさや使い方を変更できるように 

考えられたものと思われる。

窓がアルミサッシに代わるなど部分的に改変されてはいる 

ものの、全体的には創建時の様子をよく残し、木造小学校校 

舎の遺構としては貴重な事例といえる。- (内田 青蔵)

群馬県 渋川市 赤城町 津久田363赤城護国神社S = 1:100

平面図

立面図南側正面

赤城神社平面図 立面図(南側正面)

外 観 内

部

外 観

内観1垂れ壁部分は間仕切の鴨居) 内

観

2



母屋は新しく新築されているが、城聞家には、蚕卵を保存 

しつつ、蚕卵に適当な温室度や光線を与えて孵化する時期を 

調整する催青室(サイセイシツ)と二つの土蔵と一体の屋根 

で覆われた蚕室が現存している。建築年代は聞き取りによれ 

ば、催青室が昭和16年頃、二つの土蔵は明治15年頃と昭和16 

年頃、蚕室は明治38年頃であるという。

催青室は、切妻の瓦葺屋根の建物で、地下があり、そこに 

蚕卵を保存するという。1階は畳敷きの部屋で、蚕卵した蚕 

の雌雄の選別などの作業を行ったという。地下部分は鉄骨卜 

ラスで補強しているものの、現存する催青室は珍しく、貴重 

な遺構といえる。

蚕室は、土地の高低差を利用して造られ、外観上は4階建 

てで、地下2階は催青室、地下1階から地上2階までの3階 

部分が蚕室で、屋根には櫓も存在している。この蚕室の横に 

土蔵が2棟並び大屋根で一体化されている。各建物の建築年 

が異なることから、当初はそれぞれ独立した建物であったと 

推定される。 (内田青蔵)

外観(催青室) 地下(催青室)

須藤家は、織物工場を経営し、本住宅も玄関脇の土間の一 

部を事務所として使用していた。木造2階建てで、入母屋の 

瓦葺屋根の建物で、開口部に設けられた庇の垂木は細く、垂 

木を受ける桁は腕木で支えられるなど、数奇屋風の軽やかで 

繊細なデザインが窺える。

聞き取りによれば、竣工年代は昭和10年頃で、建築部材は 

妙義山から切り出し5年間寝かしてから使用したという。部 

材は杉と棒で、四方征目の柱や階段踊り場は櫸の1枚板を使 

用するなど、贅沢な建築部材が見て取れる。

1階の座敷の南側には、昭和初期に流行した広縁がみられ 

るなど、時代性が感じられる。また、間取りで大きく変わっ’ 

たのは台所で、創建時は土間であったが、その後、土間を内 

玄関としてその背後に新しい台所を増築し、現在は台所部分 

を建て替えたという。いずれにせよ、本建物は、水廻り部分 

の増改築が見られるものの、昭和期の近代和風住宅の特徴を 

よく残すものといえよう。 (内田青蔵)

外 観

38須藤家住宅

所在地富岡市七日市

用_途_専用住宅

構造概要木造2階建て、入母屋屋根、瓦葺

建築年 昭和1〇年頃(1935)

ィ蓆 W

37城聞(ジョウギク)家催青室、蚕室、土蔵

所在地藤岡市藤岡____________

用 途養蚕農家 _

催青室：地下付き木造平屋、切妻屋根 

描、生舰亜 蚕室：木造地下2階•地上2階建て、 
切妻屋根、瓦葺、

__________ 土蔵：土蔵造、切妻屋根、瓦葺

催青室：昭和16年頃(1941)
建築年 蚕室：明治38年頃(1905) 
  土蔵：明治15年頃(1882)、昭和16年頃(1941) 
備考 

外観(蚕室• 土蔵) 内 観



39神部医院

»地［富岡市富岡1122-1

用 途病院

構造概要木造3階建て、寄棟屋根、瓦葺 

建築年 昭和11•12年頃(1936 • 37)

備考 

聞き取りによれば、木造3階建て瓦葺の病院建築で、昭和 

11•12年頃の建物であるという。外観は創建時の様子を残す 

が、内部は改造がされている。外観は、庇や軒先は細い垂木 

で支えられるなど、数奇屋風を強く意識した造りといえる。 

また、窓のかたちが特徴的で、2階• 3階には丸窓や亀甲形 

の窓とともに水平連続窓のデザインを強調した出窓があり、 

壁面に凹凸の変化を与えている。

1階は診察室、2階は病室で、3階は主人の趣味の部屋と 

して使用され、家族の日常生活は、この建物の隣にあった平 

屋の建物を使用していたという。いずれにせよ、本建物は、 

外観は伝統的な数寄屋風意匠を基調に、当時の流行しつつ 

あったモダニズム建築の要素を取り入れた近代和風建築の事 

例といえるであろう。 (内田青蔵)

外観1

40篠原家住宅

所在地富岡市富岡

用 途専用住宅

構造概要木造2階建て、寄棟屋根、瓦葺

建築 年 大正8年(1919)

備 考

木造2階建て寄棟瓦葺(玄関は小瓦の本瓦葺)の建物で、 

砥石問屋を営んでいた篠原家の主人の離れ(寝室)として 

建てられたが、昭和35年に母屋を取り壊す際に、台所を増築 

し、独立して使用できるようにしたという。

竣工年代は課税台帳によれば、大正8年であるという。間 

取りは、極めて単純な四つ間取りで、玄関車寄せの天井は櫸 

の1枚板、玄関部の板戸は杉征目板、障子の框は朱の漆塗 

り、柱は四方征目材で、座敷は内法長押と天井長押が廻り、 

床柱は黒檀、床框も独特の部材を用いるなど、銘木をふんだ 

んに用いたデザインが見て取れる。また、床柱は上下を黒檀 

として間を竹とし、欄間の桟は中国風の卍崩し風で、障子の 

桟なども面取りするなど数寄屋風の凝ったデザインが随所に 

見られる。2階の階段広間は、櫸板の四半敷きで、中国風の 

デザインの印象を受ける独特の造りである。

また、この建物は、富岡の迎賓館的な役割を持ち、昭和9 

年には昭和天皇の行幸の際に休息された建物であるという。 

いずれにせよ、建築部材もデザインも凝った造りの建物で、 

近代和風住宅として質の高い遺構である。 (内田 青蔵)

外 観

外観2 玄 内 観



41櫛渕家住宅

所在地岡市富岡

用 途商家

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

連链住 明治27年頃(1894)
改修：昭和11年(1935)、母屋も一部改修 

備考

櫛渕家は明治12年に富岡で生糸商を始めたことで財をな 

し、当主の櫛渕波太郎は明治25年から昭和6年まで町議会員 

を務めるなど富岡町の有力者であった。この波太郎が建てた 

のが本建物で、聞き取りによれば、竣工年代は明治27年であ 

るという。出桁造りの黒漆喰仕上げの塗屋で、棟には影盛や 

箱棟などを置く重厚感の感じられる質の高い建物である。

町家の特徴である木製の建具などはよく残っているもの 

の、台所は洋風のデザインの建物となるなど建物の背後や周 

囲は増改築を経ている。特に、昭和11年には、大江国風建築 

塾の手で塀を鉄筋コンクリートのものに作り替えている。こ 

の時、母屋正面の1• 2階の白タイル張りの戸袋部分などの 

洋風のデザインと思われる部分も改修がなされたものと思わ 

れる。 (内田青蔵)

外 観

42大竹家住宅

所在地富岡市田篠

用 途養蚕農家

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年 明治33年頃(1900)

備 考

木造2階建て(小屋裏として3階あり)の養蚕農家であ 

る。竣工年代は、聞き取りによれば明治33年頃であるが、 

『富岡市史風俗編』(昭和59年)では「明治四三年に吉井 

町の奥平から、500円で買い受け移築したものという。屋根 

は移築した当初から、瓦葺きにしていた」と記されている。 

ここでは聞き取りによる年代としておく。外観の特徴とし 

ては、屋根は、創建時から瓦葺で、7間幅の巨大な「テン 

ソー」(越屋根)が付いていることが挙げられる。 養蚕時

には1階から小屋裏の3階部分まで使用したというが、2階 

部分は改造されている。また、表と裏の両側が「外出し梁」 

となり、共に外縁として利用されている。

内部は、12畳の4部屋による田の字型を基本に勝手の8畳 

とその脇に近年の改修による4畳の部屋そして土間からな 

る。各部屋は見事な差物が使用されている。奥に位置する 

「オク」「ヘヤ」には床の間が付き、「オク」には床脇も付く。 

いずれにせよ、外観は、当時の養蚕農家の典型の姿を残す 

が、内部は部分的に改造されている。 (内田 青蔵)

外 観

内観 内 観



斎館は、木造平屋、入母屋で銅板葺の建物である。建築年 

は、棟札によれば「昭和五年六月五日」、設計は小林福太郎、 

工事請負は井上保三郎、工事監督は大熊忠一である。

間取りは、8畳間と座敷飾り付きの10畳座敷を取り囲むよ 

うに縁が廻り、それに玄関•賄い場•便所が付く。賄い場や 

当初は湯殿で便所の位置も変わり、また、玄関も当初は両 

開き戸であったものを引き戸とするなど、改修が施されて 

いる。一方、社務所は、木造平屋、母屋で、銅板葺の建物 

で、木部は朱塗りで、外壁は、腰は竪板張り、上部漆喰塗り 

で基礎は切石である。建築年代は、斉館と同様に昭和5年で 

ある。創建時は、和室と着替え室(板の間)に浴室と台所が 

あったが、和室は板敷きとするなど大きく改修されている。

いずれにせよ、斎館と社務所は隣り合わせに建ちながら 

も、斉館の敷地が高く、両者は廊下と階段で繋がるなど、地 

形と一体となった建物で、内部の変更はあるものの、外観は 

当初のものといえ、神社の独特の雰囲気を作り出している近 

代和風建築といえるであろう。 (内田青蔵)

西側の建物は、旧中山道に面する蔵造りの商家。茶を商っ 

た近隣の本家から分家し、荒物商を営んだ。現状、屋根は、 

棟を熨斗積みとし、端部に影盛を載せるが、ファサードが隠 

され、内部は全て土間となっており、大きく改変されてい 

る。1棟残る蔵の詳細は不明だが、棟は熨斗積、影盛を置 

き、外壁の下部は海鼠壁、入口付近が黒漆喰仕上げとなって 

おり、意匠性は主屋より高い。

東の建物は、当初は商家だったが、その後茂木医院となっ 

ていたという。これを田島家で買い取り、後年に住宅へ改造 

した。間口が4間と少々。医院として改変したためか、1階 

の開口は腰窓と玄関となっており、唐破風風のポーチや上下 

階の庇が付く。 (内田青蔵)

43貫前神社務所•斉館

所在地 富岡市一の宮1535
用 途神社

斉館：木造平屋、入母屋屋根、銅板葺 

構造概要 社務所：木造平屋、入母屋屋根、銅板

斉館：昭和5年6月5日上棟(棟札)(1930) 
社務所：昭和5年(1930)

44田島商店

所在地^!安中市安中

m途店蔵

構造概要 木造2階建、切り妻、瓦葺き

建築年 明治45年(西側の建物)

備 考

斉
館

社務所

外 観

店蔵側面と蔵



45日本基督教団安中教会

所在地 安中市安中3-19-10 __________________
用 途教会付属施設

"義圓亭：木造平屋、切妻屋根、瓦葺 

温古亭：木造平屋、切妻屋根、鉄板葺 

珪％ 義圓亭：昭和10年(1935)
建#ヰ 温古亭：大正9年(1920) ___________

備 考登録有形文化財

教会堂を含め、4つの建物は国の登録有形文化財である。 

教会堂は大运8年のロマネスク様式の大谷石造の会堂であ 

る。宣教師館は1954年建設の切妻桟瓦葺の木造2階建ての西 

洋館である。これら以外に、和風の建物が2棟ある。

温古亭は、牧師館として大正9年に竣工している。切妻桟 

瓦葺の木造平屋で、元安中藩家老屋敷といわれる座敷•次の 

間を移築し、その西側に書斎、東側に玄関、台所、便所、風 

呂などを加えて現在に至っているという。座敷は、面皮柱の 

数奇屋風の造りで、品の良さを感じさせる。

義圓亭は、切妻鉄板葺の木造平屋の建物で、安中教会5代 

目牧師の柏木義圓の書斎として昭和10年に建てられた。6畳 

2間に玄関と便所を設けた簡素な建物で、内部は天井が高 

く、通風•採光を考えて開口部は高いところに設けられたと 

いわれている。外観は当初の姿を留めつつも、内部は改造さ 

れている。 (内田青蔵)

外観(温古亭)

46内田家住宅

所在地安中市古屋 

用 途養蚕農家 

木造2階建(屋根裏の3層目あり) 
稱既要切り妻、瓦葺き__________________

建築年 明治20年 ______________________

備 考

母屋は桁行9間X梁間5間で、2階以上を蚕室、1階西半 

分を居室部分、東半分を土間とした明解な構成である。居室 

部分は8畳の4室から成り、最西の2室には床があった。小 

屋組は市内の富田家と類似するが、屋根裏の3層目があり、 

棟位置には当初からという2つの気抜きがのこる。各所に改 

変は多いものの、外観と基本構成はよく保存されている。全 

体に部材が太いが、これには、市内の後閑で林業を営んでい 

た人物が自邸を建てた際、余った部材を提供したという口伝 

がある。なお、敷地南の長屋門は母家より後の建築。蚕室と 

しても使われていた。母屋の西南に残る蔵の建築年代は不明。

(内田青蔵)

正面外観

北西の外観

外観(温古座敷)



47富田家住宅

所在地J安中市嶺

用 途養蚕農家

木造2階建、切り妻、瓦葺き(金属 

一 ___  製)_____________________________

建築年 明治22年

備 考

安中で最も大規模な養蚕農家のひとつ。名主だった本家の 

所有だったが、分家していた現当主の家系が買い取った。桁 

行13間だが東側の4間半は増築である。東西の差異は、小屋 

組や階高、2階外部手すりや、部材寸法の違いに見られる。 

増築部は、台所や農作業、養蚕の場として使用された。西側 

の居住部分には中廊下が存在する。3層目は無く、大黒柱が 

棟木まであがり、これに大梁が東西方向に差されている。こ 

の上に束が立ち、束の側面から小梁が軒方向へ伸びる。当初 

は板葺きの石屋根だったが、戦後すぐにトタン葺きに、平成 

4〜5年頃には金属瓦に変わった。また、金属瓦にするまで 

気抜きは主屋全体で3つあった。採暖用の火鉢の底は、1階 

天井に残る。 (内田青蔵)

外 観

内 部

48中嶋家住宅

所在地　安中市松井田町土塩

用 途養蚕農家

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年 明治17〜31年頃(1884—1898)
備 考

建築年代は、一時調査票によれば明治17年から31年の間と 

ある。聞き取りによれば、5代前の中嶋貞吉が建てたもので 

あるが、年代は不明という。

外観は、木造2階建てで、1階の梁を突出して2階の縁を 

支える形式は、他の養蚕農家と共通している。なお、当建物 

では、1階の梁だけではなく 2階小屋部の梁も突出した「外 

出し梁」としている。妻面は、腰部分は竹による竹壁で、上 

部の柱と貫による格子状の幾何学的な構成は独特の雰囲気を 

感じさせる。間取りは、いわゆる田の字型で、内部の部材は 

木太く、差物が多用されている。表の縁に沿って設けられた 

二間の天井は、「析形」と称される梁に太い根太が直角に交 

差した格子状の天井で、力強い。こうした建築部材は、近く 

の山から切り出し、しばらく寝かせて使用したという。な 

お、2階は養蚕用に利用されていたが、天井を張っただけ 

で、ほぼそのままの姿を留めている。 (内田青蔵)

外 観

内

観



49小屋家住宅

所在地みどり市大間々町大間々 

用 途事務所 

構造概要木造2階建切妻桟瓦葺き

建築年大正期

備 考

小屋家は、。明治期より材木商を営む家系で、現当主で4代 

目。現在の店舗は、大正期に建設された。敷地内には、大正 

11年の文庫蔵と明治33年に建てられた材料蔵がある。材料蔵 

は、現在、改造を加え住宅及び事務所として使用している。 

表通りに面する店舗部分は、木造2階建て、切妻桟瓦葺の建 

物で、内部は土間に隣接した8畳間2室の他に、現在は茶の 

間として使われている6畳間と仏間8畳があり、廊下を挟ん 

で床の間付きの8畳の座敷がある。店舗の2階は、通り側に 

床の間付きの8畳間がふたつ、中廊下を挟んで、6畳と4畳 

が並んでいる。戦後の一時期、2階で養蚕を手がけたことか 

ら、屋根には噴出しが付いている。 (大川 三雄)

外 観

内 部

50岡直三郎商店

所在地みどり市大間々町大間々1012
用 途店舗+事務所+工場

構造概要木造2階建切妻桟瓦葺

建築年 明治28 (1895)年頃

備 考地内には文庫蔵を始め土蔵建築群

当商店は、天明7年2月に近江商人の創業した醤油醸造会 

社である。創業以来、近年まで支配人制度を採っていたとい 

う。支配人は単身で赴任し、店の一切を取り仕切る制度であ 

る。店舗は、単身赴任の支配人のための宿舎を兼ねた店とし 

て作られた。記録の上で最も新しい大火である明治28年4月 

26日の大火後、すぐに建てられたものと考えられる。外壁は 

土蔵造りで、間口 8間、奥行6間1尺、木造2階、切妻造り 

桟瓦葺きである。桁行き半分までのところは土間でダイドコ 

ロと呼ばれていた。床上の部分は、表半分が24畳大のミセと 

呼ばれる所で、その奥に、チャノマとオクと呼ばれる居住空 

間がならんでいる。ミセの隅に戸棚や棚を組み込んだ箱階段 

があり、2階は大勢の使用人たちが生活する場として使われ 

ていた。敷地内には多くの蔵が建ち並んでいる。大間々町を 

代表する商家建築である。 (大川 三雄)

外 観

内 部



51青山家住宅

所在地みどり市大間々町高津戸

用 途住居

木造2階建切妻桟瓦葺、棟の中央に
編腰櫓、長屋門、外蔵

建築年明治中期

備 考

現在の主屋は、現当主の4代前にあたる青山直次郎が明治 

中期に建設したもの。隣接する蔵には墨書で明治34年と棟梁 

名として当山彦太郎の名前が書かれていることから、母屋も 

同年代と考えられる。総2階建て、切妻造、三州瓦の桟瓦葺 

きで棟の中央部にヤグラが付いている。昭和18年頃より養蚕 

農家から機屋に転じ、主屋の裏手にのこぎり屋根の工場も作 

られた。敷地内には、長屋門、門の脇に牛小屋と外便所、明 

治34年の蔵、木造2階建ての住み込み女工のための住居など 

もあった。玄関右手にはハタヤと呼ばれる土間空間で、機織 

りの機械が置かれていた。この場所とノコギリ屋根の工場と 

の両方に最盛期には40名を越す女工が働いていた。現在ハタ 

ヤは大幅に改造され、喫茶スペースとなっている。隣接する 

明治34年の蔵は、現在、ギャラリーとして活用されている。 

土間の左手には、上がりはなの板場があり、帳場となってい 

た。その奥には、床の間付きのオクノマ(8畳)とナンド、 

ザシキ(8畳)とチャノマの4間が並ぶ。2階にも3室の部 

屋がある。棟梁の当山彦太郎の秘伝書があり、桐生市に保存 

されている。 (大川三雄)

外 観

52黒沢家住宅

所在地I j野村植原

用 途隠居所兼蚕室

構造概要　木2階建、切り妻、瓦葺き(セメン

___  ___ 卜製)

建築年 明治18 (1885)年頃
備 考1重要文化財黒沢家(本家)の隣地

明治初期に黒沢治部右衛門の隠居所を兼ねて建築されたも 

のが、明治17年、秩父事件の焼討ちにあい、すぐに事件前と 

同様に建築されたと伝えられる。桁行7.5間X梁間6間。1 

階は、3間四方の室を中心として、南に3畳程度の書斎、東 

には床や付書院のある「送りの間」とその次の間にあたる2 

つの6畳がある。東の3室には東と南に広縁をまわす住宅ら 

しいつくりである。南面には、書斎を東西から挟んだ2力所 

に玄関が設けられていたというが、東の玄関は失われてい 

る。北西には土間に続く板の間があって、かつては炉が切ら 

れていたとのこと。平面は、江戸末期とされる本家との類似 

を指摘できる。2階は妻平ともに開口があり、蚕室を暖める 

火鉢の底も1階から確認できる。なお、当初は本家と同様板 

葺きの石置屋根であったとのことで、勾配は緩い。

(内田青蔵)

外 観

内 部



53茂木家住宅

所在地野村新羽

用 途養蚕農家 _____

構造概要 木造2階建、切り妻、瓦葺き 

建築年天明〜天保

備考

桁行8間X梁間6間。建築時は、下流域の神流の方から普 

請を手伝いに来たという口伝もあり、流域の結びつきを物語 

る。かつては石置屋だったのだろうか、屋根勾配が緩く 3層 

目は存在しないが、2階の蚕室を暖めるための火鉢の底を今 

でも1階の天井に見ることが出来る。1階の天井(2階床) 

は、材を寄せて隙間)^無く、空気や熱の流通を考慮したもの 

とは異なる。このほか、1間の幅がある南側の縁、「茶の間」 

(土間からあがる部屋)の西よりに南面する玄関があったと 

いう点が特徴である。また、「茶の間」裏の「納戸」には、 

作り付けの古い仏壇が残る。土間の東には米櫃が、厩は別棟 

で母屋の東にあったという。 (内田青蔵)

54たじま旅館

所在地丨申流町万場65
用 途旅館

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年 明治25年以前(1892)

備 考

建物は、木造2階建ての平入りで、2階軒は出桁造りであ 

る。屋根は、創建時は石置きの板葺で、勾配も緩やかであ 

る。現在は、セメント瓦葺である。

聞き取りによれば、明治25年の万場の火事では類焼には卷 

き込まれず、一部火を受けて焦げたという。現在の建物の小 

屋裏や軒裏には焼け焦げた跡が見られ、聞き取り内容を裏 

付ける。これから建築年代は明治25年以前であると推測され 

る。なお、明治元年生まれの宮前浜一郎の親が建てたという 

口伝があるが、何時頃まで遡るのかは不明である。

建築は、増改築はあるものの、大黒柱や1階の大引き天井 

は良く残っている。いずれにせよ、この地域の建物は明治25 

年の万場の火事で大半の建物が焼失したといわれている。そ 

うした中で、焼け残った建物であり、この街道筋では最も古 

い建物の可能性がある。その意味では貴重な遺構といえよう。

(内田青蔵)

外 観

内 部

外観

内 観



55まるはち衣料品店

所在地神流町万場85
用 途商家

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺 

建築年 明治26年(1893)
備考 「黒沢建広家古文書」として知られる

 近世の林業関係の文書を所蔵

56高橋家住宅

所在地神流町万場

用 途養蚕農家 

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺 

建築年 明治37年頃(1904)
備 考

万場中宿の通りに面して現存する店舗付き住宅である。建 

築年代は万場の火事の翌年で、明治26年という。創建時から 

店舗付き住宅とした木造2階建ての建物で、養蚕時期には2 

階で養蚕を行っていたという。建物は道路に対して平入り 

で、後に背面に新たに座敷部分を増築したという。

現在、店舗は、道路側に1間広げ、また、当初の土間部分 

に加え、大黒柱のあった床部分を取り除いて土間とし、店舗 

部分を拡張したという。店奥にある創建時の8畳間の板戸に 

は鉄板を用いた特殊な建具が見られる。万場の火災後の経験 

から、防火や盗難などに対する配慮といえよう。なお、2階 

の蚕室部分は、個室に改造されているという。創建建物に関 

する資料として大正4年及び昭和4年時の外観の古写真があ 

る。

なお、当家には「黒沢建広家古文書」として知られる近世 

の林業関係の文書があり、研究者が良く訪れるという。

(内田青蔵)

聞き取りによれば、建築年代は明治25年の万場の火事後し 

ばらくしてからの建物で、明治37年頃という。また、大工は 

秩父の大工であったという。

外観は、創建時の時の屋根は石置きの板葺屋根であった 

が、昭和4年にトタン葺に替えたという。また、屋根には当 

初から「高窓」と呼ばれる越屋根が3つ設置されており、現 

存している。また、正面には「外出し梁」があるが、ぞの出 

は小さく1/4間ほどのものであった。現在は使い勝手が悪 

かったために継いで半間幅の出とし、手摺付きの外縁として 

使用できるように改修したという。妻側の破風面は三重梁の 

構成が見て取れるなど、創建時の様子が残る。土蔵も現存し 

ている。 (内田青蔵)

