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近代建築・町並み･景観関連の話題 2019.06.22 

山口近代建築研究会 原田正彦 

１．「街中に明治を見つける」イベント 

・「街中に明治を見つける」～薩摩×長州近代建築自慢と山口市内明治建築ツアー～を実施 

・タイトル「路上に明治を見つける～薩摩×長州近代建築自慢と山口市内明治建築ツアー」 

・日時：平成 30年 12月 1日(土)13:30～16:30 

・会場：山口市菜香亭 2階会議室 

・主催：日本建築学会中国支部山口支所+ 

NPOまちよそ＆山口近代建築研究会 

・協力：山口県ヘリテージマネージャー協議

会(午前中に同場所で設立総会) 

・内容： 

(1)講演「薩摩×長州近代建築自慢」 

山口大学教授岡松道雄氏(前鹿児島工業高

等専門学校准教授)と山口近代建築研究会

代表の原田代表とが、鹿児島と山口それぞ

れの近代建築の比較考察、その魅力につい

て熱く語り合う。 

(2) 山口市内「明治を見つける建築ツアー」 

山口市内近現代建築マップを片手に、A.菜香亭→B.河村写真館→C.山口ふるさと伝承総合センター

→D.旧明治維新記念室→E.亀山山頂公園(景観スポット)→F.末宗邸→G.旧山口御茶屋跡…を巡る。

  

２. 最近のまちづくり関連イベント・講演活動について 

(1)小野田・下関近代建築視察 

・平成 31 年 1 月 27 日(日)、HM 講演

の次の日、石田先生と山陽小野田

市、下関市内の近代建築、近代化遺

産を巡った。山口大学の岡松先生、

牛島先生、中川先生、村上氏(地元

建設会社)が同行された。 

①小野田セメント山手倶楽部(大

正３年/東住吉町/設計・黒田某) 

②小野田セメント山手倶楽部別館（旧笠井真三邸/大正初期） 

③龍遊館(旧小野田セメント幹部社宅/大正 13 年/5 棟あったうち、1 棟を保存活用) 

④太平洋セメント小野田工場事務所（旧小野田セメント本社事務所/昭和３年/小野田セメント営繕部

門？） 

⑤旧小野田セメント徳利窯(国重文/明治 16 年)⑥下関市立体育館(坪井善勝設計/1963 年/側面屋根は HP

シェル構造)→現在解体の話がうろうろしている。また 55 年しか経っていないのに…。⑦下関英国領

事館(明治 39 年/W.コーワン/国重要文化財) 

 
▲山口市内建築マップ改訂 
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(2)建築士会中国四国ブロック青年部研修 