外観(店舗)

外観(住宅) 鉄板を用いた建具

観外

内 観

土 蔵



57今井屋旅館

所在地1^串流町万場25
用 途旅館

構造概要木造3階建て、切妻屋根、瓦葺 

e筮& 明治25年以降(1892)、3階の増築は 
建朵牛_昭和元年(1926)___________________

備 考

聞き取りによれば、建築年代は明治25年の万場の火事以後 

の建物で、新井源八という大工が行った。3階の増築の様子 

を示す写真があり、これから、創建時は木造2階建てであっ 

たが、昭和元年の増築により3階建てとなり、その後の背面 

の増改築を繰り返し、現在の姿となったものッと推測される。 

旅館建築の遺構として貴重だが、残念ながら創建時の姿をと 

どめていない。当初の姿を知るには、痕跡調査などが必要で 

あろう。 (内田青蔵)

外 観

玄 関

58岩崎家住宅

所在地］神流町大字神ケ原

用 途養蚕農家

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年 明治21年頃(1888)

備 考

聞き取りによれば、母屋の竣工は明治21年で、この旧中里 

地区では最も古いという。切妻の板葺き屋根であったが、昭 

和29年に屋根勾配も変えて、5寸勾配の瓦屋根としたとい 

う。また、玄関部は昭和63年に改造したという。

母屋の間取りは、この地域のものと共通する。すなわち、 

土間、大黒柱を境に表に「ザシキ」裏には「カッテ」「ナン 

ド」、その横には「シミディ」「カミディ」」が並んでいる。 

「ザシキ」には賓客用の玄関(式台)はない。「カミディ」に 

は床の間と違い棚があり、この部屋だけに長押が付いてい 

る。室内には押入れが無く、「シモデイ」「カミディ」には縁 

が廻り奥には便所が設けられている。なお、この建物の当主 

岩崎は、高山社で養蚕を学んだ人物であり、高山社で得た養 

蚕の知識が母家に反映されている可能性も高く、興味深い建 

物といえる。

現在、母屋と共に養蚕時のお手伝いの人々の宿舎とした建 

物、蚕室、土蔵が現存し、当時の養蚕農家の建物配置の様子 

がよくわかる。これらの建物は、現存する大正9年の家相図 

にも描かれており、当時の様子がそのまま今日まで残ってい 

ることが分かる貴重な遺構でもある。 (内田 青蔵)

外 観

内 観 内 観



59黒田家住宅

所在地神流町大字生利

用 途養蚕農家

構造概要木造3階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年 明治25年以降(1892)
備 考

聞き取りによれば、建築年代は不明ながら、明治25年の万 

場の火事以後の明治時代の建物で、大工は近くに住む清水琴 

吉であったという。この建物の特徴のひとつは、木造3階建 

てであることである。すなわち、養蚕の時期でも1階はあく 

までも生活の場として使用し、養蚕は2 • 3階を使ったとい 

う。1階を生活の場、2 • 3階を養蚕の場として使い分ける 

という考えは極めて新しく、生活者の知恵としてこうした使 

い分けの考え方が生まれ、住まいの変化を促すことが窺い知 

れる貴重な事例といえるかもしれない。

屋根は当初は石置きの板葺で、50年程前に瓦葺とし、同時 

に使わなくなった「高窓」(越屋根)を取り除いたという。 

また、2 • 3階は「外出し梁」で、その部分を利用し2 • 

3階に縁が付いている。屋根は瓦葺きに改造されたものの、

2、3階は内外ともに創建時の様子をよく留めている。

(内田青蔵)

60新井家住宅

所也j神流町大字麻生

用 途養蚕農家

造概要 木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年 明治37年頃(1904)
備 考

木造2階建ての瓦葺切妻屋根の建物である。屋根勾配は緩 

やかで、聞き取りによれば、創建時は板葺の石置き屋根で、 

その後、スレート葺、そして現在の瓦葺きに変更したとい 

う。また、建築年は、明治25年の万場の大火後の建設で、明 

治37年頃であるという。

9間X 6間と間口も奥行きも大きな建物で、土間の横には 

表には「ザシキ」、裏には「オカッテ」と「ナンド」が配さ 

れ、さらにその横には表から「デイ」「ナカノマ」「オクリ」 

の3室が並ぶ。「オクリ」には床の間•違い棚•附け書院が 

設けられ、漆塗りの長押が廻り、天井も他が大引き天井であ 

るのに対し、根太天井となるなど他室との格の違いが見て取 

れる。また、室内には創建時には押入れは無く、現在のもの 

は後補である。聞き取りによれば、養蚕用に部屋を広く使う 

ために押入れを設けなかったという。建築部材も木太く、本 

建物は、神流町の万場周辺の養蚕農家の中でも質の高い遺構 

といえるであろう。 (内田青蔵)

外 観

内

観

外 観

内 観



61神戸家住宅

所在地　下仁田町大字青倉

用 途養蚕農家 ________________

構造概要木造3階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年 昭和5年頃(1930) _______
備 考@召和25年(1950)製作の家相図がある

聞き取りによれば、祖父が分家として独立するために昭和 

5年頃に建てたという。木造3階建て、切妻瓦葺の建物であ 

る。正面2階には、「外出し梁」を利用して縁がつく。一見 

すると2階建てのように見えるが、2階開口部の上に3階部 

分の開口に相当する半間の高さの開口部がある。屋根には2 

か所の「天窓」(越屋根)がある。

昭和25年の家相図があり、当時から間取りはほとんど変 

わってはいないことが分かる。間取りは下屋部分に「桑屋」 

「納戸」「便所」「浴室」が、土間と囲炉裏のある「カッテ」 

を挟んでその反対側には12畳半の仏壇と神棚のある「イマ」 

と「ウラノへヤ」、その奥に「八畳ノマ」「オザシキ」があ 

り、「イマ」および「八畳、ノマ」「オザシキ」には鉤型の縁が 

廻る。「イマ」と「「八畳ノマ」の天井は大引天井だが、「才 

ザシキ」は面皮材による大引天井で、長押も廻り、床•棚に 

平書院も見られるなど座敷としての設いがみられる。「イマ」 

と「八畳ノマ」「オザシキ」の間には差物が使われている。 

土間境には、大黒柱があり、3階まで突き抜けているなど大 

規模な養蚕農家の事例といえる。 (内田 青蔵)

外 観

62飯田家住宅

所在地Fj仁田町大字下仁田

用 途商家

"木造2階建て、切妻屋根、瓦葺、出桁

造

建築年 昭和11•12年頃(1936 • 37)

備 考

聞き取りによれば、地元の大火があり、その後に建てたも 

ので昭和11-12年頃という。戦前期は米問屋であったが、戦 

後は雑穀肥料を扱っていたが、2000年頃に商売を止め1階部 

分を改修したという。

平入の出桁造の建物で、2階の座敷部分の床脇の下地窓に 

よる丸窓が軽快さを感じさせる。1階は通り土間で、奥の和 

室は壁面全面に造りつけの収納部があり、その中に金庫、上 

には神棚が設けられており、商店として使われていた当時の 

雰囲気を残す。2階は、道路側に座敷、廊下を挟んで和室が 

2間ある。

敷地は短冊型の細長い敷地で、母屋の奥には、土蔵なども 

現存している。 (内田青蔵)

外 観

内観(1階和室)

内 観 内観(2階座敷)



63櫻井商店

所 在 地下仁田町大字下仁田

用 途商家

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年大正期

備 考

聞き取りによれば、建築年は大正期という。木造2階建て 

の平入りの商店建築で、屋根部分は出桁造りとなっている。 

特徴的なのは、隣家側の妻面全面が土蔵風に漆喰で塗り固め 

られ、特に2階部分はウダツのように袖壁が前方に迫り出て 

いることである。土蔵造りではないものの、類焼などから建 

物を守るための防火を考慮した造りといえる。建物は、軒の 

高さも高く、各部材も木太い。特に、1階の3間の開口部を 

支える差物は成も高く、また、2階雨戸の戸袋は櫸の1枚板 

であり、1階下屋部分の屋根にはむくりが見られるなど、建 

築材料などに贅を凝らした、品の良さも感じられる質の高い 

建物といえる。

(内田青蔵)

64大河原家住宅

所在地下仁田町大字馬山乙_________________

用 途養蚕農家

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

建逛住 明治15年頃(1882)の建物を明治23年頃 
(1890)に現在地に移築したとの口伝あり 

備 考

聞き取りによれば、明治15年頃に別の地に建設された建物 

を、明治23年頃に現在の地に移築したという。当初の建物は 

12間の規模だったが、移築時には7間の規模に縮小して建 

て、3年後に再び5間を増築し現在の12間となったという。 

建物を建てたのは3代前の当主大河原治平で、当初は、屋根 

に2か所「天窓」(越屋根)があったが、屋根瓦の改修の際 

に取り除いたという。

母屋は木造2階建、瓦葺の建物で、7間の出桁を利用して 

外縁が付く部分と5間の出桁がなく外縁もない部分からな 

る。これらの2つの建物は、口伝を裏付けるように建築年代 

が異なるように思われる。建物の建築部材は、外縁の付く部 

分のほうが木太く、縁側や内部に用いられている差物も成が 

高い。なお、母屋の他に土蔵および桑の葉の貯蔵庫用の煉瓦 

造の地下のある木造2階建ての建物(2階は乾燥場として使 

用)なども現存している。 (内田 青蔵)

外観1

外

観

2

外観1

外観2

内 観



65斉藤家住宅

所在地仁田町大字西野牧

用 途養蚕農家

構造概要 木造2階建、切り妻、瓦葺き

建築年 明治30年頃(母屋)
備 考 施工者は勅使河原某と伝わる

母屋の建築主は東間小太郎で、下仁田社に加盟していた金 

洞組の監査役で群会議員でもあった。ここから金栄組が分か 

れて当地域で運営したが、明治37年に倒産してしまう。それ 

に伴いこの東間宅は放置されたが、斉藤倉七によって39年に 

買い取られた。母屋は総櫸造り。当初は栗板葺の石置屋根で 

あったということで勾配は緩く、3層目や煙出しも見られな 

い。桁行9間X梁間5間で、玄関や水まわり以外、戦後の改 

修は少なく保存状態も良い。土間も東隅の馬小屋は失われて 

いるがほぼ当時のままと見受けられる。また、東の下屋は旧 

浴室•厠で、糞壺の桶、浴室下の水肥を溜める貯留槽が残 

る。敷地内には江戸期以来の蚕室と物置が遣る。また、座繰 

りの機械など各種器具も保存しており、養蚕と製糸の歴史を 

物語る場所として貴重である。 (内田 青蔵)

66田村家住宅

所在地］甘楽町大字国峰

用 途養蚕農家

構造概要木造2階建て、切妻屋根、瓦葺

建築年慶応4年頃(1868)
備 考

母屋は、瓦葺切妻屋根の間口 9間、奥行き5間の木造2階 

建ての養蚕農家で、屋根には「ヤグラ」(越屋根)が3箇所 

設けられている。聞き取りによれば、竣工は慶応4年で、屋 

根は当初は石置き屋根で、後に瓦葺にしたという。正面2階 

部分には「外出し桁」を利用した外縁が設けられている。

間取りは、奥には「オクザシキ」と「シタザシキ」があ 

り、この「シタザシキ」にはかつては式台があり、客が利用 

したという。「オクザシキ」は上段となり、他の部屋よりも 

床が敷居部分だけ高く、正面には奥行きの浅い押板床と棚、 

付け書院が配されるなど、上層農家の造りといえる。

なお、この建物は、群馬県文化財研究会(会長桑原稔)

により「特別貴重文化財」の認定を受け、また、桑原•家 

泉•金井の3名による「田村利良家」(『上州路』2004年7月 

号)によれば、屋敷構えは、「当地を代表する民家と江戸時 

代風の屋敷構えを伝える旧家として、歴史的に価値ある遺 

構」と述べられている。 (内田青蔵)

外 観

内 部

外観

内観(玄関)

内観(二階)



67柴山家住宅

所在地U甘楽町大字轟

用 途養蚕農家

構造概要木造2階建て、入母屋屋根、瓦葺 

建築 年 明治29年頃(1896)、明治41年頃(1908) 
備 考

瓦葺の木造2階建ての巨大な養蚕農家である。聞き取りに 

よれば、母屋は西側が古く明治29年、現在の母屋はその横に 

増築したもので、明治41年という。確かに、母屋は2階建て 

で正面の「外出し桁」を利用した2階部分の高欄付きの濡 

れ縁は連続しているが、軒の造りや建具などが異なり、ま 

た、西側の建物は半間毎に柱あるいは束があるのに対し、増 

築部分は一間ごとに柱が配されるなど、2つの建物の年代が 

異なることは明らかといえる。それでも、共に建物の軒高は 

高く、かつ、軒飾りの意匠は見事で、軒に突出した背の高い 

「ヤグラ」(越屋根)と軒飾りのデザインは、極めて質の高い 

ものである。また、土蔵は、母屋西側に二棟存在する。共に 

2階建てで、1階腰はなまこ壁仕上げである。

なお、伊藤ていじ博士の『民家の庭•坪庭』(日本の庭園 

6卷 講談社 1980年))に本邸の庭園が紹介されている。 

それによれば、建物は、この地方の養蚕農家の造りで、巨石 

を配した豪放な石組みと池泉の庭は昭和初年のものであると 

いう。 (内田青蔵)

68田村家住宅

所在地［甘楽町大字轟

用 途養蚕農家

構造概要木造2階建て 

建築年 明治元年？(1868)
備 考

一時調査票では明治元年の建物というが、聞き取りによれ 

ばそれを裏付ける史料はなく、 4•5代前の人が養蚕で財を 

なし、この建物を建てたという。建物は、全体にわたって棟 

高が低く、特に2階の階高は低い。こうした2階の形状から 

も古さが窺える。聞き取りによれば、2階は養蚕の場として 

使用し、天井が低いのは養蚕の暖を採るときの温度を保つ為 

には適しており、養蚕用に2階を低くして建てた建物ではな 

いかという。なお、2階の部材にはほぞ穴などがあり、転用 

材か、あるいは、移築の可能性もあるという。

母屋の柱ならびに束は半間毎にあり、正面の「外出し桁」 

による縁があるなど、当時の養蚕用の建物と共通している。 

外壁は、この柱に貫を用いた格子状の間を白漆喰で仕上げて 

おり、木材と白漆喰のコントラストが印象的な外壁を見せて 

いる。母屋の西側一部は、後の増築であるという。なお、座 

敷南側には巨石を用いた池のある庭が設けられている。母屋 

のほかに土蔵が二棟あり、門の近くのものは、小作の持って 

きた米を収容する米蔵として使用していたという。

(内田青蔵)

外 観

庭 園 土 威

外 観

土 蔵



69伊参スタジオ(旧中之条町立第四中学校)

在地中之条町五反田

用 途公共建築(学校) _

構造概要木造2階建、寄棟造、瓦葺

建築年 昭和28年(1953)
備 考

当建物は中之条町立第四中学校(それ以前は伊参村立伊参 

中学校)の校舎である。群馬県民200万人を記念して群馬県 

が制作した映画「眠る男」の撮影拠点となった。現在は伊参 

スタジオとして、撮影スタッフ•ロケ隊の合宿所となってい 

る。また、映画関連の資料や機器も展示公開されている。当 

建物は木造2階建、寄棟造、瓦葺である。昭和28年(1953)

3月13日に建造された。外壁を下見板張りとし、北側廊下の 

形式で教室の大きさは4間X5間である。戦後建造された典 

型的な木造校舎として貴重である。 (村田 敬一)

70久保田旅館

所在地1中之条町大字伊勢町 

用 途 商業•産業建築(旅館)

木造3建(当初2階)、切妻造、2階 
稱ね概要 トタン葺.3階瓦葺 _______________

绝 明治年間建造した2階建てに、大正初 
姪采キ年に3階を増築

備 考 大工は伊勢町上之待ちの屋台を造った

当旅館は凸凹館ともいう。当建物は明治期の木造2階建、 

切妻造の建物に、大正初年になり3階部分を増築したもので 

ある。船泄造り、出し梁造りで街道宿場の旅籠建築の建築手 

法を見ることができる。大正8年(1919)の掲額を残す。当 

旅館は行商人の宿、また公務員の下宿として使用されてい 

た。旅館とともに農業を兼業しており、2階では養蚕を行っ 

たと伝える。大工は伊勢町上之町の屋台を造った人であると 

いう。 (村田敬一)

外 観

内 部

外 観

客室内部



71旧五反田学校

所在地中之条町五反田

用 途公共建築(学校)

木造平屋建、入母屋造、トタン葺(当 
構迫概要初板葺) _______________

建築年 明治42年(1909)
備 考ll中之条町重要文化財

当建物は明治42年(1909)に五反田学校として建造され 

た。昭和13年(1938)に伊参尋常高等小学校第二分教場とな 

り、その後町立第四小学校分校として昭和44年(1969)まで 

使用された。木造平屋建、入母屋造、トタン葺(当初板葺) 

である。28間X 5間の規模で、教室を4室配する。敷地造成、 

用材(伊勢宮の森の木)の伐採と木挽きなど、村中の力を 

結束して建造したと伝える。建築費用は4,999円余りという。 

北側廊下の形式で4間X 5間の教室という日本の学校建築の 

原型を窺うことができる。昭和63年(1988) 3月26日に町の 

重要文化財に指定された。 (村田敬一)

72旧大岩学校

所在地中之条町上沢渡

用 途公共建築(学校) 

構造概要 木造平屋建、寄棟造、草葺

建築年 明治12年(1879)
備 考中之条町重要文化財

当建物は明治12年(1879)に建造され、昭和29年(1954) 

まで当地区に小学校ができるまでその役割を担ってきた。寄 

棟造、茅葺で、規模は正面(妻側)4間X奥行き(平側)6 

間である。当建物は群馬に現存する学校建築で最も古い遺構 

である。教室部分は畳敷きとし、24畳と8畳2間の計3室か 

らなる。庭の一角には大正11年(1922)に若山牧水が詠んだ 

歌碑が建てられている。現在は大岩地区の集会所として使用 

されている。昭和63年(1988) 3月26日に町の重要文化財に 

指定された。 (村田敬一)

外 観

内 部

外 観

内 部



73旧栃窪分校

所在地I p之条町栃窪 __________

用 途公共建築(学校)

構造概要 木造平屋建、切妻造、トタン瓦棒葺

建築年昭和34年(1959) 
備一考

旧栃窪分校ほ正式には中之条町立第五小学校第一分校とい 

う。現在、栃窪公民館として使用されている。木造平屋建、 

切妻造、トタン瓦棒葺で規模は10間半x 4間である。外壁を 

下見板張りとする。内部は真壁造で壁を漆喰塗り(腰は板張 

り)とする。大きさ4間X 7間の部屋1室、3間半X 2間の 

部屋2室を配する。昭和34年(1959) 12月25日の建造である。 

なお、当建物の背面には便所と職員宿舎を残している。分校 

の建築どして残るものは少なく貴重な遺構である。

(村田敬一)

74金幸

所在地中之条町大字中之条  

用 途商業•産業建築(料亭)

構造概要木造2階建、入母屋造、瓦葺

建築年明治期 ____________

備 考 大エは地元の川上大工 

町内に残る料亭では最も古い。当初敷地南の隅で肉料理屋 

を営んでいたという。朝香宮、閑院宮などが宿泊している由 

緒ある料亭である。木造2階建、入母屋造、瓦葺とし、明治 

期の建造と伝える。大工は中之条小学校講堂を造った地元の 

川上大工である。木曽の檜を用いており、広間は60畳の大き 

さである。館内には明治28年(1895)の凱旋の掲額、大正5 

年(1916)と大正11年(1922)の金幸楼の掲額を残す。当地 

における料亭建築としての質は高い。 (村田敬一)

正面外観

内 部

正面外観

内 部



75町田家住宅

所 在 地J中之条町大字中之条町

用 途住宅(町屋)

構造概要 木造2階建、切妻造、トタン葺

建築年江戸末期____________________
備 考］国登録文化財

町田家は代々重兵衛を襲名する屈指の旧家で、文化年間に 

は大総代を務めた家柄である。現当主は14代目である。江戸 

時代の家業は酒造業で、明治以降は金融業を営んだ。建造年 

代は江戸末期と伝える。幕末から明治初期にかけて役宅兼 

住宅の役割を担った建物である。平面はし型で規模は間口12 

間、奥行10間である。明治11〜20年(1878〜87)の間は吾妻 

郡役所として使われた。千明玉齋の襖絵と板戸絵を残す。味 

噌蔵、外蔵、門、塀とともに国登録文化財となっている。付 

属屋の土蔵は明治期の建造である。 (村田 敬一)

76柳屋旅館

所在地中之条町大字伊勢町

用 途 商業•産業建築(旅館)

木造2階建、切妻造(妻入)、トタン 

葺

建築年江戸末期 

備 考

幕末の発刊とされる『諸業高名録』に現当主の先祖である 

柳屋藤八と、当建物と推定できる建物が記されている。2間 

柱間の内法寸法は11.84尺(3.588m)、12.29尺(3.724m)で 

あり、江戸末期の建造と推定する。当建物は木造2階建、切 

妻造(妻入)、トタン葺(当初は板葺)である。正面は出し 

梁で手摺りを回す江戸時代の旅籠建築として外観を呈してい 

る。内部の改造は比較的少なく、建造当初の状況をよく残し 

.ている。旅籠建築の遺構として貴重である。(村田敬一)

外 観 外 観

内 部 『諸業局名録』



77菅谷家住宅

所在地吾妻郡東吾妻町郷原

用 途住宅(農家)

構造概要 木3造階建、切妻造、金属板葺-

建築年 明治34年(1901)上棟

備 考32は加藤覚三郎

当建物は木造3階建、切妻造、金属板葺の主家兼蚕室であ 

る。規模は1、2階を間口12間、奥行5間半とする。3階は 

1、2階より小規模とし、屋根に2つの櫓を載せる。当家で 

は大工の加藤覚三郎〔昭和17年(1942)に73歳で没〕を毎年 

お年始にお迎えしていたと伝える。軒は2階を4方、さらに 

3階も正面と背面の2方を船泄造りとし、2階床部は正面と 

左側面を出し梁造りとする。用いられている各部材の大きさ 

はかなり大きい。改造が少なく建造当初の状況がよくわか 

る。2階には養蚕用具を残している。建築の質は高く県下屈 

指の大型養蚕農家として貴重である。 (村田 敬一)

外

観

内部(2、3階)

『居宅上棟祝入費帳』〔明治34年(1901)〕

78大川家住宅

所在地吾妻郡東吾妻町川戸

用 途住宅(医者の家)

構造概要木2階建、寄棟造、瓦葺

建築年 明治39年(1906)
備 考

当建物は木造2階建、寄棟造、瓦葺である。小屋組には洋 

小屋組(キングポストトラス)を採用している。当建物は間 

ロ11間、奥行6間半とし、外壁は貫構造とし漆喰を塗る。当 

建物は初代当主が明治39年(1906)に建造したと伝える。大 

川家は代々医者の家系であり、現当主は婦人科を開業してい 

たが、現在は住宅として使用している。開業当時は2階を入 

院施設として使用していた。一方、当家は歌人である土屋文 

明が疎開した家ということでも知られている。滞在期間は6 

年におよび、ここで二冊の詩集を出した。土屋文明は庭の景 

観がとても気に入っていたと伝える。 (村田敬一)

外 観

内部(1階)

小屋組



79旧大田村役場庁舎

所在地吾妻郡東吾妻町植栗 

用 途公共建築(役場庁舎) 

構造概要木2階建、寄棟造、瓦葺

建築年 明治37年(1904)
備 考

当建物は木造2階建、寄棟造、瓦葺である。軒は四方を船 

泄造りとする。下屋の屋根は金属板葺である。主屋の瓦葺は 

草葺を葺き替えたもので当初からのものでない。当建物は大 

田村の初代の役場庁舎として明治37年(1904)に建造されたも 

ので、当初から現在地に建てられたものでなく、約90m東か 

ら現在地へ曳き移転したものである。真壁造りとし、床を板 

張、壁は内外とも漆喰塗、天井は玄関ポーチおよび内部すべて 

を棹縁天井とする。用途は主として1階を受付窓口と事務執 

務空間、2階を会議室としていた。保存状況は良くないが、数 

少なくなった木造役場庁舎として貴重である。(村田 敬一)

80阿部家住宅

所在地］吾妻郡東吾妻町

用 途住宅(商店)

構造概要木造2階建、切妻造、瓦葺

建築年 明治25年(1892)
備 考

当家の4代先は新潟の出身であるという。440坪の屋敷の 

良質な水に恵まれことから3つの井戸を使い、造り酒屋『金 

上』を始め、『金時山』が代表銘柄であった。その後、新宅 

が『金星』を始め、昭和17年(1942)の企業整理で『金星』の 

みとし『金上』を廃業した。当建物は木造2階建、切妻造、 

瓦葺で、平入とする。建造年代は明治25年(1892)と伝える。 

1階は造り酒屋廃業後小売業に展開する際に床を改修し帳場 

を設けたという。隣接する土蔵は明治31年(1898)に建造さ 

れたものだが、かつては酒蔵と敷地北側に長屋門があった。 

数少ない町屋建築として貴重である。 (村田 敬一)

外 観

内部(1階)

内部(2階)

外観(正面)

内部(1階)

外観(背面)



当建物は木造平屋建、入母屋造、金属板葺とする。当建物 

は平成16年3月27日に校舎の一部を現在地に移築移転復原し 

たものである。建物規模は間口 9間、奥行5間である。旧校 

舎は二期にわたって建てられた校舎であり、第一期は昭和 

12年(1937) 4月11日竣工(長野原尋常高等小学校第一分教 

場)、第二期は昭和31年(1956) 5月18日竣工く長野原町立 

第一小学校)である。小屋組は洋小屋組(キングポストトラ 

ス)とし、外壁は下見板張、床は板張、壁は腰を竪羽目板 

張、その上部を真壁の漆喰塗、天井を棹縁天井とする。玄関 

部と一教室しか残していないが、4間X 5間の教室と1間 

幅の北側廊下型式の日本における典型的な学校建築である。

(村田敬一)

外観(背面)

82長野原町役場庁舎

所在地吾妻郡長野原町

用 途公共建築(役場庁舎)

構造概要木造2階建、寄棟造、金属板瓦棒葺

建築年昭和4年(1929)
備 考

81旧長野原町立第一小学校校舎

所在地I 妻郡長野原町

用 途公共建築(学校)

構造概要 木造平屋建、入母屋造、金属板葺

建築年明治44年(1911)
備 考

内

面

長野原町役場は明治22年(1889)町村合併直後には、雲林 

寺を借用し、明治30年(1897)に当建物の前身建物が建てら 

れている。その後、老朽化と事務量増大のため新たに昭和4 

年(1929)に新築したのが当建物である。その工費は1万3 

千円であったという。当建物は木造2階建、寄棟造、金属板 

瓦棒葺である。規模は間口12間、奥行7間とする。外壁は下 

見板張ペンキ塗としている。突出した正面の入母屋造の屋根 

でバルコニーを持つ玄関は洋風でモダンなデザインでまとめ 

られており、当建物の見所となっている。張り替えられた内 

部天井、取り替えられたサッシ窓など、各所に改造が加えら 

れているが、外観はほぼ当時の状況を呈している。

(村田敬一)

外 観

内 部



83応桑神社拝殿•社務所

所 在 地吾妻郡長野原町応桑新田

用 途宗教建築(神社)

搭、土餌亜 拝殿〜木造平屋建、入母屋造、金属板葺 
再謹安 社務所〜木造平屋建、寄棟造、金属板葺 

建逛住 拝殿〜昭和8年(1933)、社務所〜大 
埋蔵年正中期

備 考  

拝殿は木造平屋建、入母屋造平入、金属板葺とし、正面tこ 

向拝1間を付ける。正面3間、側面3間とし、正面と両側面 

の3方に縁を回らす。縁の端部には脇障子を備える。建造年 

代は昭和8年(1933)である。背後に本殿覆屋が接続し、そ 

の中に本殿を置く。内部天井は格天井とする。

社務所は木造平屋建、寄棟造、金属板葺とし、寺社建築の 

向拝を付ける。正面外部は真壁造りとし、窓を挟んで竪羽目 

板張、その上部を漆喰塗とする。向拝を付けているが洋風の 

意匠でまとめている。 (村田敬一)

外観(拝殿)

外観(本殿覆屋)

84旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舎

所在地1 吾妻郡長野原町北軽井沢

途公共建築(駅舎)

造概要 木造平屋建、入母屋造、金属板瓦棒葺

建築年昭和5年(1930)
備 考国登録有形文化財

当建物は草軽軽便電気鉄道の駅舎である。木造平屋建、入 

母屋造、金属板瓦棒葺とする。建造年代は昭和5年(1930) 

で平成18年11月29日国の登録有形文化財に登録されている。 

玄関は入母屋造の側面に千鳥破風を付け、華やかな外観を呈 

する。石積み基礎とし、外部は腰を第子下見板張、その上部 

を真壁漆喰塗で仕上げる。玄関欄間のH字は当建物を建造し 

て寄付した法政大学に因むものである。一説には善光寺をモ 

デルとしたともいわれ、建築費は当時のお金で500円であっ 

たという伝える。 (村田敬一)

外 観

内 部

草軽電鉄



85北軽井沢大学村組合事務所・南紀倶楽部

所 在 地吾妻郡長野原町北軽井沢新鎌

用 途住宅(事務所) ________________

組合事務所〜木造2階建、1階寄棟• 

1巷、出*日！!亜 2階片流れ造、金属板瓦棒葺。
南紀倶楽部〜木造平屋建、片流れ造、 

_________ 一部切妻造。金属板瓦棒葺。  

組合事務所〜昭和3、4年(1928. 29) 
南紀倶楽部〜昭和4、5年(1929、30 _ 

備考

北軽井沢大学村は浅間の山東、六里ケ原の一角にある。昭 

和2年(1927)に法政大学長の松室至氏の発意により建設準 

備に着手した。昭和3年(1928)に「法政大学村住宅組合」 

として学者たちを中心に開かれた。開村以来「大学村憲章」 

「北軽井沢大学村環境保存協定」等を設け、屋内の仕事、野 

外での観察、心身の休息と解放に必要な静けさと、美しい野 

山という環境を維持している。

組合事務所は当初工事事務所として建造された。木造2階 

建、1階寄棟• 2階片流れ造、金属板瓦棒葺である。規模は 

間口 9間半、奥行6間半とする。外壁は下見板張りである。 

改造は少ない。建造年代は昭和3、4年(1928、29)である。

南紀倶楽部は紀州出身の画家グループ(彫刻家の建畠大夢 

氏が中心)のアトリエとして建造された。建畠氏の没後大学 

村に寄付された。木造平屋建、片流れ造、～部切妻造。金属 

板瓦棒葺である。規模は間口16間、7間半とする。外壁は下 

見板張りである。洋室とともに和室も造られている。改造は 

少ない。建造年代は昭和4、5年(1929、30)である。

(村田敬一)

組合事務所外観

組合事務所外観

組合事務所2階内部

南紀倶楽部外観

南紀倶楽部外観

南紀倶楽部内部



86 土屋家住宅

所在地　吾妻郡蠕恋村三原

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7年(1874)
備 考

当建物は木造2階建、切妻造、屋根は瓦葺の主家兼蚕室で 

ある。屋根はほぼ50年ごとに改造されており、現在の瓦は30 

年前に土葺の瓦葺を桟瓦に葺き替えたものである。棟には櫓 

を1つ載せている。当建物は養蚕農家の造りとするが、元々 

当家は流通業を行っていたことから、養蚕は別棟の2階建の 

蚕室で行っていたという。このことから当建物は上蔟など限 

られた使い方をしていたと推察する。当建物は2代目(現当 

主は5代目)が建てたといい、建造年代は明治7年(1874) 

と伝える。なお、当建物は荒壁部分が各所に残るなど、まだ 

未完成の部分が有り、当時の建設過程を窺うことができる。 

屋敷には土蔵を残している。 (村田敬一)

87黒岩家住宅

所在地］吾妻郡蠕恋村大前

用 途住宅

構造概要木造2階建、切妻造、金属板葺

建築年 昭和35年(1960)
備 考

当建物は木造2階建、切妻造、金属板葺とする。当建物は 

現在住宅として使用されているが、当初は関東鉱産の事務 

所として、昭和35年(1960)に建てられたものである。昭和 

40年(1965)に購入して入居したという。関東鉱産は蟎石山 

から鉱石をトラックで搬出し、羽尾から鉄道で運んだ会社で 

ある。当初西側に4尺幅の外階段があり直接上がれるように 

なっていたが、その部分は増築の時に取り壊したと伝えてい 

る。事務所部分には大谷石の暖炉が残されている。吹き放ち 

部分、2階ベランダがこの建物の特徴となっており、近代的 

デザインでまとめられた建物である。 (村田 敬一)

正面外観

背面外観

外 観

内 部

内部(大黒柱)



88旧燸恋村役場庁舎

所在地］吾妻郡蠕恋村大前

用 途公共建築(役場庁舎)

構造概要木造2階建、切妻造、金属板葺

建築 年 昭和2年(1927)
備 考

当建物は木造2階建、入母屋造、金属板葺とする。規模は 

間口12間、間口 6間半である。小屋組は洋小屋(キングポス 

トトラス)とする。玄関ポーチは擬洋風の建築様式で造られ 

ている。外壁は下見板張り、内部は床を板張、壁は腰を竪羽 

目板張、その上を漆喰塗、天井は棹縁天井とする。建設費は 

当時11602円である。村役場庁舎としては3代目にあたる建 

物で、建造年代は昭和2年(1927)である。役場庁舎として 

は昭和48年(1973) 6月まで使用され、その後は土地改良区 

事務所とし平成21年8月まで使用された。県内に残る木造の 

役場庁舎建築として重要である。 (村田 敬一)

89中居屋旅館

所在地I吾妻郡蠕恋村三原

用 途 商業•産業建築(旅館)

木造2階建、切妻造、瓦葺(当初石置 
構迫概要板葺) _________________________

建築年慶応4年(1868)
備 考

当家は幕末の豪商中居屋重兵衛〔文政3年(1820)〜文久 

元年(1861)〕の生家である。木造2階建、切妻造で、屋根 

は瓦葺とする。瓦葺は当初石置板葺きを葺き替えたものであ 

る。規模は間口 8間半、奥行5間半である。建造年代は棟札 

より、慶応4年(1868)であることが明らかである。1階間 

取りは、当初デードコの土間と床上部からなり、床上部は下 

手のザシキとナンド、カミテのデーとオクリンデーからなる 

喰違四間取りとし、南、西、北に縁側を回す。上手の座敷の 

棹縁天井は他の部分より高くしている。階段は宿泊者用と配 

膳用の二つを設ける。当建物は中居屋重兵衛の歴史的価値も 

あり貴重である。 (村田敬一)

外観(古写真)

現状の内部

外 観

内 部



90黒岩家住宅

所在地I吾妻郡蠕恋村三原

用 途住宅(農家)

～木造3階建、切妻造、屋根は2階が金 

属板、3階が瓦葺(当初石置板葺)_ 

建築年明治前期

備考

当建物は木造3階建、切妻造とし、屋根は2階を金属板瓦 

棒葺、3階を瓦葺とする主家兼蚕室である。現在の屋根は当 

初栗材の石置板葺であったものを葺き替えたものである。3 

階部は2階より規模は小さく総櫓を大きくした外観を呈して 

いる。建造年代は、当主の祖父〔大正10年(1921)に70歳で 

没〕が20歳代で建造したと伝えることから、明治前期と推定 

する。なお、当家は建造当初の状況を示すと推定できる家相 

図(年代不詳)を残している。2階軒は正面を船植造りと 

し、2階床部は正面を出し梁造りとし手摺り付きの小縁を付 

ける。内部は改造が進んでいる。 (村田 敬一)

91とり彦

所在地I草津町草津

用 途 商業•産業建築(料亭)

構造概要 木造2階建、入母屋造、トタン葺 

建築年 昭和13年(1938)
備 考1棟梁は浅見大工(草津町三軒屋)

とり彦は温泉旅館を営んでいた先祖が料理屋として開業 

した建物である。建造年代は昭和13年(1938)と伝える。日 

本鋼管がお得意のお客であったという。木造2階建、入母屋 

造、トタン葺とする。現在のトタン葺は当初のトントン葺に 

被せたものである。当初は1階に帳場と4畳半を2室、2階 

に4間X 3間の広間、4畳半と8畳の2客室を配していた。 

床板に青ケヤキ、床柱にクロガキやアララギ、落と掛けにエ 

ンジュなど随所fc銘木を使用している。施工は手前の部分が 

宮崎製材、奥が山田工業、棟梁は草津三軒屋の浅見大工であ 

る。 (村田敬一)

外 観 外 観

家相図 広 間



92金比羅神社(金刀比羅神社)社殿

所在地ll草津町草津4704 _________________

用 途宗教建築(神社社殿)______________

構造概要 木造、入母屋造、トタン葺、正面3 
そ黄既要間、側面2間、向拝付 _________

建築年 昭和13年(1938) ________
備 考 内部に一間社流造の本殿が鎮座する

木造、入母屋造、トタン葺とし、正面3間、側面2間(背 

面1間張り出し)、向拝(1間)付である。身舎規模は正面 

18.03 (5.464m)、側面は12.05.尺(3.651m)とする。組物は 

向拝を平三斗とするが、身舎には用いていない。垂木は疎の 

一軒である。床は拭板、天井は棹縁天井とする。全体的に簡 

素な造りとする。昭和13年(1938)の建造で、棟梁は地元の 

和田秀重である。この和田秀重は温泉旅館、山本館•益成屋 

などの建造に関わった棟梁である。背面張り出しに鎮座する 

一間社流造の本殿は昭和13年に棟梁水出源十郎が改造したも 

のである(内部墨書による)。 (村田 敬一)

93佐藤家住宅

所在地草津町前口 

用途住宅(農家)_________________

構造概要 木造2階建、入母屋造、トタン葺 

建築年 明治34年(1901) ___________
備 考

当建物は木造2階建、入母屋造、トタン葺の主家兼蚕室で 

ある。屋根のトタン葺は昭和31年(1956)に草葺を葺き替え 

たものである。建造年代は明治34年(1901)と伝えている。 

現在は使用されていない。規模は間口 9間、奥行4間であ 

る。軒は船椎造り、2階床部は正面を出し梁造りとしその上 

に手摺り付き小縁を付ける。また、出し梁の上に1間ごとに 

立つ柱は船椎の桁を支えている。改造は少なく当初の状況を 

よく残している。養蚕は初秋蚕3〇〜40gを年1回、昭和38年 

(1963)頃までやっていたという。蚕種は上田から手に入れ 

たという。高地、また寒冷地においても養蚕が行われていた 

事例として価値ある遺構である。 (村田 敬一)

外 観

向拝の虹梁と組物

内部の本殿

外 観

2階内部



94宮崎家住宅

所在地草津町前口 ______________

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12年(1937)
備 考

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺の主家兼蚕室である。 

建造年代は昭和12年(1937)と伝えている。当初養蚕農家と 

して建てられたが、現在は当主は住んでおらず、単身勤務者 

への貸家としている。間口は8間半、奥行4間である。軒は 

船泄造り、2階床部は正面を出し梁造りとしその上に手摺り 

付き小縁を付ける。1階土間部及び養蚕専用であった2階 

は改造されている。桑園は約2反あったが、養蚕は昭和41年 

(1966)で止めてしまったという。 (村田敬一)

95奈良家住宅

所在吾妻郡高山村中山

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1〇年(1935)
備 考

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺の主家兼蚕室である。 

棟に櫓を載せていない。軒は正面を船植造り、2階床部は正 

面を出し梁造りとし手摺り付きの小縁を付ける。外壁は荒壁 

の仕上げとする。規模は間口 9間半、奥行5間である。建造 

年代は昭和10年(1935)と伝える。屋根を昭和55年(1980) 

に改修した程度で、その他大きな改修や増築は行っていな 

い。付属屋として、当建物に隣接する昭和10年(1935)の物 

置(2階建、間口 4間、奥行2間半)、及び昭和26年(1951) 

の土蔵(2階建、間口 3間、奥行2間半)を残している。

(村田敬一)

外 観

座 敷

外 観

内 部



96都筑家住宅

所在地吾妻郡高山村尻高

用 途住宅(養蚕農家) _______

構造概要木造2階建、入母屋造、金属板瓦棒葺 

建築年 明治1〇年(1877)

備 考

当建物は木造2階建、入母屋造、金属板瓦棒葺の主家兼蚕 

室である。小屋組は和小屋とする。棟に櫓を設けず、また軒 

に船泄造り、2階床部に出し梁造りを採用していない。外壁 

は見付けを漆喰塗とするが、背面は荒壁仕上げとする。規模 

は間口 9間、奥行4間ある。建造年代は明治10年(1877)と 

伝えている。先代の時、昭和35年(1960)に山田建築により 

改修と増築を行い、昭和55年(1980)には小屋組と屋根は大 

改修したという。昭和15年(1940)の写真と2階に残る古い 

小屋組から、当建物は当初草葺きで屋根裏2階があった建物 

を改造したと推定する。敷地内に残る土蔵は築100年と伝え 

る。 (村田敬一)

97新井家住宅

所在地］利根郡村片品村東小川

用 途住宅(農家)

木造2階建、切妻造、金属板葺(当初

草葺)

建築 年 嘉永2年(1849)

備 考

当建物は木造2階建、入母屋造、金属板瓦棒葺の主家兼 

蚕室である。小屋組は和小屋である。建造年代は嘉永2年 

(1849)と伝える。規模は間口10間、奥行6間である。現在 

のトタン屋根はおおよそ40年前に茅葺を葺き替えたものであ 

るという。軒は正面を船榧造り、2階床部は正面、両側面の 

3方を出し梁造りとする。外壁は漆喰塗仕上げである。30年 

前頃に、土間の一部を板の間、2階の一部を子供室に改造し 

ている。座敷の床の間、違い棚、出書院の書院造りは質が高 

い。敷地内に土蔵2棟を残す。 (村田 敬一)

観外

内 部

外観(背面)

外観(正面)

内 部



98永井家住宅

所在地根郡村片品村花咲

用 途住宅(農家)

"木造2階建、妻兜(両面)の寄棟造、

金属板瓦棒葺(当初草葺)

建築年明治前期 ______________________

備 考

当建物は木造2階建、両面が妻兜の寄棟造、金属板瓦棒板 

葺の主家兼蚕室である。規模は間口12間、奥行6間とする。 

現在の屋根は当初草葺であったものを30年ほど前に葺き替え 

たものである。外壁は荒壁仕上としている。小屋組は和小 

屋である。茅の葺き替えは昭和42年(1967)に背面と櫓、昭 

和54年(1979)に他の部分を行っている。軒は船植造りとす 

る。昭和54年には吹き抜け部分に、新たに床を設けている。 

当建物の建造年代については、史料もなく伝承もないが、両 

面が妻兜の入母屋造ということから明治前期と推定する。両 

兜造りの建物として貴重である。屋敷には荒壁仕上の土蔵を 

残す。 (村田敬一)

外観(正面)

外観(妻側)

内 部

99星野家住宅

所在地］利根郡村片品村花咲

用 途住宅(農家)

木造2階建、妻兜の寄棟造、金属板葺 
構迫概要(当初草葺)________________________

 明治6年(1873)の建造、大正6年

(1917)の移築

備 考

当建物は木造2階建、妻兜の寄棟造、金属板瓦型銅板葺の 

主家兼蚕室である。現在の屋根は昭和45年(1970)に草葺を 

葺き替えたものである。小屋組は和小屋である。当建物は明 

治6年(1873)の建造で大正6年(1917)の移築と伝える。 

規模は間口10間、奥行6間である。軒は正面と左側面(妻兜 

部分)を船榧造りとする。昭和40年(1965)に2階床増築、 

昭和47年(1972)に2階子供部屋、昭和52年(1977)に土間 

床張りの改造を行っている。明治期の兜造りとして貴重であ 

る。 (村田敬一)

外 観

内 部



100桑原家住宅

所在地I利根郡川場村門前

用 途住宅(農家)

港生餌亜(片面)

金属板瓦棒葺(当初草葺)___________

建築年明治中期

備考

当建物は木造2階建、片面が妻兜の寄棟造、金属板瓦棒板 

葺の主家兼蚕室である。規模は間口12間、奥行6間である。 

現在の屋根は当初草葺であったものを30年ほど前に葺き替え 

たものである。棟に櫓を1つ載せている。小屋組は和小屋で 

ある。軒正面と両側面を船泄造りとし、兜造りの面の2階床 

部は出し梁造りとする。1階土間は平成8年頃に改造してい 

る。2階は建造当初の状況をよく残す。当建物の建造年代に 

ついては、史料もなく伝承もないが、2階が屋根裏2階でな 

いことから明治中期と推定する。明治期の兜造りとして貴重 

である。 (村田敬一)

101木村家住宅

所在地利根郡川場村生品 

用 途住宅(農家) 

構造概要木2階建、切妻造、瓦葺

建築年 明治27年(1894)
備 考

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺の主家兼蚕室である。 

屋根の瓦は当初のものでなく、栗の板葺を葺き替えたもの 

である。棟には大型の総櫓を付ける。規模は間口11間、奥行 

5間半の大規模養蚕農家である。明治27年(1894)の建造と 

伝える。小屋組は和小屋である。正面軒は船榧造りとし、2 

階床部は正面左側面を出し梁造りとし手摺り付き小縁を付け 

る。土間や2階が改造されているが、1階床上部や2階の一 

室空間部分は建造当初の状況をよく残している。建築として 

の質は高く、保存状況はよい。屋敷内には主家の他、2棟の 

土蔵、桑屋などを残しており、農家としての屋敷景観が良い。

(村田敬一)

外観(正面)

外観(妻側)

内 部

外 観

内部(1階)

内部(2階)



102川場村歴史民俗資料館

所在地］利根郡川場村谷地

用 途公共建築(学校)

構造概要 木造平屋建、妻兜の入母屋造、瓦葺

建築 年 明治43年(1910)

備 考国登録有形文化財

当建物は木造平屋建、入母屋造、瓦葺である。小屋組は洋 

小屋とする。面積は579rriである。当建物は明治43年(1910) 

の建造であり、建物中央部のみを昭和61年(1986)に現在地 

へ改築移転したものである。その時、展示空間として利用す 

るため下部を鉄筋コンクリート造とし、その上に当建物を載 

せる構造とした。また、その時、当初あった天井を撤去して 

いる。外壁を下見板張とし、屋根を瓦葺とする典型的な小学 

校建築としての外観を呈しており、正面に車寄せを付ける。 

平成10年9月2日に国登録有形文化財に登録された。

(村田敬一)

103秋山家住宅

所在 地みなかみ町月夜野

用 途住宅(農家)

構造概要木造2階建、切妻造、瓦葺

建築年明治期

備 考

現当主の父は眼科、祖父は内科の医者であった。秋山本家 

は醸造業を営んでいたが、祖父は医者として分家の初代とな 

り、当建物を建造したと伝える。戦前まで家伝薬「雲霧」を 

販売していた。西側のシンザシキは大正初年の増築、東側の 

薬局は当主の父が医者を始めた頃の建造という。木造2階 

建、切妻造、瓦葺の主家兼蚕室である。当建物の建造時、当 

主は医者であったが、船榧造り、出し梁造りの造りを採用し 

ている。また、街道に面して建つことから1階部分に格子戸 

をはめ、町屋的雰囲気を醸し出している。屋敷内には内蔵、 

文庫蔵、穀蔵•味噌蔵の3棟の土蔵を残す。(村田 敬一)

外観(正面)

外観(側面、背面)

内 部

外

観

座敷



104湯桧曽薬師堂

所在地みなかみ町月夜野

用 途宗教建築(お堂) ___________

木造、入母屋造、トタン葺、正面3 
間、側面2間、背面2間、向拝付 

建築年明治期 ________

備 考

当建物は湯桧曽区で管理している。木造、入母屋造、トタ 

ン葺とし、正面3間、側面2間、背面2間、1間の向拝付で 

ある。身舎は正面、側面とも7.035尺(2.132m)の大きさで 

ある。当建物は小規模なお堂建築であり、伝統的な寺社建築 

の技法で建てられている。建造年代は明治期と伝える

(村田敬一)