・平成 31 年 2 月 2 日(土)、建築士会中国四国

ブロック青年部会議に呼ばれ、講演。テーマ

は「地域資源を活かし協働のまちを創る」。 

・「山口近代建築研究会＆NPO まちのよそおい

ネットワーク」の 20 年にわたる活動を紹介

しながら、近代建築や町家、地域文化財を保

存し活用することにより、産・官・学が共通

の目標をもって、対等の立場でまちづくりを

進めることの大切さを訴えた。会場は、倉敷

市立美術館で、1958(昭和 33)年に丹下健三氏

設計の旧倉敷市庁舎を、1983(昭和 58)年、浦辺鎮太郎の手によって改修された施設。いわば、公共施設

のリノベーションの走り。こうした歴史ある空間内で講演できることは大変光栄なことであった。 

・参加者は、中国四国 9 県の建築士会青年部長さんたち約 30 名。 

(3) シンポジウム「近代化産業遺産と地域

づくり」 

・2019 年 3 月 2 日(土)13:00～16:00、国際ホ

テル宇部 3F ダイヤモンドホールで、シンポ

ジウム「近代化産業遺産と地域づくり -明

治維新 150 年を迎えた山口県の歴史的建築

資産」が開催された。 

・主催は日本建築学会中国支部で、支部研究

発表会に合わせて実施された事業。まず、

鹿児島から来られた島津公保氏（㈱島津興

業 取締役相談役)が「明治日本の産業革命

遺産の世界遺産登録と地域づくり」につい

て話され、続いて私が「山口県の近代建築遺産と地域づくり」の講演をさせていただいた。 

・明治前夜の毛利藩の防長三白政策が、その後の近代化産業へと展開していったこと。 

・しかし、それは萩には根付かず、明治 20 年以降、石炭の産出地である宇部、小野田、美祢へと展開し

ていったこと。 

・宇部では渡辺祐策、小野田では笠井順八、いずれも毛利藩のネットワークの中から発展していったこ

と。彼らの残した遺産としての近代化産業遺産が、宇部、小野田には多数残っていること。特に宇部

には、村野藤吾が関わった建物が多数あること。 

・これらは、鹿児島と違ってまだ磨かれてはおらず、遺産活用への動きが期待されること。 

・守り育てる方法としては、近代建築や近代化遺産を日頃よりリスペクトし、様々な機会をとらえて顕

彰事業などで、市民に理解を深めることが必要。 

・一つのキーワードは、「産業観光」。この辺りは鹿児島の動きを見習うべき。 

(4) 一級建築士と歩く 史跡の町山口 

・019.03.10 日、10:00～16:30 まで、主催「NPO

法人大路小路まち・ひとづくりネットワー

ク」による市内の近代建築・寺社建築を巡

るツアー実施。 

・前半のパークロード周辺の近代建築巡りは

私。 

①重要文化財・山口県旧県会議議事堂→②

武徳殿→③山口県春日山庁舎(旧山口県立

図書館)→④防長先賢堂→⑤明治維新記念

室→⑥山口県立博物館→⑦山口県立図書館

→⑧C.S.赤レンガ(旧山口県立図書館書庫)→⑨河村写真館と巡りました。中でも河村写真館は、ご厚意

により内部も見せていただいた。 

後半は、同じく近代建築研究会の沼田氏が講師を担当。⑩八坂神社→⑪今八幡宮→⑫野田神社→⑬豊栄

神社→⑭野田神社能舞台→⑮十朋亭→⑯万代家住宅と巡った。 
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(5) 住まい・まちづくりセミナー 

・[日時]平成31年3月19日(火) 13:30

～15:40 

[会場]山口県旧県会議事堂議場 

[定員]80 名 

[主催]一般財団法人山口県建築住

宅センター 

[後援]山口県、(一社)日本建築学会

中国支部、山口県ゆとりある住生

活推進協議会、(一社)山口県建築

士会など 

[内容] 