105河合家住宅

所在地なかみ町羽場

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 明治末期〜大正初年

備 考

現当主は6代目であり、当建物は3代目が明治末期〜大正 

初年に建造したと伝える。木造2階建、切妻造、トタン葺の 

主家兼蚕室である。屋根は当初栗材の石置板葺、その後セメ 

ント瓦となり現在に至る。現在、棟に総檜を付けるが、こ 

れは20年前に3つの櫓を1つに繋げたものである。当建物の 

規模は間口10間、側面5間半で「ゴトウ」の家といわれてい 

る。軒を船泄造り、2階床を出し梁造りとする。養蚕の掃立 

量は春蚕120g、夏蚕50g、晩秋蚕30gであったが、昭和60 

年(1985)には養蚕を止めたという。 (村田 敬一)

外 観

向拝組物

内 部

外 観

内 部



106林住宅

所在地ifj根郡昭和村越生

用 途住宅(農家) _______ ___

構造概要木造2階建、切妻造、瓦葺 

建築年明治後期 __________

備 考

当建物は木造2階建、切妻造、瓦葺の主家兼蚕室である。 

屋根の瓦葺きは当初栗材の板葺を葺き替えたものである。棟 

には櫓を3つを付ける。間口は8間、奥行5間の養蚕農家で 

ある。軒は正面、背面とも船榧造りとし、2階床部は正面を 

出し梁造りとする。建造年代は明治後期と伝えている。1階 

土間部分は現在改造されている。茶の間の仏壇と床の間は取 

り外すことができるという。帯戸は普段用、正月用、来客用 

の3種類があり、使用していないものは土蔵に収蔵してある 

という。2階は養蚕空間であるが、現在でも蚕の籠棚を残し 

ている。敷地内には主家の他、土蔵2棟などを配し、屋敷構 

えもよい。 (村田敬一)

107高橋家住宅

所在地］利根郡昭和村糸井

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22年(1889)

備 考

当建物は木造2階建、切妻造、金属板瓦棒葺の主家兼蚕 

室である。棟には総櫓と小さな櫓2つを付ける。建造年代 

は明治22年(1889)と伝えている。間口は13間、奥行6間の 

大規模養蚕農家である。外壁の貫と漆喰のコントラストが美 

しい。軒は正面、背面とも船榧造りとし、2階床部は正面と 

左側面を出し梁造りとする。背面のみ手摺り付き小縁を付け 

る。内部は柱、長押、框、鴨居、床の間の床、板尸などに漆 

塗を施す。書院造りの部屋の意匠は質が高く、便所まで凝っ 

た意匠の天井や建具でまとめている。当家は付属建物も多く 

残し整った屋敷構えを呈しており、当地区において景観上重 

要である。 (村田敬一*)

外 観

2階内部

外 観

内 部



108荻原家住宅

所在地［玉村町大字下新田

用 途住宅一併用住宅

木造2階建(町屋一棒屋)•切妻造•鉄

 ___ 板葺________________________________

建築年 明治38年(1904)
備 考［平成22年取り壊し。

農機具に柄などを取り付ける棒屋を商売として、明治38年 

に建設された。建物は旧日光例幣使街道の細長い短冊状の敷 

地にあり、木造2階建•切妻造•瓦葺き、間口 4間X奥行5 

間半の平入りである。つい先頃まで通り土間形式の間取り 

で、宿場町における重要な景観を形作っていた。平成22年に 

取り壊されてしまったのが惜しまれる。 (藤谷 陽悦)

外

観

109川田家住宅

所在板倉町籾谷

用 途農家

構造概要 木造2階建入母屋鉄板葺

建築年大正期

備 考

板倉町の旧家で、現当主で12代。米穀を中心とする農業を 

営んできたが、明治以降は養蚕や機織などにも事業を広げ 

た。特に3代前の川田孫三郎は事業家としての素質に恵ま 

れ、川田家の隆盛を支えた。現在の建物は大正期、孫三郎に 

よって建設された。門と板塀に囲まれた敷地内には、主屋の 

ほかに、門、門番小屋、作業小屋、北西角に4つの蔵があ 

る。主屋は4間取り平面で、1階は8畳間が4室。土間の右 

手にはハタバがあった。主屋の2階は12畳大の部屋があり、 

養蚕、後には機織の場として使われたという。西側に主屋と 

廊下で結ばれた離れ(客殿)がある。離れ(客殿)は木造2 

階建て寄棟造桟瓦葺きの建物で、1、2階共に8畳と6畳の 

主座敷次の間形式で、北東側に半間の廊下が周っている。こ 

の客殿としての性格を持った離れは、孫三郎が草津の温泉建 

築を参考にして大工に作らせたものといわれる。離れの2階 

から、南側に隣接する文庫蔵へ通じ、さらに敷地北側隅に建 

つ座敷蔵とは空中回廊で結ばれている。客殿を持つ養蚕農家 

として特筆すべき事例である。 (大川 三雄)

外 観



110大和屋

所 在 地1千代田町大字赤岩211 

用 途店舗 ________

構造概要木造2階建切妻桟瓦葺

建築年明治期 ____________

備 考

明治時代に建設されたと伝えられる様々な菓子類の製造と 

販売を扱う商家建築。現在は販売のみ。木造2階建切妻桟瓦 

葺き、出梁造りで、1階部分に下屋が付いている。店舗は土 

間で、一部は8畳の畳敷きとなっていたが、現在はすべて土 

間。店舗の裏手には8畳2間と6畳1間が続く。土間空間の 

右手は作業場となっている。店舗の2階は8畳間が4室あ 

る。敷地の奥に、店舗と直交する形で、店舗とは時代も異な 

る床の間付きの8畳間と6畳間からなる書院、さらに文庫蔵 

が付いている。 (大川 三雄)

111尾城綿店

所在地&泉町中央

用 途商店

構造概要木造2階建切妻桟瓦葺き

建築年昭和9 (1934)年

備 考

かっての大泉町の目抜き通りに建つ布団綿を扱う店舗併用 

住宅。最盛期には大泉町に7軒の綿屋があったという。木造 

2階建切妻造桟瓦葺きで1階には下屋がかけられている。当 

時、小学校の敷地を校舎の一部と共に購入したという。現在 

は、隣の空地を挟んで新店舗があるが、以前はここに住まい 

と工場があった。先代の尾城文三郎が昭和9年に建設、大工 

は地元の横田さんが一人で手がけたという。1階には土間が 

L字型にまわり、上がり框に沿って6畳間と8畳、さらに西 

側には床の間付きの8畳間と6畳間があり、台所空間が西に 

突出している。ミセ部分の6畳間は、以前は板敷きで、八レ 

の日にのみ畳を敷いたという。1階の4室はすべての達具を 

外して結婚披露宴を行ったこともあるという。2階は、,6畳 

2間、南側には欄干がついている。 (大川.三雄)

外 観

内 部

外 観

内 部



112茂木家住宅

所在地楽郡邑楽町大字鶉

用 途住宅

木造2階建寄棟桟瓦葺き、ハタヒバ部 
構迫概要分下屋造り________________________

建築年明治43 (1910)年
備 考

中野地区を中心に生産された木綿の織物として知られる中 

野鉼で財を築いた三代前の当主•茂木幸三郎が、明治43年に 

建築とした住宅。昭和初年まで土間の下手の「ハタヒバ」と 

いう場所に織機を据えて中野餅を織っていた。屋号は「ヤマ 

コウ」と評し、「織り元」をしていた。主屋は間口11間、梁 

間6間の規模をもち、主屋の左手に大正8年に建てられた木 

造平屋建桟瓦葺きの離れがあり、良材を用いた普請で、トコ 

とワキドコを備えた8畳2間の座敷と4.5畳大の洋間がある。 

中野餅を買い付けに来る仲買人たちの接客の場として使用し 

たものであろう。建設を担当したのは、大胡町出身での加藤 

友吉という大工で、その後継者は加藤工務店を営んでいた。 

中野餅は、江戸期に始まり、明治28年には中野姘織物同業組 

合が組織されるほどに組織的にも発展、価格が安く、丈夫な 

織物として昭和初年頃まで隆盛を見ていたが、戦時中から原 

料難に陥り、現在は全く生産されていない。既に消えつつあ 

る近代の産業を知る上でも貴重な遺構である。

(大川三雄)

外 観



1次調査報告一覧

、l2次3次
報告報告 分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等 頁

胃％番号番号

_______ ^1※之____________________________________________ _____________________________________________________________________3
1 住宅 一般住宅________ __________ 前橋市岩神町 中毛明治時代

2 ___________ 住宅 5_______________________ ___________________________前橋市岩神町 中毛明治以前

3 _________ 住宅 一般住宅 _____ _________ 前橋市岩神町______________中毛 大正2年
4 ____________住宅 _ 一般住宅_________________ ___________________________前橋市岩神町 中毛 昭和2年 _

5 _______ 1 住宅 一般住宅杉本家住宅 _____________________前橋市岩神町 中毛昭和7年 72

6 ___________ 住宅 _ 一般住宅_______________ _____ 前橋市岩神町 中毛 昭和3年
7 _________ 住宅 一般住宅 ____________ 前橋市岩神町______________中毛 昭和時代

8 ___ 住宅 一般住宅_____________ ______ 前橋市岩神町______________中毛 大正12年
9 _________ 住宅 一般住宅 ______________前橋市岩神町______________中毛 昭和15年頃

10 公共建築公民館 岩神公民館観民稲荷社務所 前橋市岩神町2 — 21-1 中毛昭和時代

H___________ 公共建築事務所 前橋市蚕糸記念館(旧国立原蚕種製造所事務棟)前橋市敷島町262 中毛明治45年 県重文

12 __________ 住宅 一般住宅 ______________前橋市平和町______________中毛大正初期

13 __________ 住宅 一般住宅 前橋市平和町 中毛不明

14 __________ 住宅 一般住宅 _______________________________前橋市平和町 中毛不明

15 __________ 住宅 商店 ____________前橋市平和町______________中毛 大正以前 ______

16 _______ 宗教建築_寺院 _______橋林寺開山堂 ___ __________________________ 前橋市住吉町1 — 23 — 32 中毛 昭和7年 74

17 __________公共建築 病院 ______紀内科医院 _______________________________前橋市住吉町1一15 中毛 昭和30年頃

18 ______,宅 一般住宅____  前橋市住吉町 中毛昭和12年頃

19 ___________住宅 一般住宅 __________________前橋市昭和町 中毛大正12年 -

20 __________公共建築_病院 ____旧高柳医院 _____________________________前橋市若宮町1一4一12 中毛 大正12年
21 _____ 住宅 一般住宅__ ___________ 前橋市若宮町_____________ 中毛明治44年 

22 ___________住宅 一般住宅 __________________前橋市若宮町 中毛昭和5年
23 ___________住宅 一般住宅______  前橋市若宮町 中毛明治24年
24 ___________商店__________________ 前橋市若宮町 中毛昭和14年

25 _________ 住手 _ 一般住宅 前橋市若宮町 中毛大正12年
26 ______住宅 商店 __ ___________ 前橋市若宮町 _____________ 中毛昭和20年 ,

27 _________住宅 一般住宅 前橋市若宮町 中毛明治14年
28 ___________住宅 一般住宅 ______________________ 前橋市若宮町_____________中毛昭和7年 _

29 ________ 3_公共建築 病院 松山医院 ____________________________前橋市大手町2-4-5 中毛 大正14年 78
3〇___________住宅 一般住宅________________ 前橋市大手町 中毛明治以前

31 ____ 1 ____住宅 ____一般住宅_小島家住宅 _______________________________ 前橋市大手町 中毛 明治6年頃 278～

32 ________ 4_公共建築迎賓館 臨江閣本館 _________________________ 前橋市大手町3一15-3 中毛明治17年 県重文8〇-

33 ________ 5_公共建築 迎賓館 臨江閣別館 _________________________前橋市大手町3-15-3 中毛明治43年 術重文84

34 ________ 6_公共建築 迎賓館 臨江閣茶室 _______________________________ 前橋市大手町3-15-3 中毛 明治17年 県重文 86

35 ___________ 住宅 一般住宅 _______________前橋市紅雲町 _____________ 中毛 明治41年______

36 ___________住宅 集合住宅 ___________ 前橋市千代田町 中毛明治以前

37 ___________住宅 一般住宅 前橋市千代田町 中毛 昭和13年
38 ___________住宅 一般住宅 前橋市千代田町 中毛昭和5年
39 ___________住宅 一般住宅 ______________________前橋市千代田町___________ 中毛 昭和12年 '

40 __________ 公共建築-病院 _八木内科医院 _____________________________ 前橋TW代田町1—2 — 2 中毛昭和20年頃

41 ___________住宅 一般住宅_____________________________ 前橋市千代田町 中毛昭和25年
42 ____2______ 住宅 一般住宅 阿久澤家住宅 前橋市千代田町 中毛 昭和12年 278

43 ___________住宅 商店 _________________ 前橋市千代田町___________ 中毛 明治時代_________________

44 ___________住宅 商店 ___________________________ 前橋市本町 中毛明治14年

45 ___________住宅 商店 ___________________ 前橋市本町_______________ 中毛昭和4年
46 _______ 7,住宅_____一般住宅-小林家住宅 _______________________________前橋市三河町 中毛 昭和21年 88

47 ___________住宅 商店 ______________________前橋市三河町 _____________中毛大正時代________________

48 ___________住宅 一般住宅._______________________________________ 前橋市朝日町 _____________中毛 昭和10年頃 登録_

49 ___________住宅 商店 _____________前橋市朝日町 中毛 明治44年___________

5〇___________住宅 農家 _____________________前橋市南町 中毛不明

51 ___________ 住宅 一般住宅 ______________ 前橋市南町 中毛大正9年頃__________

52 ___________ 住宅 商店 ______________________前橋市南町 中毛明治34年__ ____________

-53___________ 住宅 一般住宅 前橋市文京町 中毛昭和2年
54 ___________ 住宅 _農家 前橋市六供町 中毛明治38年
55 ___________住宅 農家 前橋市後閑町 中毛大正7年

56 ___________ 住宅 農家 _________________________ 前橋市公田町 中毛 明治44年
_ 57___________ 住宅 農家 前橋市小坂子町 中毛明治4年

58 ___________ '住宅 一般住宅 前橋市三俣町 中毛昭和3年 ノ

59 ___________ 住宅 一般住宅 前橋市上沖町 中毛明治20年

6〇 住宅 農家 前橋市田口町 中毛 明治19年以前



1次調査報告一覧

2次 3次
報告報告分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁

番号番号
※工※泾___________ ______________________________________________________________________________________________________型----

61 住宅 農家 ______________________________ 前橋市田口町 中毛__________________

62 住宅 農家 前橋市小相木町 中毛大正9年____________

農家 前橋市元総社町 中毛_________________

-"64住宅 農家 前橋市総社町総社 中毛明治14年________

65 住宅 農家 前橋市総社町植野 中毛大正4年_______________

住宅• 農家 前橋市野中町 中毛明治__________________

住宅 一般住宅 前橋市駒形町 中毛昭和12年__________

住宅 農家 前橋市下大島町 中毛_________________

69～• 公共建築学校宿舎旧アメリカン.ボード宣教師館 前橋市小屋原町1120-5 中毛不____________県重文

～7〇 住宅 農家 前橋市堀越町 中毛昭___________________

71 住宅 農家 前橋市柏倉町 中毛昭和6年_________________

～72 8住宅 一般住宅 金子家住宅 前橋市粕川町室沢 中毛大正12年頃____________90_

— 農家 前橋市粕川町女渕 中毛明治40年__________________

— 住宅 商店 前橋市粕川町深津 中毛日___________________

-^5 住宅 商店 前橋市元総社町 中毛大正11年________

住宅 一般住宅 _前橋市関根町 中毛明治43年________________

～ 住宅 農家 前橋市富士見町時沢 中毛明治以前_________

住宅 農家 前橋市富士見町時沢 中毛明治1〇年_________

～農家 前橋市富士見町横室 中毛明治7年___________________

80 住宅 農家 ________ ___________________________________ 前橋市富士見町原之郷 中毛大正10__________________

H住宅 農家 前橋市富士見町田島 中毛昭和1◦年___________

82 住宅 農家 前橋市富士見町田島 中毛昭和3年________________

住宅 農家 前橋市富士見町引田 中毛__________________

84 住宅 農家 前橋市富士見町小暮 中毛大正8年_________

品宅 -農家 前橋市富士見町小暮 中毛不_______________________

住宅 農家 前橋市富士見町小暮 中毛________________

1? 農家 前橋市富士見町石井 中毛明治39_________________

農家 前橋市富士見町石井 中毛明治5年___________________

住宅 農家 前橋市富士見町皆沢 中毛明治元年 ___

90 住宅 農家 前橋市富士見町皆沢 中毛大正15年_____________

— 住宅 農家 前橋市富士見町漆窪 中毛明治33年 ______

住宅 農家 前橋市富士見町米野 中毛昭和2年__________

農家 前橋市富士見町米野 中毛昭和20年頃________________

94 住宅 農家 ___________________前橋市富士見町山口 中毛 大正__________________

住宅 農家 前橋市富士見町山口 中毛明治33年____________

96 住宅 農家 前橋市田口町甲 中毛不明__________________

住宅 農家 高崎市貝沢町 西毛明治26年__________

～98 9住宅 商店 岡醤油製造店舗•蔵座敷•土蔵 高崎市常盤町______________西毛明治30年_______________92_

99 宗教建築社殿 冠稲荷神社 高崎市倉賀野町1539 西毛__________________

住宅 一般住宅 高崎市倉賀野町 西毛 _____________

101 10住宅 一般住宅山田文庫________________________________ 高崎市常盤町 西毛明治以前 景観 94

102 公共建築 駅舍 山名駅 高崎市山名町1514-5 西毛大正13年__________________

住宅 農家 高崎市新保町 西毛大正時代__________

104 商業•産業公衆浴場 浅草湯 高崎市成田町36 — 3 西毛昭和4年___________________

105 住宅 商店 高崎市倉賀野町 西毛明治時代___________________

106 住宅 商店 高崎市倉賀野町 西毛昭和9年 __________

107 11宗教建築 神社 八幡宮(萩原町) ___________高崎市萩原町485___________西毛明治35年______________ 96_

108 住宅 農家 高崎市萩原町 西毛大正2____________________

1〇9 宗教建築神社 筏場稲荷神社 高崎市剣崎町155 西毛明治以前__________________

110 その他 倉庫 美峰酒類倉庫 _高崎市歌川町- 西毛大正10年___________

111 住宅 商店 高崎市倉賀野町 西气_________________

112 住宅 商店 高崎市倉賀野町 西毛昭和1◦年頃_______________

113 住宅 農家 高崎市中里町 ____ 西毛_江戸末期〜明治_________

H4 住宅 農家 高崎市引間町 西毛明治以前______________

115 住宅 農家 ____ ______________________________________ 高崎市引間町 西毛明__________________

116 3 住宅 農家 塚田家住宅•店蔵__________________________ 高崎市東国分町 西毛明治30____________ 279_

117 住宅 農家 ___________________________________________ 高崎市棟高町 西毛明治20年頃________________

118 住宅 農家 高崎市西国分町 西毛明治〜大正___________

119 住宅 農家 高崎市箕郷町東明屋 西毛__________________
120 住宅 農家 高崎市箕郷町矢原 明治42年 I
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121 ____住宅 ____ 商店___________ . _ __________高崎市箕郷町上芝 _ 西毛江戸末期〜明治

122 住宅 商店 _________________________________________ 高崎市箕郷町上芝__________西毛 明治10年_________ ______

123 その他 蔵 旧下田邸土蔵 高崎市箕郷町西明屋 西毛明治後期 _
124 住宅 農家 高崎市箕郷町矢原 西毛明治40年頃 ～

125 住宅 農家 高崎市箕郷町松之沢 西毛昭和4年

126 住宅 農家 高崎市箕郷町矢原 西毛昭和初期 ___

127 宗教建築寺院 薬師堂(瑠璃殿)- 高崎市箕郷町東明屋298_1西毛明治以前

128 住宅 農家 高崎市食渕町川浦 ________ 西毛 明治37年________________

129 住宅 農家 高崎市食渕町水沼 西毛明治7年

130 住宅 商店 高崎市倉渕町権田 西毛大正5年

131 住宅 農家 高崎市倉渕町権田 西毛明治17年____________

132 12:宗教建築 神社 浅間神社社殿 高崎市倉渕町川浦3083-3 西毛明治18年 .98_

133 住宅 農家 高崎市倉渕町権田 西毛昭和6年

134 住宅 農家 高崎市倉渕町岩氷乙 西毛大正11年

135 住宅 農家 高崎市倉渕町権田 西毛明治24年

136 住宅 写真館 高崎市食渕町三ノ蔵 西毛昭和20年頃

137 住宅 旅館 ___________________________________________高崎市榛名町榛名山 西毛 明治以前

138 その他 七蔵 丸晴所有土蔵 高崎市下室田町 西毛明治時代

139 住宅 農家 高崎市中室田町_ 西毛 明治初期

140 住宅 農家 高崎市中里見町 西毛明治40年

141 住宅 農家 _________________________________________ 高崎市中室田町 西毛大正8年

142 13住宅 農家 木暮家住宅 高崎市高浜町 西毛明治38年頃 100

143 14公共建築行在所 明治天皇新町行在所 高崎市新町2825-3 西毛明治11年 102

144 住宅 商店 高崎市新町______________ 西毛江戸末期〜明治

145 住宅 農家 高崎市新町 西毛明治初期

146 商業.産業 蚕室 茂木家養蚕所 高崎市新町814 .西毛明治初期 _

147 住宅 一般住宅 く 高崎市新町 西毛不明 _______________

148 商業.産業事務所 岡崎醤油 高崎市新町2085 ～西毛大正時代

149 15住宅 商店____ 吉田家住宅 ________________________________高崎市高砂町 ____ 西毛 大正14年 景観 104.