〇主催者あいさつ 松田悦治(センター理事長/山口県建築士会会長) 13:30～13:35 

〇講演 1 「山口県における近年の建築とまちづくり」 

原田正彦(日本建築学会中国支部山口支所長) 13:35～14:10 

〇講演 2 「地域に潜在する力を活かして、人々の出会う場所をつくる」 

古谷誠章(ふるや のぶあき)先生(早稲田大学教授・建築家)14:10～15:40 

・地域資源を活かしたまちづくり」をテーマとし、著名な建築家でありかつ早稲田大学教授、しかも現日

本建築学会の会長でもある古谷誠章(ふるや のぶあき)先生にご講演いただいた。 

・古谷先生は、ご自身の作品や業績を振り返りながら、建築家として果たされてきた地域に根差したまち

づくりや建築文化の創造について、お話しされた。高知県宿毛市の築 130 年の旧家の改修に始まり、岐

阜県美濃加茂市の旧伊深村庁舎を地域交流施設として生かした事例、群馬県中里村新庁舎をワークショ

ップで想像された事例、熊本県山鹿市の地域の杉材を活かした小学校の事例、宮城県東松島市の「森の

学校プロジェクト」、近くでは島根県雲南市の築 100 年の廃屋を民家レストランに改修した事例、福島

県喜多方市の新本庁舎にみる統合の象徴となる市民の広場のデザイン…等々。一つ一つのプロジェクト

を丁寧な語りで、参加者を魅了された。 

・どのプロジェクトも、残された地域資源を、市民、住民との対話の積み上げの中から、最終的に建築家

としての研ぎ澄まされた感覚で実にうまくまとめられていた。伝統ある空間に、新しい建築家としての

息吹を与えていく手法…実に感動的なお話ぱかり。古谷先生の手掛けられた作品が、ここ山口にないこ

とがとても残念。あの本郷村庁舎のリノベーションを先生にやっていただきたかった…。 

(6) おごおり文化協会講演！～「建築から町の歴史と未来が見えてくる」 

・平成 31 年 4 月 21 日、小郡ふれあいセンター

2 階集会室にて山口小郡のまちづくりに関す

る講演を行った。参加者は、文化協会会員の

方々を中心に約 40 名。 

・私の講演は、近代化遺産や近代建築をまちづ

くりに活かそうというもの。 

 １．近代建築の基礎知識 

    ～建築の三要素、近代建築・近代化遺産と

は…」 

 ２．県内近代建築の保存例に学ぶ 

～残されたことで地域はどう変わったか～ 

 ３．地域資源を活かしたまちづくり 

～山口・小郡のリノベーションまちづくり展望～ 

・３では、小郡に今残されている地域資源を念頭に、(1)大正町のエリア・リノベーション、(2)旧小郡機

関庫扇型車庫の復原、(3)桂ヶ谷貯水池堰堤公園の整備、の 3 つを提案した。 

３．山口県内の近代建築の動向について 

(1) 本郷村旧庁舎解体(2019年 1月) 

・残念ながら、保存活用の要望、届かず…。昨年 12月 20日に日本建築学会中国支部長名で提出した

「本郷村旧役場庁舎の保存活用に関する要望書」に対する回答があり、結果は、現方針は変わらず、

「旧庁舎は解体し、交流広場として整備を行う」とあった。 



2019.06.22 第 110回 

4 

 

・どんな広場にするのか、青写真の提示はないまま

1千万円を超える工事により、全面解体された。 

(2) 山口銀行大正町支店解体(2019年 3月) 

・また文化財級の建物が解体された。知人から「山

銀大正町支店に足場がかかってますよ！」との電

話あり。自転車で現場に駆け付ける。ああ、やっ

ぱり本当か…。1月の本郷村旧庁舎に続き、今度

は小郡で文化財級の建物が解体されることにな

ってしまった。 

・どちらも残っていれば、間違いなく国指定・登録

有形文化財となる建物である。昨年の秋には、地

元の不動産の方たちとこのあたりのタウンウォ

ッチングを行い、 大正町商店街のエリアリノベ

ーションを訴えていたのだが…。 全く、抜き打

ち的な解体の始まりだった…。 

・山口銀行大正町支店(旧長周銀行小郡支店)/建設年：1926(昭和元)年/設計者：熊澤榮太郎(大正・昭

和に活躍した建築家。工学院大学卒。県内では、長周銀行本店、防府支店、須佐支店、ちまきや八

木店、また日立製作所笠戸工場などの作品あり。) 

(3) 下関市立体育館の解体への動き 

・火の山展望台(菊竹清則設計)、下関市庁舎(前川國男設計事務所)に続き、下関市立体育館(坪井善勝

氏設計)が解体されようとしている。 

・会員の今村氏(県建築士会青年部長)たちが中心となって、1月 25日、現地見学会が実施された。参

加者は 70名。石田先生、岡松先生、牛島先生らも参加。 

・「新総合体育館基本構想（案）」に対するパブリックコメント実施結果、25人、14の意見公開中。 

４．追悼 長谷川堯先生 

・4 月 17 日、建築史家・建築評論家の長谷川

堯(はせがわたかし)先生がお亡くなりにな

られた。享年 81 歳。 

・早稲田大文学部卒。「建築有情」「神殿か獄

舎か」「建築の生と死」の他、「村野藤吾の

建築」など多数の著書がおありで、武蔵野

美術大学の名誉教授でもあられた。 日本

建築学会賞、毎日出版文化賞、サントリー

学芸賞なども受賞されている。 

・私も、先生のこれらの本を読んで育ち、憧
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れ、故郷の近代建築を守り育てようと決心したのである。 

・山口県にも何度も来られており、私が関係する限りでも、2016 年 7 月の「山口県旧県庁舎・旧県会議

事堂創建 100 周年記念事業」、2017 年 9 月の「宇部市渡辺翁記念会館創建 80 周年記念事業」のほか、

建築士会宇部支部、山口近代建築研究会などの記念講演、また 1987 年には「宇部市渡辺翁記念会館創

建 50 周年記念シンポジウム」でも講演された。 

・先生は、いつもパソコンは使われず、映写機でのご自身のスライドにより、熱心で迫力ある語り口で講

演参加者を魅了されていた。今となっては、1 年半前、ヒストリア宇部(旧宇部銀行)で撮ったご覧の画

像が、私にとっては先生を撮影した最後のものとなってしった。 

画像上左：渡辺翁記念会館の記念講演当日、空港に着かれた先生が、「先にヒストリア宇部が見たい」

と言われ、案内しました。「残って良かった。」「先生、写真撮りましょう」「そうだな、この辺りで

…」。 

画像上右：宇部市渡辺翁記念会館創建 80 周年記念事業での記念講演を終えて、花束贈呈のシーン。「渡

辺翁記念会館と私は同い年なんだよ。」 

画像下左：山口県旧県庁舎・旧県会議事堂創建 100 周年記念事業での長谷川先生の講演風景。 

画像下中：同、7 月の暑い時期だったので上着を脱がれての熱演。 

画像下右：同、松葉一清先生と。 

・長谷川先生、安らかにお眠りください…。なお、私たち近代建築研究会でも、今年度長谷川先生の追悼

行事を行いたいと考えている。 

・追悼行事(案) 

長谷川先生が山口で講演された 3回の講演録をまとめる。1.山口近代建築セミナー(原稿あり)、2.

山口県旧県庁舎 100周年記念事業の記念講演(録音あり)、3.渡辺翁記念会館 80周年記念講演(録音

はあるらしいが…)。 

出版と合わせて、旧県会議事堂(議員控室？)でパネル展…など。 

５．これからの講演会等 

(1) 小郡の桂ヶ谷貯水池堰堤見学会 

日時：6月 29日（土）10:00～12:30 

場所：小郡新町西公民館に集合 

内容：10:00～10:25 施設の概要説明(原田) 

10:40～11:20 現地視察(公民館から歩いて 15分) 

11:35～12:30 視察後の検討会 

(2) 山口県ヘリテージマネージャー協議会現地視察会 

日時：6月 29日（土）13:30～17:00 

場所：山口県セミナーパーク会議室 

内容：13:30～14:30 令和元年度山口県ヘリテージマネージャー協議会総会 

14:40～15:30 国指定重要文化財秋穂正八幡宮屋根葺き替え工事視察 

16:00～17:00 防府・三坂家現地調査(江戸中期小規模番所？) 

(3) 令和元年度 山口県ヘリテージマネージャー養成講座(第 3回) 

  詳しくは別紙。今回講師は、山口大学・牛島先生ほか、京都工繊大・松隈先生らに依頼中。 

(4) 令和元年度 光市成人大学講座 

日時：7月 20日（土）13:30～15:00 

場所：光市文化センター 

内容：山口県の近代建築探訪～建築から町の歴史が見えてくる～ 

光市周辺の近代建築(四階楼、伊藤公記念館)を中心に 

 