150 16宗教建築教会 天理教多胡分教会 高崎市吉井町吉井川381 西毛昭和7年 106

151 4 住宅 商店 樋口家住宅 高崎市吉井町吉井川 西毛明治時代 279

152 その他 土蔵 堀越家土蔵 高崎市吉井町吉井 西毛明治33年

153 住宅 農家 高崎市吉井町多比良 西毛明治以前 _______

154 住宅 農家 _____________ ____________________________高崎市吉井町塩川________ 西毛明治2年 -

155 住宅 農家 高崎市吉井町長根字上の場西毛明治12年

156 住宅 農家 高崎市吉井町長根 _西毛明治39年_______________

157 住宅 農家 高崎市吉井町長根字上の場西毛明治9年

158 住宅 農家 _________________________________________ 高崎市吉井町小棚 西毛昭和6年頃 ____

159 住宅 農家 高崎市吉井町黒熊 _西毛明治時イ___________________

160 住宅 農家 高崎市吉井町黒熊 西毛明治以前 _

161 住宅 農家 高崎市吉井町黒熊 西毛明治以前________________

162 17住宅 農家 浦野家住宅 高崎市上豊岡町 西毛大正2年 景観 1〇8_

163 18住宅 商店 山田家(旧山源漆器店) 高崎市本町_ 西毛 明治15年 景観 110

164 住宅 商店 桐生市宮本町 東毛昭和初期 _____

165 住宅 一般住宅____________________________________________ 桐生市宮本町_____________ 東毛昭和初期 ____

166 19住宅 一般住宅旧尾関家住宅 桐生市宮本町 東毛昭和5年頃 登__112_

167 住宅 一般住宅 桐生市宮本町 東毛昭和初期 ____

168 住宅 一般住宅 桐生市宮本町 東毛昭和4年__________

169 住宅 一般住宅 桐生市宮本町 東毛昭和初期_________

170 20～住宅 一般住宅 米田家住宅 ________________________________桐生市宮本町 _ 東毛 大正14年_______11£

171 21住宅 一般住宅山田家住宅 桐生布宮本町 東毛昭和9年 版

172 住宅 商店 ___________________________________________桐生市本町 _____ 東今大正時代___________

173 住宅 商店 桐生市永楽町____________ 東毛大正〜昭和初期_______

174 5 住宅 商店 島田商店•島田医院 桐生市巴町 ______ 東毛大正時代 登録 280

175 -6 '住宅 一般住宅レストランショコラ.ノア(旧堀祐織物事務所棟) 桐生市巴町 東毛戦前 ______登録 280

176 住宅 一般住宅____________________________________________桐生市堤町 : 東毛不明____________________

177 住宅 一般住宅 桐生市堤町 東毛昭和5年頃_________________

178 22住宅 一般住宅須藤家住宅(旧金善織物) 桐生市堤町 東毛明治前期 登録 118

179 住宅 集合住宅 桐生市堤町 東毛不明____________________
180 住宅 一般住宅 桐生市堤町 ］東不明「
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181 ___________ 住宅 ___ 商店________________________________________________ 桐生市堤町 ______________ 東毛 明治中期_______________

182 住宅 _ 一般住宅 桐生市相生町 東毛不明

183 住宅 一般住宅 桐生市相生町 東毛明治中期

184 住宅 一般住宅 桐生市相生町 東毛昭和初期

185 住宅 一般住宅 桐生市相生町 東毛大正時代

186 住宅 一般住宅 桐生市相生町 東毛大_〜昭和初期

187 住宅 _ 一般住宅 桐生市相生町 東毛大正〜昭和初期

188 • 住宅 一般住宅 桐生市相生町 東毛明治初期

189 住宅 一般住宅 桐生市川内町 東毛明治末期

190 住宅 一般住宅 桐生市川内町 東毛 昭和初期

191 住宅 農家 桐生市川内町 東毛明治末期

192 __________ 住宅 ____農家________________________________________________ 桐生市川内町 _____________東毛 明治37年_______________

193 _________ 住宅 ___ 農家________________________________________________ 桐生市広沢町 _____________東毛 明治以前_______________

194 __________ 住宅 ____農家________________________________________________ 桐生市広沢町 _____________東毛 大正初期_______________

195 _________ 住宅 ___ 農家________________________________________________ 桐生市広沢町 _____________東毛 明治11年_______________

196 _________ 住宅 ___ 農家________________________________________________ 桐生市広沢町 _____________東毛 明治初期_______________

197 _________ 住宅 ___ 一般住宅____________________________________________桐生市広沢町 _____________東毛 大正初期_______________

198 住宅 農家 桐生市広沢町 東毛明治以前

_199__________ 住宅  農家_________________________________________________桐生市広沢町 _____________東毛 不明____________________

200 住宅 農家 桐生市広沢町 東毛明治以前

201 住宅 農家 桐生市広沢町 東毛明治以前

202 住宅 農家 桐生市広沢町 東毛江戸末期〜明治

203 住宅 :農家 桐生市広沢町 東毛大正3年頃

_204 _________ 住宅 ___ 一般住宅____________________________________________桐生市広沢町 _____________東毛 大正7年_________________

205 __________ 住宅 ____一般住宅____________________________________________桐生市広沢町 _____________東毛 大正7年________________

206 ____ 23_住宅 ___ 一般住宅.飯塚家住宅 ________________________________桐生市広沢町 _____________東毛 昭和3年____________ 120_

207 _________ 住宅 ___ 一般住宅____________________________________________桐生市境野町 _____________東毛 明治以前________________

208 住宅 :農家 桐生市境野町 東毛明治以前

209 __________ 住宅 ____一般住宅____________________________________________桐生市新宿 _______________東毛 明治時代________________

210 ___________住宅 ____一般住宅____________________________________________桐生市新宿 _______________東毛 大正6年_________________

211 住宅 一般住宅 桐生市新宿 東毛明治以前

212 _________ 住宅 ___ 一般住宅____________________________________________桐生市新宿 ______________ 東毛 明治以前________________

213 __________ 住宅 ____食堂_________________________________________________桐生市新宿 _______________東毛 明治初期________________

214 住宅 一般住宅 桐生市新宿 東毛昭和5年頃

215 住宅 I 一般住宅 桐生市境野町 東毛明治以前

216 住宅 一般住宅 桐生市境野町 ,東毛江戸末期〜明治

217 住宅 一般住宅 桐生市境野町 東毛江戸末期〜明治

218 _________住宅 ____ 一般住宅____________________________________________桐生市境野町 _____________東毛 明治時代________________

219 _________ 住宅 ____一般住宅____________________________________________桐生市東 ________________ 東毛 昭和10年______________

220 _________ 住宅 ____一般住宅____________________________________________桐生市東 ________________ 東毛 明治以前________________

221 _____ 24住宅 ______商店_____ 森島家住宅(森秀織物)_____________________ 桐生市東 ________________ 東毛 大正13年___________ 124

222 _宗教建築 寺院 大蔵院本堂•書院•山門 桐生市東久方町1一1 東毛昭和初期

223 公共建築 学校 群馬大学同窓記念会館 _____________________ 桐生市天神町1一5 —1 東毛 大正5年 登録

224 __________住宅 _____一般住宅____________________________________________桐生市西久方町____________東毛 大正8年 ______ 登録

225 _________住宅 _____一般住宅____________________________________________桐生市東久方町____________東毛 明治〜大正______________

226 ____ 25住宅 ____ 商店 _ 早川家隹宅 _______________________________桐生市本町 _______________東毛 昭和6年_____________ 126_

227 _____ 26__商業•産業 事務所•蔵 森合資会社及び住宅 _______________________桐生市本町1—3 —11_______東毛 明治初期______ 登録 128

228 7 ____住宅 ____ 一般住宅_無鄰館(旧北川家住宅)_______________________桐生市本町 ______________ 東毛 昭和9年_____________281_

229 ____ 2T住宅 ____商店_____ 中村家住宅 _______________________________ 桐生市本町 _______________東毛 明治27年 _____登録 130_

230 ____ 住宅 商店 桐生市本町 東毛明治33年 登録

231 8 住宅 一般住宅曽我家住宅 桐生市本町 東毛明治後期 登録 281
232 J29 _ 住宅 ____商店_____ 花のにしはら(桕書上商店)____________________桐生市本町 ______________ 東毛 明治時代_____________ 282_

233 ______住宅 商店 桐生市本町 東毛明治以前 ～

234 ___10______住宅 ____一般住宅..齋嘉織布__________________________________ 桐生市東久方町 __________ 東毛 大正後期_____________  282_

235 _________ _住宅 ____ 一般住宅____________________________________________桐生市東久方町___________ 東毛 昭和10年________________

236 住宅 迎賓館 桐生市東久方町 東毛大正時代

237 ___________ '住宅 一般住宅 桐生市東久方町 東毛昭和初期

238 住宅 一般住宅 桐生市東久方町 東毛昭和初期

239 ___ 11 商業•産業 銭湯 一の湯 桐生市本町1—4 —35 東毛 昭和前期 ～～283-

240 I | '］公共建築|全民館 鄰館 桐生市本町2 — 6 —3〇 東毛明治〜大正 市重文
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241 ___________ 住宅 商店 __________ 桐生市本町_______________東毛明治〜大正 市重文

242 __________ 住宅 一般住宅 ___________________桐生市菱町 ______________東毛 明治〜大正 -

243 __________ 住宅 一般住宅 ___________ 桐生市西久方町 東毛昭和初期

244 __________ 住宅 商店 ______________________桐生市本町 東毛昭和初期 -

245 ________ 住宅 _ 病院_______________________________________________ 桐生市本町 東毛 昭和14年頃

246 宗教建築寺院 妙音寺 桐生市西久方町1一767 東毛昭和3年
247 ___12______ 住宅 _ 一般住宅 桐生織塾(青木家住宅) 桐生市梅田町 東毛明治〜大正  283'

248 __________ 住宅 農家 _____________________________ 桐生市梅田町 _____________ 東毛 明治時代

249 __________ 住宅 農家 _____________________桐生市梅田町 _____________東毛 昭和15年

250 __________ 住宅 農家 ________________桐生市梅田町 _____________東毛 明治25年頃

251 __________宗教建築_神社 ____ 二渡神社 桐生市梅田町4 東毛 昭和2年 __

262__________ 住宅 一般住宅 _____________________桐生市梅田町 _____________東毛 明治末期〜大正 -

253 __________ 住宅 _農家 桐生市菱町 東毛昭和時代 ’

254 住宅 一般住宅 桐生市菱町 東毛昭和初期

255 __________ 住宅 農家 _____________________桐生市菱町 ______________ 東毛 明治時代 

_256__________ 公共建築_集会所 _ 九区集会所________________________________ 桐生市宮本町1一11一 21 東毛 昭和初期

257 __________ '住宅 一般住宅 桐生市東 東毛昭和初期

258 ___________ 住宅 _農家 桐生市新里町関 東毛昭和初期

259 _______ 28住宅 _農家 干本木家住宅 桐生市新里町野 東毛 昭和10年 132 _
260 __________ _その他 _倉庫 JA群馬みどり新里関支所倉庫 桐生市新里町関 東毛 昭和初期 ’

261 __________ 住宅 農家 桐生市新里町関 東毛大正〜昭和

262 __________ 住宅 _農家 桐生市新里町関 東毛昭和初期

263 __________ 住宅 農家 桐生市新里町関 東毛大正時代

264 _________宗教建築 寺院 ____ 龍興寺 桐生市新里町関463 東毛 昭和5年 市重文

265 __________ 住宅 _農家 桐生市黒保根町下田沢 東毛明治初期

266 __________ 住宅 農家 桐生市黒保根町下田沢 東毛明治末期

267 __________ 住宅 _農家 桐生市黒保根町下田沢 東毛明治時代

268 __________ 住宅 _農家 桐生市黒保根町上田沢 東毛明治末期 .

269 __________ 住宅 _農家 桐生市黒保根町上田沢 東毛明治5年

270 __________ 住宅 _農家 桐生市黒保根町上田沢 東毛江戸末期〜明治

271 ______ 29公共建築 武道館 _ 桐生国武館 桐生市東1丁目6 — 30 東毛 昭和13年 134

272 _____ 30_住宅 _____一般住宅 後藤織物 桐生市東 東毛明治前期 136
273 ____ 31:住宅_農家_ 小茂田家住宅 伊勢崎市長沼町 中毛明治4年 登録 138

274 __________住宅_____ 農家 ____ 伊勢崎市西上之宮町 中毛 昭和3年

275 __________住宅 _ 農家 _ 伊勢崎市西:^宮町 中毛 不明

276 _________住宅_____ 農家 _ 伊勢崎市西上之宮町 中毛 不明

277 _________宗教建築_神社_____倭文神社 ____ ____________________________ 伊勢崎市東上之宮町380 中毛 明治13年

278 ____ 住宅_ 農家 伊勢崎市連取町 中毛昭和8年
279 _____ 32__住宅_____農家 _ 旧森村家住宅 伊勢崎市連取町 中毛明治9年 J4?

280 __________公共建築_集会所 _豊受公民館 伊勢崎市馬見塚町1296 中毛明治時代

281 ________ __ 住宅_ 一般住宅 伊勢崎市馬見塚町 中毛昭和初期

282 _________住宅_____商店 _ 伊勢崎市三光町 中毛 不明

283 __________公共建築_病院 _ 伊勢崎市三光町 中毛戦前

284 _____公共建築I集会所 _ 本町四丁目会議所 伊勢崎市本町13-8 中毛 戦前

285 ____ 33 宗教建築 神社 ___ 伊勢崎神社 _______________________________ 伊勢崎市本町21-1 中毛 昭和11年 142

286 _________宗教建築 寺院 _ 天増寺 伊勢崎市昭和町1645 中毛 明治42年

287 __________宗教建築 神社_____赤城神社社務所 伊勢崎市宮前町1578 中毛 明治35年

288 _________住宅_ 一般住宅 伊勢崎市東本町 中毛不明

289 _____公共建築I駅舎 _ 新伊勢崎駅 伊勢崎市中央町15-3 中毛明治43年

290 13 ____公共建築病院 _明治館(旧黒羽内科医院旧館) 伊勢崎市曲輪町 中毛明治45年 市重文284

291 __________ 住宅 _ 一般住宅 伊勢崎市北千木町 中毛昭和初期

292 _______ ___  住宅 _ 農家 _ 伊勢崎市北千木町 中毛 大正以前

293 __________商業•産業 蔵 _______糸繭倉庫 伊勢崎市境762 中毛不明

294 _______ ___  住宅 _ 商店 _ 伊勢崎市境 中毛 不明

295 __________ 住宅 商店 伊勢崎市境萩原 中毛戦前

296 ___14____宗教建築_教会 _ 日本基督教団島村教会 伊勢崎市境島村2509 中毛明治3◦年 登録 284

297 ___________住宅 商店 伊勢崎市境 中毛大正時代

298 15 ____公共建築役場 ____旧剛志村役場 伊勢崎市境下武士389 中毛昭和10年頃 ______  285_

299 ___________住宅 農家 伊勢崎市境島村 中毛明治17年 ____
300 J ［(主宅 ］農家 伊勢崎市境島村 中句不明 ［ 
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________ ^1※之_________________________________________________________________________________________________________________ 13____
301 '____ 住宅 _ 農家_______________________________________________伊勢崎市境島村- 中毛明治22年

302 |16 宗教建築 神社 諏訪神社 伊勢崎市境島村 中毛大正以降 285

303 住宅 農家 伊勢崎市 中毛不明

304 住宅 農家 伊勢崎市境島村 中毛不明

305 住宅 農家 伊勢崎市境島村 中毛不明

306～____  34住宅 _農家____ 田島家住宅 ________________________________伊勢崎市境島村 _ 中毛 明治以前 144,

307 住宅 農家 伊勢崎市境島村 ,中毛不明

308 ' 住宅 ''農家 伊勢崎市境島村 中毛明治7年

309 公共建築集会所 宏遠館____________________________________伊勢崎市境仲町301 中毛戦前

310 住宅 I商店 伊勢崎市境上町 中毛不明_____________________

311 公共建築駅舎 境町駅 伊勢崎市境百々432 ______中毛明治末期

312 35 .住宅 一般住宅 絹の館(旧金子家住宅) 伊勢崎市境萩原____________中毛昭和12年___________ 146_

313 住宅 農家 ,伊勢崎市境島村 中毛明治22年
314 住宅 I農家 伊勢崎市野町 中毛明治13年

315 住宅 農家 伊勢崎市野町 中毛不明 ________

316 住宅 農家 伊勢崎市香林町 中毛不明

317 住宅 農家 伊勢崎市今井町 中毛大正4年

318 住宅 農家 伊勢崎市今井町 中毛明治初期

319 住宅 農家 伊勢崎市下觸町 中毛昭和11年

320 住宅 農家 伊勢崎市下觸町 中毛大正12年
321～ 住宅 農家 伊勢崎市下觸町____________中毛明治28年_______________

322 . 住宅_ 農家 伊勢崎市西野町 中毛明治8年________________

323 住宅 農家 伊勢崎市西野町 中毛明治18年_______________

324 住宅 :農家 伊勢崎市西野町甲 中毛明治23年_______________

325～J17 住宅 I農家 石川家住宅 伊勢崎市西久保 中毛明治4年 286

326 住宅 I農家 伊勢崎市香林町 中毛昭和8年 

327 住宅 農家 伊勢崎市香林町 中毛大正5年

328 住宅 農家 伊勢崎市香林町 中毛明治18年_______________

329～ 住宅 農家 伊勢崎市香林町 中毛江戸末期〜明治

_330___________住宅 _ 農家__________ .______________________________________伊勢崎市香林町___________ 中毛 不明_________________

331 住宅 農家 .__________________________________________ 伊勢崎市国定町____________中毛 明治35年________________

332 住宅 農家 ''伊勢崎市国定町 中毛明治5年

333 .住宅 蚕室 __________ ._______________________________ 伊勢崎市国定町____________中毛,昭和5年_________________

334 住宅 :農家 伊勢崎市国定町 中毛明治5年

335～ 住宅 農家 伊勢崎市国定町 中毛明治10年

336 18 ____ 宗教建築_寺院_____養寿寺庫裏 ________________________________伊勢崎市国定町1-1247 _中毛 幕末〜明治 286_
337 住宅 I蚕室 . 伊勢崎市国定町 中毛昭和5年

338 住宅 農家 ___________________________________________伊勢崎市八寸町____________中毛,明治20年________________

339 19 宗教建築 神社 大東神社 伊勢崎市東小保方町3297 中毛大正初期_____________  287_

340 住宅 農家 太田市丸山町 東毛 不明____________________

341 住宅 _農家 太田市丸山町 東毛 不明 '3

342 その他 ［門 小林家長屋門 太田市只上町 東毛 不明

_343_ 住宅 農家________________________________________________ 太田市只上町 _____________ 東毛 昭和7年___________________

344 住宅 ］農家 太田市只上町 東毛不明

345 住宅 農家 太田市若富町_____________ 東毛不明___________________

346 住宅 農家 _________________________________________ 太田市若富町 _________ 東毛明治以前
347 住宅 1一般住宅 太田市竜舞町 東毛大正時代 ～

348 ____ 住宅 農家 ________________________________________________太田市竜舞町 _____________ 東毛 明治時代________________

349 _________ 住宅 ____農家________________________________________________ 太田市沖之郷町____________東毛 明治時代________________

350 その他 門 梅沢家長屋門 太田市沖之郷町 東毛大正時代 ___ ____

351 _________ 住宅 農家 _________________________________________ 太田市安良岡町____________東毛 明治時代

352 公共建築 浄水場 太田市水道局東金井ポンプ場 _太田市東金井町675 _______ 東毛 昭和14年_______________

353 ___________ その他 蔵 藤生家蔵__________________________________ 太田市下田島町____________東毛 昭和時代 -

354 _住宅 農家 I太田市沖野町 東毛明治以前

355 住宅 農家 太田市新野町 東毛明治以前
356 ～. その他 納屋 鈴木家納屋 太田市脇屋町 東毛明治時代 ～

357 住宅 農家 太田市寺井町 東毛明治以前

358 __________ _公共建築 駅舍 三枚橋駅 太田市烏山下町644-2 東毛 大正2年________________

359 住宅 一般住宅 太田市強戸町 東毛昭和時代 '

360 | 共建築@尺舎 I多良門橋駅 太田市成塚町71-1 毛|み正2年 ～
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________ ^1※乞__________________________________________________________________________________ ______ ____ ___________________ ※3 _
361 ____________住宅 農家 ________________太田市烏山町 東毛明治時代

362 _________ その他 _蔵 ______ 島岡酒造醸造蔵 ____________________________ 太田市由良町 東毛 明治時代

363 ____________住宅 農家 _ 太田市内ヶ島町 東毛明治以前

364 _________ _住宅 _農家 太田市富沢町 東毛明治以前

365 __________ 住宅_____農家 ______________________________太田市高林南町 東毛 昭和5年

366 ______ _____住宅 農家 太田市高林南町 東毛大正時代

367 __________ 住宅 ____ 農家 • ________________________太田市沖之郷町 東毛 明治時代

368 __________ 住宅 農家 _____________  太田市上小林町 東毛 明治時代

369 __________ 住宅 ____ 一般住宅 ___________________________太田市矢場町 東毛 明治時代

370 __________ 住宅 _ 農家 ________________________太田市細谷町 東毛 明治中期

371 ___________公共建築病院 ____ 神藤歯科医院 ______________________________太田市本町9_3____________東毛 大正9年 _______

372 _____ 36商業•産業 料亭 _ 鈴木家住宅 ________________________________太田市本町15-6 東毛 昭和16年 148

373 ___________住宅 _一般住宅 _____________________________________________太田市本町________________東毛 大正3年頃 _

374 37 J主宅 I商店 宮下家住宅 太田市本町 東毛昭和3年 150

375 ___________住宅 __ 農家 ___________________________太田市新井町 _____________東毛明治43年

376 住宅 ,農家 太田市台之郷町 東毛明治以前

377 20 宗教建築 寺院 _義重山大光院新田寺呑龍上人開山堂 太田市金山町37-8 東毛 昭和8年 287

378 _________ 住宅 _ 一般住宅 ___________________________________________太田市新田村田町 ________ 東毛 大正5年_____________ ____

379 __________ 住宅 ____ 農家_____ 太田市新田村田町 東毛 大正時代

380 __________ 住宅 ____ 農家 一 ______________________________太田市新田村田町__________東毛 明治20年以降

381 ___________住宅 _ 一般住宅 ___________ _______________________________ 太田市新田市野井町 ______ 東毛 昭和時代_______________

382 住宅 農家____  太田市新田市野井町 東毛 大正時代 '

383 38住宅____ 農家 _片山家住宅 太田市新田溜池町 東毛明治6年 登録 152

384 _________ 住宅 _蚕室________________________________________________太田市新田大根町_________ 東毛 昭和時代_______________

385 住宅 ,農家 太田市新田花香塚町 東毛明治時代

386 ___________住宅 _農家________________________________________________ 太田市新田木崎町_________ 東毛 明治20年以降__________ '

387 ___________住宅 _農家________________ ._______________________________ 太田市新田村田町_________ 東毛 明治20年以降___________

388 __________ 住宅 ____ 農家_____ _________ ______________________________太田市新田市野井町 ______ 東毛 明治20年以降 ________

389 ___________住宅 _ 農家________________________________________________ 太田市新田市野井町 ______ 東毛 明治時代    _____

390 ___________住宅 _農家__________________________________________________太田市新田小金井町 ______ 東毛 明治時代 _ ______________

391 ___________住宅  農家 _ ___________________________太田市新田溜池町__________東毛 明治20年以降______ ____

392 _________ 住宅 _農家______________________________ '_________________太田市新田花香塚町 ______ 東毛 明治時代____________ _

393 住宅 I農家 太田市新田花香塚町 東毛不明

394 __________ 住宅 ____ 農家- ___________________________太田市新田上田中町 ______ 東毛 不明___________

395 39住宅 。商店 旧(有)松葉屋 太田市尾島町 東毛明治24年 154

396 ______40_住宅 _ 農家____ 白石家住宅 ________________________________太田市阿久津町 ___________ 東毛 明治5年______________156_

397 ___________住宅 _農家________________________________________________太田市阿久津町 ___________東毛 明治10年_______________
398 その他 蔵 江波家旧酒蔵 太田市尾島町 東毛明治末期 ～

399 ___________住宅 _農家________________________________________________太田市堀口町 ____________ 東毛 昭和7年_________________

400 _________ 住宅 _農家________________________________________________太田市安養寺町甲_________ 東毛 明治初期_______________

401 ___________住宅 _ 農家________________________________________________ 太田市安養寺町 ___________東毛 明治以前 ____

402 _________ 住宅 _ 農家_____________________________ '___________________太田市大館町 ____________ 東毛 昭和4年______________

403 住宅 一般住宅 ___________________________________________太田市粕川町 東毛明治40年______

404 21 ____ 住宅 _ 商店_____森家住宅 _________________________________太田市世良田町 ___________東毛 昭和4年______________288

405 住宅 一般住宅 太田市世良田町 東毛 昭和10年________

406 __________ 住宅 ____ 農家________________________________________________ 太田市世良田町___________ 東毛 明治6年

407 ___________住宅 _農家________________________________________________ 太田市徳川町 ____________ 東毛 明治17年 ____

408 住宅 農家 太田市出塚町 東毛大正初期

409 _________ 住宅 _農家________________________________________________ 太由市世良田町 ___________東毛 明治32年頃____

410 41住宅 ,一般住宅 旧中島知久平邸 太田市押切町 東毛 昭和6年 市重文158

411 その他 蔵 植木家蔵 太田市薮塚町 東毛 大正13年____________

412 住宅 農家 太田市薮塚町 東毛不明

413 住宅 農家 太田市薮塚町 東毛大正8年 _____

414 ___________住宅 _ 農家________________________________________________ 太田市薮塚町 _____________東毛 明治時代. _

415～ 宗教建築神社 三島神社 太田市薮塚町1043 東毛不明_____________________

416 _________ 宗教建築_神社_____生品神社 _________________________________ 太田市薮塚町2258 _________東毛 不明 ______

417 宗教建築 寺院 胎養寺 太田市薮塚町2179-1 東毛 明治21年 _

418 住宅 農家 太田市薮塚町 東毛 昭和19年

419 住宅 農家 太田市薮塚町 東毛昭和26年__________
420 その他  蔵  小林家石蔵 太田市薮塚町 東毛 昭和10年 Iこ [
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_________ ^1 ^2______________________________________________________________________________________________________________________________________ ^3___ _

421 __________宗教建築_寺院 ____ 長圓寺本堂•庫裏•石蔵 ______________________太田市薮塚町554 東毛明治26年
422 _____ ___ その他 _蔵 _____ 福田家土蔵 ________________________________ 太田市薮塚町 東毛不明

423 __________商業•産業 旅館_____薮塚館 ____________________________________太田市薮塚町211 東毛 大正15年

424 ___________ 住宅 農家______________________________________________ 太田市薮塚町 _____________東毛 大正14年

425 _________宗教建築_寺院_____常永寺____________________________________ 太田市薮塚町147_________ 東毛 昭和10年_______________

426 公共建築駅舎 薮塚駅 太田市薮塚町379-2 東毛大正2年
427 __________その他 _蔵 ______ 室田家石蔵 太田市薮塚町 東毛 大正3年 1

428 _____その他 _蔵 ______友野家石蔵 _______________________________ 太田市山之神町 東毛 不明

429 __________ 住宅 _農家 _____ 太田市山之神町 東毛 昭和8年
430 _____住宅 _農家 太田市山之神町 東毛 昭和15年
431 住宅 農家 太田市大原町 東毛 昭和7年 '

432 宗教建築寺院 大原寺本堂•薬師堂 太田市大原町1283 東毛明治15年

433 ___ _______住宅 ____ 商店____  太田市大原町 東毛不明

434 その他 蔵 ______椎名家土蔵 太田市大原町 東毛 不明

435 __________ 住宅____ 農家 太田市大原町 東毛明治37年

436 ___ _______宗教建築-寺院_____長建寺本堂 ________________________________太田市大原町1877 ________東毛 不明_________________

437 __________ 宗教建築_神社 ____ 岡登霊神社本社•社務所 太田市大原町391-1 東毛 不明 ～

438 __________宗教建築 寺院____  全性寺 太田市大原町371 東毛 昭和12年
439 ________ _ 住宅 農家 太田市大久保町 東毛昭和21年
440 ___________住宅-_商店 沼田市東倉内町 北毛大正時代 1
441-住宅 一般住宅 沼田市西倉内町 I北毛大正時代 登録

442 ___ _ _ ,住宅 一般住宅 沼田市西倉内町 北毛 昭和時代 '

443 _______42宗教建築 神社____ 須賀神社 沼田市中町1141 北毛明治35年 164

444 _____ _____住宅 _一般住宅 沼田市坊新田町 北毛 昭和時代

445 ____ 住宅 _商家 沼田市坊新田町 北毛 昭和時代

446 22 ____商業•産業 旅館____  見晴館 沼田市下之町3081-1 北毛 大正時代 288
447 __________住宅____ 一般住宅 沼田市鍛冶町 北毛明治20年

448 ___________住宅 _一般住宅 沼田市鍛冶町 北毛昭和時代

449 住宅 一般住宅 沼田市新町 /ヒ毛明治26年頃

450 _____ _ 43住宅 農家 染谷家住宅 沼田市上久屋町 北毛明治前期 166

451 ______ 44__宗教建築 寺院 ____ 迦葉山山門 沼田市上発知町445 北毛 昭和13年 168
452 _______ 住宅 ■農家 沼田市中発知町 北毛明治7年

453 その他_蔵 永井本家利根錦蔵 沼田市下発知町 北毛明治40年
454 __________ 住宅 農家 沼田市下沼田町 北毛明治9年
455 __________ '住宅 農家 沼田市恩田町 北毛明治18年

456 ___________住宅 農家_ 沼田市井土上町 北毛昭和8年頃

457 ___________住宅 農家 沼田市原町 北毛明治時代 _

458 45住宅 一般住宅=+原稿元!F459 沼田市屋形原町 北毛大正8年 170
459'住宅 農家 沼田市岩本町甲 :北毛明治時代 :

460 ____________住宅 農家 沼田市白沢町高平 北毛明治37年

461 住宅 農家 沼田市白沢町高平 北毛明治時代

462 住宅 農家 沼田市白沢町高平 北毛明治時代

463 23 住宅 農家 増田家住宅 沼田市白沢町上古語父 北毛明治時代 289
464'住宅 農家 沼田市白沢町下古語父 北毛明治時代

465 住宅 農家 沼田市白沢町尾合 北毛明治時代

466 ___________住宅 _農家 _ 沼田市白沢町尾合 北毛明治時代 -

467 ___ 24______ '住宅 農家 桑原家住宅 沼田市白沢町平出 北毛 大正時代 289

468 46住宅 農家 桑原家住宅 沼田市白沢町平出 北毛 昭和8年 172
469 ___________住宅 _農家________________________________________________沼田市白沢町平出 北毛明治時代

470 ___ 25_ __ 住宅 農家 小林家住宅 沼田市利根町追貝 北毛明治時代 290
471 ___________住宅 _商店_ 沼田市利根町追貝 北毛昭和11年
472 住宅 農家 沼田市利根町平川 北毛明治6年

473 ___________住宅_農家 沼田市利根町平川 北毛昭和時代

474 _ 住宅 農家 沼田市利根町平川 北毛明治時代 __

475 __________ 芽宅 農家 沼田市利根町千鳥 北毛明治時代

桃____ 住宅 農家 沼田市利根町大楊 北毛昭和6年 '

477 __________ 梦宅 農家 沼田市利根町大楊 北毛昭和時代

478 __________ 住宅 農家 沼田市利根町老神 北毛明治時代

梢__________ 住宅 農家 沼田市利根町老神 北毛昭和時代

480 26 住宅 農家 _小林家住宅 _____________________________________ 沼田市利根町大原 北毛明治時代 290
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_______ m_________________________________________________________________________________________________________________ ^3____
481 _____ 47__住宅 _ 農家_ 青木家住宅 ____________________________ 沼田市利根町大原 _________ 北毛 大正3年 174

482 ____________住宅 農家 沼田市利根町大原 北毛明治時代

483 ____________住宅 農家 沼田市利根町青木 北毛明治時代

484 ____________住宅 農家 沼田市利根町高戸谷 北毛明治時代 '

485 _________ 住宅____ 一般住宅 館林市野辺町 東毛 大正2年
486 ________ __住宅 一般住宅 館林市仲町 東毛昭和5年
487 ____________住宅 一般住宅 館林市本町 東毛明治33年

488 __________住宅 ___ 農家________________________________________________ 館林市大島町 東毛 明治38年
489 _____ _____ 住宅 農家 ______________________館林市日向町 _____________東毛 明治9年
490 ____________住宅 農家 館林市下早川田町 東毛 昭和19年

49127 ____住宅_____ 旅館 ____小室家住宅(旧清和園旅館) 館林市本町 東毛 昭和9年 291

492 ____________住宅 旅館 館林市本町 東毛大正15年
493 _________ 住宅____ 旅館 ____ 館林市本町 東毛 昭和7年

494 ___ ____  住宅 旅館 館林市本町 東毛明治42年

495 ____________住宅 旅館 館林市千代田町 東毛 昭和18年
496 _________ 住宅____ 商店_______________________________________________ 館林市本町 東毛 明治14年
497 _____ 48_住宅_____商店 ____外池商店 館林市本町 東毛 昭和5年 176

498 _________ 住宅 ____商店____  館林市仲町 東毛 大正12年

499 __________ 住宅 _ 商店 館林市台宿町 東毛 大正5年

500 _______49_住宅 ____迎賓館_つつじ会館(旧秋元別邸) 館林市城町 東毛 明治41年 178

50128 ____商業•産業公衆浴場梅の湯 館林市仲町7 — 28 東毛昭和2年 291
502 29 ____公共建築_病院 ____旧塩澤医院________________________________ 館林市本町2 —6 — 6 東毛 昭和10年 292

503 _______50_公共建築 事務所 本町二丁目東区民会館(旧二業見番事務所) 館林市本町2 —16-2 東毛 昭和13年 180

_504______公共建築 事務所 _ 宮田毛織(株)事務所 館林市朝日町1-19 東毛 大正8年 '

505 __________公共建築 郵便局 _ 旧多々良村郵便局 _________________________館林市日向町1012-10 東毛 昭和14年

506 ___________ 宗教建築 神社 _ 尾曳稲荷神社 館林市城町10-1 東毛 昭和12年
507 ________ 公共建築_神社_____ 長柄神社 __________________________________館林市代官町38 東毛 昭和3年
508 その他 門 荒川家長屋門 館林市上三林町 東毛明治元年

509 51住宅 一般住宅_旧金島公民館(旧石田充親邸) 渋川市金井 中毛 大正15年 182

510 ________ 宗教建築 神社 ____ 坂下稲荷 渋川市渋川768 中毛 明治38年頃

511 __________宗教建築_神社_____ 諷訪神社 _________________________________渋川市渋JH720-2南______ 中毛 大正8年______

512 30 住宅 一般住宅町田家住宅 渋川市渋川 中毛昭和4年 292

513 ________ 宗教建築-神社_____ 阿夫利神社 _______________________________渋川市渋川2369南 中毛 昭和8年

514 ___________ 住宅 _農家 渋川市石原 中毛明治26年

515 ________ 公共建築_病院____  平形眼科 渋川市石原966 中毛不明

516 住宅 農家 渋川市中村 中毛明治時代 _

517 _____ 52_住宅_____農家 ____一倉家住宅 渋川市有馬 中毛 昭和8年 184

518 住宅 農家 渋川市有馬 中毛明治15年

519 _________ 宗教建築 神社___  伊香保神社 渋川市伊香保町伊香保2 中毛 明治17年
520 宗教建築寺院 _ 医王寺薬師堂 渋川市伊香保町伊香保9 中毛大正時代

521 ______ 53_住宅_____別荘 ____ 旧ハワイ公使別邸 渋川市伊香保町伊香保 中毛 明治30年頃 市史跡186
522 31_____ 商業•産業旅館____ 千明仁泉亭 渋川市伊香保町伊香保45 中毛大正9年 293

523 ______ 54__商業•産業 旅館 ____横手館(西館) 渋川市伊香保町伊香保11 中毛 大正9年 188
524 _________ 商業•産業 旅館___  市川旅館 渋川市伊香保町伊香保68 中毛不明

525 _____ 55_商業•産業 商店_____  勝月堂事務所•住宅 渋川市伊香保町伊香保591-7中毛 昭和初期 190

526 _______ ____住宅 農家 渋川市上白井 中毛 昭和4年

527 __________ 宗教建築,寺院 弘法様 渋川市上白井1787南 中毛明治初期

528 __ 32___住宅 _農家 後藤家住宅 渋川市上白井 中毛明治10年頃 293
529 宗教建築 >申社 誕訪神社神楽殿 渋川市上白井 中毛 大正時代

530 _____宗教建築I神社 _ 由賀神社 渋川市上白井3333西 中毛不明

531 住宅 農家 渋川市上白井 中毛明治時代

532 ___________住宅 ____農家_____ 渋川市中郷 中毛明治43年頃 _

533 _________ 宗教建築 寺院____ 地蔵堂 渋川市横堀1659西 中毛不明

534 _________ 宗教建築 神社____ 稲荷神社 渋川市北牧1246西 中毛 不明

535 住宅 農家 渋川市北牧 中毛不明 ________

536 __________住宅 _ 商店___  渋川市白井 中毛 明治時代

537 __________住宅 ____ 農家_____  渋川市白井 中毛 明治31年 _______

538 ________ 住宅 _ 農家____  渋川市小野子 中毛 明治時代_________

539 ________ 住宅 _農家____  渋川市小野子 中毛 明治以前___________
540 住宅 農家 渋川市小野子 f中毛！^治25年 LZZ
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541 33 ____住宅  農家_____平方家住宅________________________________ 渋川市村上 _______________中毛 明治12年______________ 294
542 住宅 農家 渋川市村上 中毛明治5年
543 56住宅 農家 齊藤家住宅 渋川市村上 中毛昭和13年____________ 192_

544 住宅 _ 農家________________________________________________渋川市村上________________中毛 明治45年_______________

545 34 ____住宅 _ 農家_____藤川家住宅 _______________________________ 渋川市赤城町持柏木_______中毛 昭和5年____    294

546 ________ 住宅 _ 商店________________________________________________渋川市赤城町溝呂木 _______中毛 不明____________________

547 住宅 農家 渋川市赤城町勝保沢 中毛不明

548 - 住宅 農家________________________________________________渋川市赤城町樽____________中毛不明____________________

549 住宅 農家 渋川市赤城町長井小川田 中毛不明

550 ______ 5声宗教建築 歌舞伎舞右津久田鏡の森歌舞伎舞台 ___________________ 渋川市赤城町津久田194-3中毛 明治2年______ 市民俗194

55135 宗教建築神社 赤城護国神社敷(旧敷島小学校奉安殿) 渋川市赤城町津久田194-3中毛大正10年____ 市重文295
552 ________ 住宅_ 一般住宅____________________________________________渋川市赤城町津久田_______中毛明治32年_______________

553 その他 倉庫 旧碓氷社繭倉庫 ___________________________ 渋川市赤城町津久田 _______中毛昭和5年________________

554 ________ 住宅 _ 農家________________________________________________渋川市赤城町津久田 中毛 不明

555～ 住宅 。商店 渋川市赤城町棚下乙 中毛不明

556 ________ 住宅 _ 農家________________________________________________渋川市赤城町棚下__________中毛 不明____________________

557 住宅 農家 渋川市赤城町深山 中毛不明

558 ____ .____住宅 _農家________________________________________________ 渋川市赤城町宮田__________中毛不明____________________

559 住宅 農家 渋川市北橘町八崎 中毛明治初期

560 58_住宅 一般住宅_都丸家住宅 _______________________________渋川市北橘町分郷八崎 ____ 中毛 昭和3年________________ 96_

561 宗教建築神社 三柱神社社務所 渋川市北橘町小室286北 中毛不明

562 住宅" 農家 渋川市北橘町小室 中毛不明

563 住宅____ 農家________________________________________________ 渋川市北橘町真壁 _________中毛 明治以前________________

564～ 住宅 農家 渋川市北橘町上南室 中毛昭和2年

565 住宅 農家 渋川市北橘町下南室 中毛不明

566 ____ 59住宅 ___ 農家_____森田家住宅_______________________________ 渋川市北橘町上箱田甲_____ 中毛大正2年______________ 198_

567 ____住宅 農家 渋川市北橘町箱田 中毛不明

568 住宅 農家 渋川市北橘町下箱田 中毛明治27年頃

569 60住宅 農家 今井家住宅 渋川市北橘町下箱田 中毛大正11年___________  200_

570 住宅 一般住宅 藤岡市藤岡 西毛大正15年

571 住宅 商店 藤岡市藤岡 西毛明治10年
572 住宅 一般住宅 藤岡市藤岡_______________西毛大正12年_______________

573 ____ 住宅 ___ 商店_______________________________________________藤岡市藤岡 _____________西毛 明治25年_______________

574 61 公共建築 公会堂 旧芦田町公会堂 ___________________________ 藤岡市藤岡1793-11 ______西毛 昭和10年_____________ 202_

575 公共建築 駅舎 群馬藤岡駅________________________________藤岡市藤岡629-2 ________西毛昭和6年________________

576 住宅 _農家 藤岡市上戸塚 西毛昭和5年
577 住宅 農家 ____________________________________________ 藤岡市立石新田 ___________西毛 明治19年________________

578～ 住宅 2—般住宅 藤岡市森新田 西毛昭和2〜3年頃 _

579 住宅 農家 藤岡市東平井 西毛昭和6年

580 62住宅 農家 町田家住宅 ________________________________藤岡市本郷 _______________西毛明治25年頃__________204

581 63住宅 農家 高山家住宅 藤岡市高山 西毛明治24年 206

582 住宅 一般住宅_ _____________________________________藤岡市金井 _______________西毛,昭和12年________________

583 その他 倉庫 日野萬商店倉庫 ___________________________藤岡市鬼石 _______________ 西毛 昭和5年________________

584 住宅 1一般住宅 藤岡市鬼石 西毛大正6年 ____

585 住宅 一般住宅____________________________________________藤岡市鬼石 _______________西毛,昭和12年________________

586 ________ 住宅 ____ 商店________________________________________________ 藤岡市鬼石 _____________西毛 昭和12年________________

587 住宅 農家 藤岡市浄法寺 西毛明治時代

588 住宅 商店 藤岡市三波川_____西毛昭和3年_________________________

589 住宅 一般住宅 藤岡市三波川 西毛昭和20年

590 住宅 農家•倉庫 藤岡市三波川 西毛明治30年
591 住宅 農家 藤岡市保美濃山 ,西毛明治25年
592 36～ 公共建築学校 法久集会所(旧美原小学校坂原分校) 藤岡市坂原2276 西毛昭和9年 295

593 64住宅 農家 縫島家住宅 藤岡市中_______________ 西毛明治30年____________  208_

594 65商業•産業旅館 神水館 藤岡市鬼石町 西毛昭和28年 _____ 210_

595 宗教建築 神社 鬼石神社拝殿 藤岡市鬼石町721-1 _______ 西毛 大正15年________________

596 : 37 住宅 農家 城聞家住宅催育室•蚕室•土蔵 藤岡市三波川甲171 ________ 西毛明治38年___________  296_
597 | 38 ____ 住宅 一般住宅 須藤家住宅 富岡市七日市 西毛 昭和10年____________  296_

598 ____ 66公共建築 役所 旧七日市藩陣屋跡 富岡市七日市1500 西毛 昭和7年   212_
599'住宅 一般住宅 富岡市富岡 西毛朋治26年
6〇〇～C C I多共建築病院 阪本医院 富岡市富岡1078-1 ～西毛昭和9年 
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601 住宅 _ 商店_______________________________________________ 富岡市富岡________________西,昭和2年

602 住宅 離れ 富岡市富岡 西毛明治37年
603 39 公共建築 病院 神部医院 _________________________________富岡市富岡1122 —1_______ 西毛昭和11年__________ 297

604 40 住宅 一般住宅篠原家住宅 富岡市富岡 西毛大正8年 297_

605 41 住宅 一般住宅櫛渕家住宅 富岡市富岡 西毛明治27年  298_
606 住宅 一般住宅• ___________________________________________ 富岡市富岡_ _ 西毛 昭和12年
607 67宗教建築 寺院 成田山不動堂 . 富岡市富岡1219-3 ______ 西毛 明治17年____________ 214
608 68住宅 別荘 割烹旅館ときわ荘(旧櫛淵家住宅) 富岡市富岡 西毛昭和13年頃 登録 216
609 '公共建築 講堂 富岡市講堂 富岡市富岡1753-2 西毛昭和8年

610 住宅 商店 富岡市富岡 西毛昭和5年
611 住宅 農家 富岡市曽木 西毛明治45年
612(42 '住宅 農家 大竹家住宅 富岡市田篠_______________西毛明治33年_____  298_

613 住宅 農家 富岡市田篠 西毛明治32年

614 住宅 _農家 富岡市君川 西毛明治25年
615 住宅 農家 富岡市下黒岩 西毛昭和4年
616 公共建築駅舎 上州ーノ宮駅駅舎ほか 富岡市ーノ宮226-2 西毛大正時代

617 69公共建築教育施設富岡市社会教育館(旧東国敬神道場) 富岡市ーノ宮1465 —1 西毛昭和11年 登録 218_
618 43 宗教建築神社 貫前神社齋館 富岡市ーノ宮1535 西毛昭和5年 299_
619 住宅 農家 富岡市上高瀬 西毛大正13年

620 住宅 農家 富岡市上高瀬 西毛大正3年

621 住宅 農家 富岡市上高瀬 西毛明治37年
622 住宅 農家 富岡市中高瀬 西毛大正8年

623 住宅 農家 富岡市岩染 西毛明治17年
624 住宅 農家 富岡市岡本 西毛明治27年
625 公共建築 駅舎 南蛇井駅駅舎ほか ________________________ 富岡市南蛇井491 西毛大正時代

626 '住宅 一般住宅 富岡市南蛇井____  西毛明治40年

627 住宅 農家________________ ：______________________________ 富岡市中沢 西毛大正元年

628 住宅 農家 富岡市下丹生 西毛明治30年

629 70公共建築公会堂 高田公会堂(旧本村公会堂) 富岡市妙義町下高田433 —1西毛昭和6年 _ 220
630 住宅+ 農家 富岡市妙義町下高田 西毛明治前期

631 住宅 農家 富岡市妙義町下高田 西毛大正7年
632 住宅 農家 富岡市妙義町下高田 西毛昭和初期

633 '住宅 農家 富岡市妙義町下高田 西毛昭和9年

634 宗教建築 神社 妙義神社 南•東•北社務所及び御殿 富岡市妙義町妙義6 西毛明治以前 市重^

635 住宅 農家_______________________________________________富岡市妙義町妙義 西毛明治15年 —

636 住宅 農家 富岡市妙義町諸戸 西毛明治前期

637 71住宅 官舍 旧富岡製糸場付属官舎 富岡市富岡1-1 西毛明治後期 222

638 44 住宅 商店 田島商店__________________________________安中市安中 西毛明治45年 _299_
639 住宅 商店________________________________________________ 安中市安中 _____ 西毛 明治〜大正 _

640 '住宅 商店________________________________________________ 安中市安中_ 西毛 明治時代 ______

64145 住宅 一般住宅 日本基督教団安中教会 _____________________ 安中市安中 西毛 大正9年 300
642 住宅 一般住宅____________________________________________安中市古屋______________ 西毛大正14年 _

643 46 住宅 一般住宅内田家住宅 安中市古屋 西毛明治20年 300
644 ～47 住宅 一般住宅富田家住宅________________________________安中市嶺_________ 西毛明治22年 30£

645～ 商業.産業 旅館 長寿館 安中市磯部 西毛

646～ 商業.産業 旅館 小島屋旅館 安中市磯部1一13—22 西毛明治7年___________

647 住宅 一般住宅 安中市磯部_ 西毛明治元年________

648 72 公共建築 役所 旧松井田警察署 ___________________________安中市松井田町新堀13 _西毛 昭和14年 226_

649 公共建築 工場•倉庫 碓氷製糸組合 安中市松井田町新堀909 .西毛 昭和18年 ______

650 住宅 一般住宅 安中市松井田町松井田 西毛明治〜大正___________

651 公共建築 駅舎 横川駅 安中市松井田町横川272 西毛明治33年 _____

652 住宅 食堂 安中市松井田町横川 西毛明治19年___________

653 住宅 一般住宅. 安中市松井田町坂本 西毛.'明治時代________

654 住宅 一般住宅__________ _________________________________安中市松井田町坂本 西毛明治時代___________

655 住宅 食堂 安中市松井田町行田 西毛明治時代_________

656 その他 蔵 ______ 山賀商店土蔵 _____________________________安中市松井田町小日向 西毛 明治時代______________

657 48 . 住宅 一般住宅中嶋家住宅 安中市松井田町土塩 西毛明治17年____________301_
658 73公共建築 役所 旧碓井郡役所 _安中市安中3-21-51 ～_西毛明？'_____________ _228_

659 住宅 一般住宅 みどり市笠懸町鹿 東毛明治3__________________
660 住宅 農家 | みどり市笠懸町鹿 東毛明治後期 1



1次調査報告一覧

通し2次3次
Jk報告報告分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁

番可番可

__________ ^2__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________^3_____
661 __________ 住宅 _農家______________________________________________みどり市笠懸町鹿 _________ 東毛明治後期 _____ 

662 __________ 住宅 一般住宅 みどり市笠懸町鹿 東毛昭和初期

663 __________ 住宅 _ 一般住宅_ みどり市笠懸町鹿 東毛昭和初期

664 _____住宅 農家 みどり市笠懸町久宮 東毛大正3年
665 住宅 一般住宅 みどり市笠懸町久宮 東毛明治中期

666 __________ 住宅 農家____  みどり市笠懸町西鹿田 東毛大正中期

667 住宅 農家 みどり市笠懸町鹿 東毛昭和初期

668 ____ ' 住宅 農家 みどり市笠懸町阿左美 東毛明治中期

669 __________ 住宅____ 農家_ みどり市笠懸町阿左美 東毛明治後期

670 住宅 農家 みどり市笠懸町阿左美 東毛大正初期

671 __________ 公共建築_駅舎 _ 阿左美駅本屋 みどり市笠懸町阿左美1057-4東毛 昭和12年
672 __________公共建築 駅舎 岩宿駅本屋 みどり市笠懸町阿左美150〇 東毛昭和4年

673 __________ 住宅 農家 みどり市大間々町浅原 東毛昭和3年

674 住宅 事務所 みどり市大間々町浅原 東毛明治前期

675 ___________住宅 農家 _ みどり市大間々町浅原 東毛明治後期

676 ________ __ 住宅 ____商店____  みどり市大間々町桐原 東毛 昭和8年
677 ___________ 住宅 _商店_ みどり市大間々町大間々 東毛明治中期

678 ___49_____住宅 ____ 住宅____  小屋家住宅 みどり南大間々町大間々 東毛 大正時代 302～

679 __________ 住宅 _ 商店 _ みどり市大間々町大間々 東毛明治30年

680 __________ 住宅 商店 _ みどり市大間々町大間々 東毛明治中期

681 _____ _____ 住宅 商店 みどり市大間々町大間々 東毛明治中期 _

682 __________ 住宅 _ 一般住宅_ みどり市大間々町大間々 東毛 大正後期

683 __________商業•産業 旅館 ____ 大黒屋 みどり市大間々町大間々1369東毛 昭和16年

684 __________ 住宅 _一般住宅 みどり市大間々町大間々 東毛昭和初期

685 __________ 住宅 _ 一般住宅_ みどり市大間々町大間々 東毛 昭和初期

686 _____公共建築 駅舎 大間々駅 みどり市大間々町大間々1357～東毛 大正初期

687 _____ _____住宅 ____ 一般住宅 みどり市大間々町大間々 東毛 昭和初期

688 __ 50____ ,住宅_____ 商店 _ 岡直三郎商店 みどり市大間々町大間々 東毛明治28年頃 302

689 __________ .住宅 _商店 みどり市大間々町大間々 東毛 昭和初期

690 _______ ___ 住宅 一般住宅_ みどり市大間々町大間々 東毛昭和初期

691 __________ 住宅 _一般住宅_ みどり市大間々町大間々 東毛 昭和初期

692 __________住宅 ____ 一般住宅 みどり市大間々町桐原 東毛 大正12年

693 ___________住宅 _ 一般住宅_ みどり市大間々町桐原 東毛昭和初期

694 __________ 住宅_ 一般住宅_ みどり市大間々町大間々 東毛昭和初期

695 __________ 住宅 商店 みどり市大間々町大間々 東毛昭和初期

696 ___________住宅 _ 一般住宅_ みどり市大間々町大間々 東毛昭和初期

697 ___________住宅 _ 一般住宅 みどり市大間々町大間々 東毛 昭和初期

698 __________ その他 _倉庫 _ 桑原マンガン倉庫 みどり市大間々町大間々 東毛 昭和初期

699 ______ 74公共建築 文化施設_ながめ余興場 みどり市大間々町大間々1635東毛 昭和12年 230

700 ___51______ 住宅 一般住宅青山家住宅 みどり市大間々町高津戸 東毛明治中期 303
701 _______ ___ 住宅 _農家 _ みどり市大間々町大間々 東毛 昭和13年
702 _______ ___  住宅____ 農家____________ '___________________________________ みどり市大間々町大間々 ____ 東毛 昭和10年 ______

703 _____ _____商業•産業旅館_____神梅館 みどり市大間々町上神梅275-1東毛大正11年
704 ___________住宅 _ 一般住宅_ みどり市大間々町下神梅 東毛 大正8年

705 __________ 住宅 。一般住宅 みどり市大間々町下神梅 東毛明治中期

706 住宅 農家 みどり市大間々町下神梅 東毛明治中期

707 ___________'住宅 一般住宅 みどり市大間々町塩原 東毛明治初期

708 ___________住宅 一般住宅 みどり市大間々町塩原 東毛明治初期

709 ___________'住宅 農家 みどり市大間々町塩原 東毛明治中期

710 _____ _____ 住宅 _一般住宅_ みど携^大間々町浅原 東毛 大正中期

711 ____ 住宅 農家 みどり市大間々町小平 東毛明治中期

712 _________ 住宅 _ 一般住宅_ みどり市大間々町小平 東毛明治中期

713 住宅 農家 みどり市東町荻原 東毛明治初期

714 ____ 住宅 農家 みどり市東町荻原 東毛明治中期

715 ____ 住宅 農家 みどり市東町荻原 東毛明治5年
716 __________ 住宅 一般住宅 みどり市東町荻原 東毛明治初期

717 ___________住宅 農家 _____みどり市東町荻原 東毛明治初期

718 ________住宅 一般住宅____________________________________________みどり市東町花輪__________東毛大正2年
719 ___________住宅 一般住宅 みどり市東町花輪_________東毛明治初期
72〇「「 住宅 農家 みどり市東町花輪 東毛明治初期
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、S12次3次
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-^1※呈_________________________________________________________________________________________________________________ 狸____

721 __________住宅 _ 農家______________________________________________ みどり市東町花輪 _________ 東毛 明治初期_______________

722 住宅 農家 みどり市東町花輪 東毛明治初期 ____

723 住宅 商店_________ ___________________みどり市東町花輪 _______ 東毛明治初期

724 __________住宅 _ 一般住宅 ___________________________________________ みどり市東町花輪 __________東毛 大正末期_______

725 住宅 農家 ____ ______________________ みどり市東町花輪 __________東毛 明治中期 _

726 公共建築 学校____ 旧東村花輪小学校校舍______________________ みどり市東町花輪191 ________東毛 昭和6年_______登録_

727 住宅 農家 _______ ____________________________ みどり市東町小中_________東毛明治末期_____________

728 住宅 一般住宅 みどり市東町小中 東毛明治中期

729 住宅 農家 _________________________________________ みどり市東町小中 __________東毛 明治中期________________

73〇- 住宅 _農家 みどり市東町小夜戸 東毛明治初期

731 住宅 農家 _________________________________________ みどり市東町小夜戸_ _ 東毛 大正10年_______________

732 住宅 農家 みどり市東町小夜戸 東毛明治後期

733 住宅 農家 みどり市東町小夜戸 東毛明治初期

734 住宅 一般住宅 みどり市東町神戸 東毛明治中期

735～ 住宅 一般住宅 みどり市東町神戸 東毛明治後期

736 住宅 一般住宅 みどり市東町神戸 東毛明治後期

737 住宅 一般住宅 みどり市東町草木 東毛大正2年

738 住宅 一般住宅 みどり市東町座間 東毛明治初期 _

739 住宅 農家 みどり市東町座間 東毛明治初期

740 住宅 I 一般住宅 みどり市東町沢入 東毛昭和初期 _ _

741 住宅 一般住宅 みどり市東町沢入 東毛明治中期

742 住宅 一般住宅 みどり市東町沢入 東毛昭和初期_______________

743 住宅 農家 みどり市東町沢入 東毛明治初期

744 住宅 商店 みどり市東町沢入 東毛昭和初期________________

745 公共建築郵便局 旧沢入郵便局 みどり市東町沢入958-2 東毛昭和初期

746 住宅 一般住宅 みどり市東町沢入 東毛明治中期

747 公共建築資料館 陶器と良寛書の館 みどり市東町沢入968-8 東毛昭和初期 _

748 住宅 一般住宅 みどり市東町沢入 東毛昭和12年

749 住宅 農家 榛東村長岡 中毛明治時代

750～ 住宅 農家 榛東村長岡 中毛明治時代

751 住宅 農家 榛東村長岡 中毛明治時代 _____

752 住宅 農家_______________________________________________榛東村山子甶_ 中毛 大正時代

753 住宅 農家 榛東村山子田 中毛明治時代 _

754 住宅 農家 榛東村新井 中毛大正時代________________

755 住宅 農家_______________________________________________ 榛東村新井 中毛明治時代 _

756～ 住宅 農家 榛東村広馬場 中毛明治時代

757 住宅 農家_______________________________________________榛東村広馬場____ 中毛明治時代

758 住宅 農家 榛東村広馬場 中毛明治時代 _____

759 住宅 農家 榛東村広馬場 中毛明治時代

76〇- 住宅 農家 榛東村広馬場 中毛大正時代

761 住宅 農家 榛東村広馬場 中毛明治時代

762 住宅 農家_________________ ______________________________榛東村新井 中毛明治時代 _

763 住宅 農家 吉岡町漆原甲 中毛大正8年

764 住宅 農家 吉岡町漆原 中毛不明 ,

765～ 住宅 農家 吉岡町漆原 中毛明治初期 _

766 住宅 農家 吉岡町漆原 中毛不明 _

767 住宅 農家 吉岡町漆原乙 中毛明治初期

768 住宅 農家 吉岡町漆原甲 中毛昭和9年 ____

769～ 住宅 農家 吉岡町漆原 中毛不明 _____

770 宗教建築寺院 矢落観音 吉岡町漆原1297-2 中毛明治40年 _____

771 宗教建築寺院 大泉寺本堂 吉岡町大久保1207 中毛大正元年 _______

772 宗教建築神社 産泰神社 吉岡町小倉281—1 中毛明治末期________

773 宗教建築 寺院 東福寺本堂 吉岡町上野田804 —1 中毛明治8年頃_________

774 宗教建築寺院 東漸時本堂 吉岡町大久保3576 中毛大正2年頃________

775 宗教建築神社 諫訪神社 吉岡町北下505 中毛大正初期_____________

776 宗教建築神社 上八幡神社 吉岡町南下180 中毛明治末期__________

777 住宅 農家 吉岡町北下 中毛昭和7年______________

778 '住宅 農家 _________________________________________吉岡町上野田_________ 中毛不明 _____

779 '住宅 農家 吉岡町小倉甲 中毛昭和27年頃__________

78〇- '住宅 家 | ～j吉岡町小倉 f中毛|お治初期 こ 



1次調査報告一覧

通し2次3次
Ik報告報告分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁

番号番号

_______ m_________________________________________________________________________________________________________________ ^3_
781 ___________住宅 農家 __________________________________ 吉岡町小倉 中毛昭和27年頃

782 ___________ 住宅 ___ 農家_______________________ -________________________ 吉岡町小倉 中毛 不明

783 __________ 住宅 農家 ____________吉岡町北下 中毛昭和48年頃

784 _______ 75_住宅 農家 森田本家__________________________________ 吉岡町上野田 _____________中毛 明治以前 232～

785 ___________ 商業•産業 醸造 柴崎酒造__________________________________ 吉岡町下野田649—1 中毛 大正3年頃

786 ________住宅 農家 ____________吉岡町上野田 _____________ 中毛明治初期

787 ___________公共建築病院_______________________________________________ 吉岡町上野田 中毛不明

788 _ 住宅 商店 ________________ 吉岡町北下 _ 中毛 明治12年頃

789 ____________住宅 農家 _______________________________ 吉岡町南下 _______________ 中毛 不明

790 ____________住宅 農家 吉岡町漆原 中毛明治4◦年頃

791 ____ 住宅 農家 _________________吉岡町大久保 中毛 昭和2年
792 ____________隹宅 農家 吉岡町大久保 中毛明治36年
793 住宅 農家 吉岡町大久保 中毛昭和10年

794 ____ 住宅 農家 _________________吉岡町大久保______________中毛 明治35年

795 ____________住宅 農家 ______ 吉岡町大久保 中毛大正13年
796 ____________住宅 農家 _________________吉岡町大久保______________中毛 大正3年

797 ____________住宅 農家 ___________吉岡町大久保_____________ 中毛明治25年
798 ____________住宅 農家____________________________________ ____________吉岡町大久保 中毛 明治40年頃

799 ____________住宅 農家________________________________________________吉岡町陣場 中毛不明

800 ____________住宅 農家_______________ 吉岡町陣場 中毛明治以前

湖___________農家 _______ 吉岡町陣場_______________ 中毛 大正5年
802 ___________ 住宅____農家________________________________________________吉岡町南下 中毛 不明

803 ____________住宅 農家 _______________吉岡町大久保 _____________ 中毛明治23年頃

804 ____________住宅 農家 _____ 吉岡町大久保 _____________ 中毛 明治21年頃

8〇5 ____ 住宅 農家 ___________ 吉岡町大久保 中毛昭和4年頃 _

_ 806___________ 住宅 旅館 上野村横原 西毛明治時代 -

807 52 住宅 旅館 黒澤家住宅 上野村楷原 西毛明治18年 303
808 ___________ 住宅 農家 上野村新羽 西毛明治時代

809 ___________ その他 門 黒澤家門 _____________________上野村川和________________西毛 明治時代

810 ___________ 住宅 農家 上野村横原 西毛明治時代

811 ___________ 住宅 農家 上野村新羽 西毛明治時代

812 ___________ 住宅 .農家 上野村新羽 西毛明治時代

813 53______ 住宅 農家 茂木家住宅 _______________________________上野村新羽 西毛明治時代 304
814 _________ 住宅 農家 上野村新羽 西毛明治時代

815 __________ 商業•産業 旅館 ____ 今井家旅館 上野村乙母140 西毛 不明 ’

議 住宅 農家 上野村川和 西毛明治時代 •

817 ___________ 住宅 農家_________________ 上野村横原 西毛明治時代

818 __ 54______ 商業•産業旅館 たじま屋旅館 ______________________________神流町万場65 西毛明治後期 304

819 ___ _____公共建築_郵便局 _ ギャラリーはちえもん ________________________神流町万場85 西毛 明治30年
820 55_______住宅 一般住宅まるはち衣料品店 神流町万場 西毛明治26年 305

821 ____________住宅 商店 ________ 神流町万場 西毛 明治末期

822 _________住宅 一般住宅 神流町万場 西毛明治中期

823 56 _____住宅 農家 高橋家住宅 ______ _____________神流町万場 西毛明治37年頃 305

側_____ . 住宅 農家 _____________ 神流町万場 西毛明治37年
825 57______商業•産業 旅館 今井屋旅館 ______________________ 神流町万場25_____________ 西毛 昭和時代 306～

826 住宅 一般住宅 ___________________神流町万場 ______________ 西毛 明治38年
827 58 _住宅 農家 岩崎家住宅 _____ 神流町神ヶ原 西毛明治21年頃 306
828 ____________住宅 農家 神流町平原 西毛明治32年

829 _________住宅 農家 ______________ 神流町塩沢 西毛明治25年
830 ___________ 芽宅 農家 神流町青梨 西毛明治時代

831 ____________住宅 農家 神流町神ヶ原 西毛明治時代

832 ____________住宅 農家 _____ 神流町魚尾 西毛明治時代

833 59_____ 住宅 農家 黒田家住宅 神流町生利 西毛明治後期 307
834 __________ 農家 神流町神ヶ原 西毛明治時代

835 ____________住宅 農家 ___________ 神流町黒田________________西毛 不明

836 ____________住宅 農家 神流町船子 西毛明治以前

837 __________ 住宅 農家 ___________ 神流町青梨 西毛 不明 ’

838 __________ 住宅 農家_____________ —神流町青梨 西毛 昭和3年
839 __________ 住宅 農家 ___________ 神流町柏木甲 西毛 明治37年
_ 主宅 家 神流町魚尾 西毛明治時代
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841 ____住宅_____農家 _ _________ 神流町麻生 ______________ 西毛明治37年_______________

842～ 住宅 農家__________ ______________________ 神流町麻生 ______________ 西毛 明治37年________

843～ 住宅 農家 神流町麻生 西毛明治37年

844 60 住宅 ,農家 新井家住宅 神流町麻生 西毛明治37年頃 307

845～ 住宅  一般住宅 神流町生利 西毛不明

846 住宅 農家_________________ _______________________________神流町船子 ______________ 西毛 大正13年

847 住宅 一般住宅 ___________________神流町柏木 ______________ 西毛 昭和35年 _

848 住宅 農家 神流町青梨 西毛明治13年

849 住宅 農家 神流町平原甲 西毛不明

85〇- 住宅 農家 下仁田町青倉 西毛明治時代

851 住宅 農家________________________________________________ 下仁田町青倉 _____________西毛 大正時代

852 住宅 農家 下仁田町青倉 西毛大正時代 -

853 61 住宅 農家 神戸家住宅________________________________下仁田町青倉 西毛昭和5年 308

854 住宅 農家 下仁田町青倉 西毛 昭和時代

855 住宅 一般住宅 下仁田町青倉 西毛大正〜昭和初期

856 住宅 農家 下仁田町風口 西毛明治時代

857 住宅 商店_______________________________________________ 下仁田町下仁田 __________ 西毛昭和時代_______________

858 住宅 商店_______________________________________________ 下仁田町下仁田 ___________ 西毛 昭和時代________________

859 62 住宅 商店____ 飯田家住宅________________________________ 下仁田町下仁田 ___________ 西毛 昭和11年頃__________  308_

860 住宅 _ 商店_______________________________________________下仁田町下仁田 ____________西毛 昭和時代_______________

861 住宅 商店 下仁田町下仁田 西毛昭和時代________________

862 |～63 住宅 商店 桜井商店 下仁田町下仁田 西毛 大正時代 309_

863 住宅 商店 ,下仁田町下仁田 西毛 大正時代________________

864 住宅 商店 _下仁田町下仁田 西毛 明治時代___________

'865 住宅 _ 農家________________________________________________下仁田町馬山 _____________西毛明治時代_______________

866 住宅 I農家 下仁田町馬山甲 西毛 明治時代

867 64 住宅 農家 大河原家住宅 下仁田町馬山乙 西毛 大正時代,_____________ 309_

868 住宅 農家 下仁田町下小坂甲 西毛明治以前 -

869 住宅 農家 下仁田町下小坂 西毛明治時代_ _

870 住宅 。農家 下仁田町中小坂 西毛明治時代________

871 住宅 農家 下仁田町中小坂甲 西毛明治以前

872 住宅 農家 下仁田町東野牧 西毛 不明

873 住宅 農家 下仁田町西野牧 西毛明治6年________________

874 住宅 農家 下仁田町西野牧 西毛昭和時代

875 住宅 農家 下仁田町西野牧 西毛明治以前_____________

876 住宅 商店 下仁田町西野牧 西毛 明治時代 ______

877 商業•産業 旅館____ 坂口旅館 下仁田町本宿3682 —3 _____西毛 昭和時代________________

878 76住宅 商家 山三(古市邸) 下仁田町本宿 西毛明治22年 _ 234_

879 公共建築郵便局 旧郵便局 下仁田町本宿3737 西毛大正時代

880 住宅 一般住宅 ' 下仁田町本宿 西毛明治以前

881 住宅 農家 下仁田町本宿 西毛明治時代 _

882 65 住宅 農家 斎藤家住宅 下仁田町西野牧 西毛明治30年頃 310_

883 住宅 _農家 南牧村星尾 西毛明治以前

884 住宅 農家 南牧村星尾 西毛明治以前

885～ 住宅 農家 南牧村星尾 西毛明治20年

886 住宅 農家 南牧村六車 西毛明治以前

887 住宅 農家 南牧村大日向 西毛明治以前

888 住宅 農家 南牧村大日向 西毛 明治以前

889 住宅 農家 南牧村大仁田 西毛明治以前

890 住宅 農家 南牧村大塩沢 西毛明治以前

891 住宅 農家 南牧村大塩沢 西毛明治以前 _____

892 住宅 農家________________________________________________ 南牧村大塩沢______________西毛 大正8年

893 住宅 農家 南牧村星尾 西毛不明

894 66 住宅 農家 田村家住宅 甘楽町国峰 西毛幕末〜明治 310_

895 67 住宅 ____農家_____柴山家住宅 ________________________________甘楽町轟__________________西毛 明治29年頃 311_

896 68 住宅 農家 田村家住宅 甘楽町轟 西毛明治元年頃 311

897 住宅 農家________________________________________________ 甘楽町小幡 ______________ 西毛 昭和9年 _

898 その他 門 山崎家の門 甘楽町天引 西毛明治39年______

899 その他 門 安藤家の門 甘楽町天引 西毛明治10年頃 _
900 住宅 農家 甘楽町福島 1西毛f明治40年 ] ]



1次調査報告一覧

、 2次 3次J
2k報告報告分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁

番号番号

※1 ^2____________________ _ _ ____________________________________________ _______________________________________________________------------
901 住宅 農家 甘楽町小幡______________ 西毛昭和5年__________

902 住宅 農家 甘楽町小幡 西毛明治29年_________________

903 住宅 農家 甘楽町小幡 西毛_明治39年 ____ _

S 公共建築 学校 伊参スタジオ(旧中之条町立第四中学校) 中之条町五反田3527-5 北毛_______________312_

905 その他 蔵 貴娘酒造蔵 中之条 ______________ 北毛昭和時代___________________

_9〇670 商業•産業旅館 久保田旅館 中之条町伊勢町980 — 1 北毛_________211

9〇771 公共建築 学校 旧五反田学校 中之条町五反田1648_______ 北毛明治42年 町重文313
72 公共建築学校 旧大岩学校 中之条町上沢渡3404—1 北毛明治12年 町重文313

～9〇973 公共建築 学校 旧栃窪分校 ______________ 中之条町栃窪503___________麟日召邮4年_______________

910 その他 蔵 近藤酒造蔵 _______________中之条町中之条町__________找柳_______________________

H74"— 商業.産業料亭 金幸 中之条町伊勢町987 北毛_______________ 314

912 住宅 農家 中之条町中之条町 北毛不明_______________

-gn 77～住宅 農家 小林家住宅 - ______________北毛明治9年________________

商業.産業旅館 積善館山荘 中之条町四万4236 —1 北毛昭和11年 登録____

_915 商業•産業旅館 積善館前新 _____________ 中之条町四万4236 — 1 北毛昭和5年 登録 ____

-916 石共建築学校 中之条町歴史民俗資料館(旧吾妻第三小学校)中之条町中之条町947 —1 北毛明治18年頃 県重文238

917 ～75 一般住宅町田家住宅 中之条町中之条町 北毛幕末〜明治 登録 315

～918 商業•産業旅館 白井屋 _____________ 中之条町中之条町1798 獅_台_弋 麵_____

919 住宅 農家___________________________ 中之条町蟻川_____________ 北毛不明 ____________

農家 中之条町伊勢町 北毛不明__________________

- 921 79住宅 冬住み 市川家住宅(大黒屋) 中之条町 __________北毛明治3年頃_____________

922 住宅 冬住み 中之条町六合赤岩 北毛明治以前 町重文 -

～923 80住宅 i家 関家住宅 中之条町六合赤岩__________ 北毛明治後期______________ 242_

924 81商業•産業旅館 積善館 中之条 ______________ 北毛昭和初期_______ 県重文244
～925～～76～ '商業•産業旅館 柳谷旅館 中之条町伊勢町____________ 幕末〜明治________________ 211

～92677 住宅 農家 菅谷家住宅 ________________東吾妻町郷原______________ 北毛明治34年______________

927 78～ 住宅 病院 大川家住宅 _____________________ 東吾妻町川戸______________ 北毛明治39年______________ 316_

928__ 住宅 農家 東吾妻町小泉 北毛明治初期_________________

929 住宅 商店 東吾妻 ______________ 北毛不明_______________________

930 ’ 住宅 農家 ____東吾妻町岩下______________ 北毛 明治10年__________________

住宅 農家 東吾妻町五町田 北毛明治後期___________________

932 住宅 農家 ___________________東吾妻町本宿______________ 麟ギ明_______________________

一品 备宅 農家 東吾妻町本宿 北毛 _______________

934 79 公共建築 役場 旧太田村役場 東吾妻町植栗1163 —1 北毛_______________

農家 東吾妻町植栗 ________北毛明治時代__________________

_________________東吾妻町岩井 脫 糊  

住宅 農家 東吾妻町岩下____________________________ _________________

938 住宅 農家 _________東吾妻町三島_______________北毛 明治末期__________________

939 住宅 農家 _____________________________東吾妻町松谷_______________脫 ギ明______________________

住宅 商店 東吾妻町原町 北毛昭和初期______________

_94180 商店 阿部家住宅 東吾妻 ______________ 北毛明治25年______________ ^17_

备宅 商店 東吾妻町原町 北毛昭和初期_____________

943 住宅 農家 _________東吾妻町本宿_______________麟 +明_______________________

944 住宅 農家 東吾妻町大柏木 北毛不明______________________

農家 東吾妻町植栗 北毛明治以前.__________

aS 東吾妻町須賀尾 北毛明治以前__________________

東吾妻町三島 北毛___________________

_948 建築駅舎 川原湯温泉駅 長野原町川原湯395 -1 北毛__________________

949 別荘 長野原町川原湯西之上 北毛大正1〇年頃___________

950 商業•産業公衆浴場玉湯共同浴場 _____長野原町川原湯____________ 北毛昭和42年__________________

H 商業•産業公衆浴場 笹湯共同浴場 ____長野原町川原湯317 北毛昭和27年__________________

～952 宗教建築神社 旧横壁誠訪神社 長野原 __________北毛大正2年___________________

住宅 農家 ___________________長野原町林________________ t 科明_______________________

住宅 農家 長野原町林 北毛明治時___________________

～955 &他 門 旧千代小学校玄関門. 長野原町林宮原 ________ 北毛明治8年___________________

^56""81 公共建築学校 旧長野原町立第一小学校校舍 長野原町林東原__________ 北毛明治44年______________ 318_
～95782 公共建築 役場 長野原町役場 長野原町長野原66-3 北毛昭和4年________________"318_

農家 長野原町大津 _____ 北毛明治時代___________________

95983 宗教建築 神社 応桑諏訪神社拝殿•社務所 長野 _______ 北毛大正中期_______________
"%〇8T 公共建築駅舎 旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舎 1長野原町北軽井沢新鎌1987-64ij北毛|f召和5年 き録319



1次調査報告一覧

涌12次3次
kk報告報告分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁
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_______ ^2______________________________________________________________________________________________________________________ ^3____
961  85_____住宅 _____事務所 _北軽井沢大学村組合事務所•南紀倶楽部 ______ 長野原町北軽井沢 _________北毛 昭和3年頃 320
962 ______ 宗教建築神社 牧宮神社本殿•拝殿 長野原町北軽井沢 北毛昭和9年
963 商業•産業旅館 紅葉館 孀恋村田代681 北毛昭和3年

964 _____ 82_商業•産業 旅館 鹿沢館 __________________ 燸恋村田代1017-58 北毛 昭和9年 248

965 _____ _____ 住宅 農家 _ ________孀恋村田代 _______________北毛 大正11年
966 住宅 旅館_____________________ 孀恋村大笹 北毛明治以前

967 __ 86_______ 住宅 農家 土屋家住宅 孀恋村大笹 北毛明治7年 321
968 ___________住宅-農家_____________________________________________燸恋村大笹 北毛明治初期

969 __________ _住宅 農家 _________燸恋村干俣 _______________北毛 明治7年
970 __________ 住宅 農家________________ _____ 孀恋村干俣 北毛明治19年

971 __________ 住宅 農家________________________孀恋村干俣 北毛明治初期

972 __________ 住宅 農家___________ _______孀恋村干俣 北毛明治初期

973 _________ _住宅 —W___________________ ____________________________ 孀恋村干俣 _______________ 北毛 明治初期 -

974 87 _住宅 商 ______黒岩家住宅 孀恋村大前 北毛昭和35年 321

975 __ 88_______ 公共建築役場 旧燸恋村役場 孀恋村大前280-2 北毛昭和2年 322
976 __________ 住宅 商店______________________ 孀恋村大前 _________________________________________北毛 明治以前

977 __________ 住宅 農家 _ _______濡恋村西窪 北毛明治中期

978 __________ 住宅 商店____________________ ___________________________孀恋村門貝 _______________ 北毛 明治初期 -

979 __________ 住宅 農家 孀恋村門貝 北毛明治以前

980 __________ 住宅 農家 ____________燸恋村三原 _______________北毛不明

981 __________ 住宅 農家 ________ 燸恋村三原 北毛不明

982 __________ 住宅 農家 - _______________________________ _______嬸恋村三原 北毛 明治初期

983 __________ 住宅 農家_________________________孀恋村三原 北毛明治20年
984 __ 89_______ 商業•産業旅館 中居屋旅館 孀恋村三原388 北毛明治初期 322

985 90_______住宅 農家 黒岩家住宅_________ 孀恋村三原 北毛明治初期 323

986 住宅 農家 孀恋村鎌原 北毛明治初期

987 __________ 住宅 農家______________________ 孀恋村鎌原 北毛明治初期 :

988 __________ 住宅 農家___________________________孀恋村鎌原 北毛明治初期

989 __________ 住宅 農家 孀恋村鎌原 北毛明治19年

990 住宅 農家 ____________孀恋村芦生田 _____________ 北毛 明治30年
991 __________ 住宅 農家___________ 燸恋村芦生田 北毛不明

992 __________ 住宅 農家________________________孀恋村今井 北毛不明

993 __________ 住宅 農家___________________________孀恋村今井 北毛明治以前

994 __ 91______ +商業•産業料亭 とり彦 草津町草津148 北毛昭和13年 323
995'商業•産業 旅館 高砂館 草津町草津297 北毛昭和16年以前

996 ____________商業•産業 旅館 上野館 草津町草津132-1 北毛 昭和14年

997 __________ 商業•産業旅館____ 月州屋_____________________________________草津町草津303 北毛大正14年
998 _____ _____ 住宅___商店_______________________________________________ 草津町草津 北毛昭和11年

999 __________ 商業•産業旅館 山幸 草津町草津118 北毛昭和4年
1000 83_商業•産業 旅館_____益成屋_________________________ 草津町草津406 北毛 昭和7年 250*

_1001 商業•産業旅館 奈良屋 草津町草津396 北毛昭和12年 _

1002 84_商業•産業 旅館_____山本館本店 ______________ -__________________草津町草津404 北毛 大正12年 252～

1003 ______ 85_商業•産業旅館 草津ホテル _____ _____________ 草津町草津479 北毛昭和28年 254
1004 商業•産業 旅館 牧水  草津町草津19-9 北毛 昭和16年

1005 __________ 住宅 商店 草津町草津 北毛大正11年 _

1006 __________ 住宅 _商店 草津町草津 北毛 昭和11年
1007 86商業•産業 旅館_____松村屋 草津町草津365 北毛 明治30年頃 256
1008 __________ 商業•産業 旅館 角一 _____________________ 草津町草津342 北毛 明治末期 -

1009 商業•産業 旅館  日新館 草津町草津368 北毛5SE13年以前

1010 ___________宗教建築 神社_____ 白根神社_________________________________ 草津町草津538-1 北毛不明

1011 ___________宗教建築 神社 ____ 諏訪神社_____________________________ 草津町草津538-1 北毛 不明

1012 宗教建築 神社_____三峯神社 ____________________________ 草津町草津538 — 1 北毛 不明

皿3 92 宗教建築神社 金比羅神社(金刀比羅神社)社殿 草津町草津470-1 北毛昭和13年 324
1014_______ 住宅 商店 __________________________________________草津町草津 北毛昭和3年

皿5__________住宅 農家 _______________________ 草津町前口 北毛 明治34年'

1016 93 住宅 農家 ____佐藤家住宅_______________________________草津町前口 北毛明治34年 324
1017 __________住宅 農家____________ 草津町前口 北毛明治38年
1018 __________住宅 農家___________________________草津町前口 北毛明治以前

1019 __________住宅 農家 草津町前口 北毛 明治40年
10201 知宅 >家 [ 草津町前口 北毛明治44年 _



1次調査報告一覧

2次3次
報告報告 分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁
番号番号

______ 11 _^2____________________________________________________________________________________________
1021 ___________住宅 農家 ___________________ 草津町前口 _______________北毛 昭和6年

1022 _________宗教建築 神社 ____前口諷訪神社______________________________ 草津町前口285 北毛 昭和17年
1023 宗教建築 神社 稲荷社 草津町前口285 北毛昭和17年以前

1024 _________ _公共建築 公民館 草津町公民館前口分館 草津町前口285-3 北毛 昭和6年
1025 __________住宅 農家 ____________________ 草津町前口 北毛大正12年

1026 __________住宅 農家 草津町前口 北毛明治12年
1027 __________住宅 農家 _______________________草津町前口 北毛昭和16年

1028 94______ 住宅 農家 宮崎家住宅 草津町前口 北毛昭和12年 325
1029 ___________ 住宅 農家 _________________________草津町前口 北毛大正5年

1030 .住宅 農家 ______________________ 亨津町前口 北毛 昭和17年

鵬___________ 住宅 農家___________________ 草津町前口 北毛大正7年

1032 ___________ 住宅 農家 ______________________ 高山村中山 _______________北毛 昭和時代

1033 住宅 農家 _________________高山村中山 ________________北毛 大正時代

1034 95_____ _住宅 農家 奈良家住宅 ___________ ；______________高山村中山 北毛 昭和11年 325
1035 住宅 農家 ________________________高山村中山 北毛大正時代

鵬_____ 住宅 農家 高山村尻高甲 北毛昭和時代

鵬__________ 住宅 農家 __________高山村尻高 北毛昭和時代

1038 __________.その他 蔵 _____大渕家蔵 _________________________________ 高山村尻高 北毛 昭和時代

1039 __________住宅 農家___________________ 高山村尻高 北毛明治20年
鵬__________字宅 農家 ________ 高山村尻高 北毛明治30年頃 ’

104196_____住宅 農家 都筑家住宅 高山村尻高 北毛明治10年 326

1042__________住宅 農家_______________________ 高山村尻高 北毛明治時代

難 その他 蔵 金井家蔵 高山村尻高 北毛 明治時代

腿_________住宅 農家__________________ 高山村尻高 北毛明治時代

鵬__________,宅 農家 __________高山村尻高 北毛明治時代 _

1046__________住宅 商店_____________________________ 高山村尻高 北毛明治時代

麗__________住宅 商店 _______________片品村土出 北毛 明治30年代

1048__________ 住宅 農家 片品村土出 北毛明治38年
鵬__________住宅_ 農家 _______________片品村土出 北毛 明治初期

刪 _ -_住宅 農家______________ 片品村越本 北毛明治初期

鵬_ 住宅 民宿 片品村越本 北毛明治以前

1052 97______住宅 農家 新井家住宅 片品村東小川 北毛幕末〜明治 326
鵬 住宅 農家 片品村東小川 北毛明治40年 
難________ 住宅 農家 _____________片品村須賀川 北毛明治以前 _

1055 __________ 住宅 農家 片品村須賀川 北毛明治43年
1056 ____ ■住宅 農家 _______________ 片品村御座入 _____________北毛 明治12年
鵬__________ 住宅 農家 ___________ 片品村御座入 北毛明治元年

1058__________ 住宅 農家________________ 片品村摺渕 北毛明治4年

鵬______住宅 農家 片品村幡谷 北毛明治2年
1060 98_____住宅 農家 永井家住宅 片品村花咲 北毛明治初期 327

腦__________ 住宅 農家_____________________________ 片品村花咲 北毛明治15年
觀________ 住宅 農家 __________片品村花咲 北毛明治〇年

1063 _ 99_____住宅 農家 星野家住宅 片品村花咲 北毛明治6年 327

鵬_ 住宅 農家 片品村針山 北毛明治37年

脳__________ 住宅 農家 川場村門前 北毛明治10年代

1066 __________ 住宅 農家______________ 川場村谷地 北毛明治20年頃

1067 ______ 住宅 農家 川場村谷地 北毛明治初期

娜8 住宅 農家 川場村萩室 北毛明治38年

鵬 ___ 住宅 農家 川場村谷地 北毛明治17年
醐 100____住宅 農家 桑原家住宅 川場村門前 北毛明治中期 328～

鵬____ 住宅 農家 川場村天神 北毛昭和5年
1072__________ 住宅 農家 川場村湯原 北毛明治初期

關__________ 住宅 農家___________ 川場村萩室 北毛昭和20年

詡__________,宅 農家 ______________ 川場村湯原 北毛昭和30年頃

1075101____ 住宅 農家 木村家住宅 川場村生品 北毛明治27年 328

」076102_____公共建築学校 川場村歴史民俗資料館____________________ 川場村天神1122 北毛明治43年 登録 329
1077 ___________ 住宅 農家 みなかみ町石倉 北毛明治42年

1078 ___________ 住宅 農家 ________________みなかみ町上津 北毛明治末期

1079 ___________ 住宅 農家 _______________________ みなかみ町上津 北毛明治時代 

鵬 1］住宅 家 みなかみ町下津 1北毛明治元年



1次調査報告一覧

通し分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁

番号番号番号 _________________________ _____

—-—— みなかみ町小川島 航 师献_______________

商業.麵-S5 神道一心流道場 みなかみ町小川水沼ms北毛酣台以前___________________

^7---------_雛宅 みなかみ町月夜野 北毛昭和__________________

U みなかみ町上牧吉平 北毛明治以前________________

1〇85 户它 農家 みなかみ町上牧吉平______北毛明治時代_________________

I—Si 秋山家住€ __________________________みなかみ町月夜野 北毛明治時代_____________ 221
U みなかみ町綱子- 北毛昭和5年

U みなかみ町綱子 北毛昭和5年頃 _____

1000 イ士^: 農家 みなかみ町湯桧曽 北毛昭和10年____________

一般住宅 みなかみ町湯桧曽 北毛昭和6年

7〇7 —宗教難-麵堂—湯桧曽獅堂 みなかみ町湯桧曽147 北毛______________

みなかみ町藤原 北毛明治30__________________

1〇93 資料館 みなかみ町藤原_______ 北毛明治以前___________

^7 一- 農家 みなかみ町藤原 北毛昭和2年__________________

涵 Si みなかみ町小川渕尻 S明治以前-___________

7〇96～～1〇5" '農家 河合家住宅 ____みなかみ町東峰_____________北毛明治末期_______________

1097 住宅 農家 みなかみ町羽場 北毛明治時代_________________

7^8 住宅 農家 みなかみ町布施____ 北毛明治時代______________

1099 . 住宅 農家 みなかみ町布施 北毛明治末期___________

Tioo- 農家 みなかみ町新巻 北毛明治末___________________

~Hoi 農家 みなかみ町入須川 北毛明治末期_______________

住宅 農家 みなかみ町師田 北毛明治末_________________

U03 住宅 農家 みなかみ町羽場___________ 北毛昭和初期 _______

TwT 住宅 農家 みなかみ町須川 北毛昭和時代_________________

7105 住宅 農家 みなかみ町相俣 北毛_________________

Tio6 ～8? 業旅館 長寿館 __________________みなかみ町永井_____________北毛明治5年頃 登録 258

1107 住宅 農家 昭和村橡久保 北毛明治時代______________

1108 70T 住宅 農家 林家住宅 昭和村生越 北毛明治_______________

農家 昭和村貝野瀬 ______ 北毛明治時代___________________

1110 :;:107 住宅 農家 高橋家住宅 ___________________昭和村糸井________________ 北毛明治22年_______________

1111 住宅 一般住宅 昭和村川額 北毛___________________

Tn? '農家 昭和村川額 北毛明治以前___________________

1113 農家 昭和村糸井 .北毛__________________

~ni4 住宅 ■農家 昭和村貝野瀬 _______北毛明治時代___________________

1115 住宅 農家 玉村町上之手 _________中毛大正8年____________________

1116 住宅 農家 ___________________玉村町八幡原 中毛明治__________________

1117 住宅 農家 玉村町角渕 中毛明治14年__________________

1118 住宅 農家_______________________________ 玉村町角渕 _中毛 明治1〇年__________________

1119 88住宅 農家 高橋住宅 玉村町角渕_______________ 中毛昭和5年________________260_

1120 住宅 農家 玉村町角渕 __________ 中毛大正11年__________________

1121 住宅 農家 玉村町角渕 中毛明治__________________

1122 89住宅 農家 栗本家住宅 玉村町下茂木 中毛_______________£62_

1123 住宅 農家 __________________________________________ 玉村町上茂木- 中毛 昭甲__________________

1124 90住宅 農家 木暮家住宅 玉村町箱石 _____中毛昭和2年_______________ _264_

1125 _住宅 農家 玉村町箱石 中毛___________________

1126 住宅 蚕室 玉村町下之宮 中毛明治初期______________

1127 住宅 農家 玉村町下之宮 中毛昭和5年___________________

1128 91 住宅 一般住宅 重田家住宅 ______________________________ 玉村町小泉_______________中毛 明治15年 登録 266

1129 ____住宅 一般住宅 玉村町五料 中毛明治4年___________________

1130 住宅 商店 玉村町五料 中毛明治2__________________

1131 住宅 農家 玉村町五料 中毛 明治4年_________________

1132 住宅 農家 玉村町五料 ______________中毛明治40年________________

1133 住宅 農家 玉村町五料__________ 中毛明治以前_________________

1134 住宅 農家 玉村町五料_____________中毛明治以前______________

1135 ____ 住宅 農家: ' 玉村町飯倉_ 中毛__________________

1136 住宅 農家 玉村町井川 中毛明治33年________

1137 _________ 住宅 農家 玉村町南玉 _______________中毛明治42年 ____

1138 _________ 住宅 農家 玉村町南玉 中毛明治22年__________

1139 _________住宅 ____ 農家 玉村町南玉 中毛 明治23年 _

1140  住宅 農家 玉村町南玉 中毛 大正3年 1



1次調査報告一覧

2次3次
報告報告 分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁
番号番号

_______ ^1※之_________________________________________________________________________________________________________________ ^3____

1141 92住宅 農家 渡辺家住宅 玉村町福島________________中毛明治14年 268_

1142 住宅 農家 玉村町福島 中毛明治25年

1143 住宅 農家 玉村町斎田______________ 中毛明治43年

1144 住宅 農家 玉村町板井 中毛明治初期 _

1145 住宅 I農家 玉村町板井 中毛昭和元年_______________

1146 住宅 農家 玉村町宇貫______________ 中毛昭和25年

1147 住宅 商店 玉村町下新田 中毛明治元年________________

1148 - 住宅 商店 玉村町下新田 _____________中毛 明治18年

1149 93住宅 I商店 原本屋商店 玉村町下新田 中毛昭和7年 270_

1150 住宅 商店 玉村町下新田 中毛 明治10年__________

1151 住宅 一般住宅 玉村町下新田 中毛昭和5年

1152 |7〇8～ 住宅 一般住宅 荻原家住宅 玉村町下新田 中毛明治38年___________  332_

H53 その他 蔵 井田酒造酒蔵 玉村町上新田_____________中毛明治45年

1154 宗教建築神社 国魂神社 玉村町下新田1 中毛明治時代

1155 住宅 農家 玉村町藤川 中毛 大正15年 _ _

H56 住宅 _農家 玉村町飯塚 中毛明治45年

1157 住宅 一般住宅 玉村町飯塚 中毛昭和35年_______________

U58 住宅 2—般住宅 玉村町飯塚 中毛昭和8年 _

1159 住宅 農家 玉村町樋越 中毛昭和15年

1160 その他 蔵 黒崎家住宅酒蔵 玉村町越 中毛明治15年___________

1161 住宅 I 一般住宅 へ 玉村町上福島 中毛不明 _

」162_________住宅 _ 一般住宅________________________________________ ___玉村町樋越 ____________ 中毛昭和8年 -

1163 住宅 農家 玉村町樋越 中毛昭和11年_______

1164 住宅 _農家 玉村町樋越 中毛明治20年

1165 住宅 _ 一般住宅 玉村町樋越 中毛明治5年頃 _____

1166 住宅 1農家 玉村町樋越 中毛 大正10年 __

1167 住宅 1農家 玉村町樋越 中毛大正3年

1168 住宅 農家 玉村町斎田 中毛昭和4年

1169 その他1水塚 福田家水塚 板倉町西岡新田 東毛明治末期

1170 '公共建築資料館 文化財資料館 板倉町岩田1287 東毛不明

1171 宗教建築社務所 雷電神社社務所 板倉町板倉2328 —1 東毛明治中期

1172 その他 水塚 栗原家水塚 板倉町海老瀬 _東毛明治時代

1173 その他 水塚 江田家水塚 板倉町海老瀬_____東毛昭和23年

1174 その他 水塚 根岸家水塚 板倉町板倉 東毛昭和25年 __

H75 その他 水塚 根岸家水塚 板倉町西岡新田 東毛明治時代

1176 その他 水塚 小林家水塚 板倉町海老瀬 _____________東毛昭和7年

1177 "109 住宅 農家 川田家住宅 板倉町籾谷 東毛大正時代 332_

1178 その他 水塚 中田家水塚 板倉町細谷_______________東毛 昭和24年________________

1179 住宅 農家 明和町斗合田 東毛明治以前 __

1180 住宅 農家 明和町上江黒 東毛明治以前

1181 住宅 農家 明和町上江黒 東毛明治43年 _

1182 住宅 農家 明和町下江黒 東毛大正4年 _

1183 住宅 農家 明和町千津井 東毛大正元年

1184 住宅 農家 ___________________________________________ 明和町江口 ____________  東毛 昭和時代

1185 住宅 農家 明和町江口 東毛大正2年 _

1186 住宅 農家 明和町梅原 東毛明治時代 _

1187 住宅 農家 明和町矢島 東毛昭和2年

H88 宗教建築神社 粟島神社 明和町川俣地内 東毛明治以前

1189 宗教建築神社 菅原神社 明和町須賀地内 東毛明治以前 _

1190 住宅 商店 千代田町赤岩 東毛 昭和10年 。

1191 住宅 一般住宅 千代田町赤岩 _____________ 東毛 明治以前

1192 住宅 一般住宅 千代田町上五箇 東毛大正5年 _

1193 その他 物置 細田家物置 千代田町下中森 東毛 明治時代_ __

1194 住宅 一般住宅 千代田町萱野_____________東毛明治時代 _

1195 宗教建築寺院 東光寺薬師堂 千代田町木崎357 東毛不明

1196 住宅 一般住宅 千代田町新福寺 東毛 大正時代 ___

1197 住宅 養蚕作業- 千代田町舞木 東毛明治時代

1198 その他 物置 小林家物置 千代田町舞木 東毛 明治19年 _

H99 住宅 一般住宅 千代田町舞木 東毛昭和2年 _
1200 住宅 一般住宅 千代田町舞木 毛Iネ:正2年 J ]



1次調査報告一覧

2次 3次
Jk報告報告分類 種類 名称 所在地 地区 建築年 指定等頁

番号番号

_______ ^1※之_________________________________________________________________________________________________________________ ^3____
1201110 _ 住宅 ____商店 _ 大和屋 ____________________________________千代田町赤岩 東毛明治時代 333_

1202 住宅 一般住宅 千代田町上中森 東毛大正13年
1203 宗教建築寺院 光恩寺 千代田町赤岩1041 東毛明治17年
1204 '住宅 一般住宅 千代田町下中森 東毛明治時代

1205 住宅 一般住宅 千代田町上中森 東毛明治時代 _

1206～ 宗教建築神社 長柄神社 千代田町下中森1094 東毛明治12年

1207 住宅 一般住宅 千代田町瀬戸井 東毛 大正2年 __

1208 住宅 一般住宅 千代田町瀬戸井 東毛明治後期

1209111 住宅 商店 尾城綿店__________________________________大泉町中央_______ _______ 東毛昭和9年 333_

1210 住宅 農家 大泉町仙石 東毛明治43年______

1211 住宅 商店 大泉町北小泉 東毛昭和15年頃

1212 住宅 商店________________________________________________ 大泉町中央 _____________ 東毛 大正4年 -

1213 住宅 商店 大泉町中央 東毛昭和時代_

1214 住宅 農家 大泉町朝日 東毛明治時代 __

1215 '宗教建築神社 西宮神社本殿 大泉町中央2 — 21 東毛昭和17年

1216 住宅 農家 大泉町古氷 東毛大正時代

1217 - 宗教建築I神社 小泉神社本殿及び彫刻 大泉町城之内2225 東毛明治以前 町重文

1218 住宅 農家 大泉町吉田 東毛昭和時代

1219 宗教建築神社 児島神社 大泉町古海字松塚776 東毛明治時代 __

1220 住宅 農家 大泉町北小泉 東毛明治時代

1221 住宅 商店________________________________________________大泉町中央______________ 東毛 不明

1222 その他 倉庫 高田屋倉庫 大泉町中央_____________東毛明治末期〜大正

1223 住宅 商店________________________________________________大泉町中央_______________東毛昭和時代

1224 住宅 農家 大泉町吉田 東毛昭和時代 __

1225 住宅 商店________________________________________________大泉町中央 _______________東毛 昭和9年
1226～ 住宅 農家 大泉町吉田 東毛大正時代_______ ___

1227 住宅 _ 一般住宅 大泉町中央 東毛大正13年
1228 住宅 一般住宅 大泉町中央 東毛明治30年 _

1229 住宅 一般住宅 大泉町坂田 東毛大正末期

1230 住宅 農家 大泉町寄木戸 東毛昭和元年

1231 住宅 一般住宅 邑楽町鶉 東毛明治以前 _

1232 jl!2 ~. 住宅 一般住宅 茂木家住宅 邑楽町鶉 東毛明治43年 334

1233 宗教建築寺院 光林寺 邑楽町秋妻372 , 東毛明治以前 _

1234 住宅 ■農家 邑楽町秋妻 東毛明治35年
1235 住宅 農家 邑楽町篠塚 東毛昭和時代

1236 住宅 農家 邑楽町篠塚 東毛明治時代

1237 住宅 農家 邑楽町狸塚 東毛明治初期

1238 住宅 農家 邑楽町狸塚 東毛明治44年頃
1239 '宗教建築寺院 明王院 邑楽町赤堀464 —1 東毛1明治以前 〔

注1)2次報告欄(※わ内の数字は2次調査報告の通し番号。

注2) 3次報告欄(※2)内の数字は3次調査報告の通し番号。

注3)指定等欄(※3)の略称は次の通り。

命県重文：県指定重要文化財 ♦市重文：市指定重要文化財 ♦町重文：町指定重要文化財 ♦市民俗：市指定重要有形民俗文化財 

♦登録：国登録有形文化財 ♦景観：景観重要建築物
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