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所    見 

山口近代建築研究会  福田東亞 

東西に伸びる旧山陽道・萩往還の本陣兄部家の角から栄町通りを南へ 200ｍ進むと、旧

防府商参会建物が見える。昭和 10年の竣工。木造、総 2階建て、片流れ屋根、天然スレー

ト葺き（平成 10年頃、鉄板被覆）の洋風建築である。総建坪 216.28㎡（65.5坪）。同時に建

てられた付属の和風住宅と倉庫のうち、住宅は残る。 

防府商参会の前身である宮市商参会は、明治 31年 3月に、松崎天満宮の門前町として

発展した宮市の商業者によって、宮市商業の繁栄と天満宮諸行事の奉賛を主な目的として

設立された。昭和に入り、宮市から防府全域に対象を広げることを目指し防府商参会と名を

改めた（その正確な年次は不明）。昭和 5年の会員数は 386人。昭和 11年、同会は市制施

行を機に三田尻実業界と合併し、全市的商工団体である防府商工会となったが、昭和 15

年に防府商工会議所が設立されると、同年 4 月に解散した（『防府市史 通史Ⅲ』ほか）。そ

の後、個人所有となり、杉野ドレスメーカー学院など貸館として活用されてきた。 

防府商工会となる前年の昭和 10 年、防府商参会は、この地に会議所を建設することにし

た。『関門日日新聞』によると、同年 2月 26日に地鎮祭を、4月 14日には上棟式を執行し、

10月 20日に竣工した。設計・工事監督は貞永良昌、施工は左官工事が三田尻久村宇一、

大工工事が前小路木原富太郎が請負った。総工費 20,000円。 

外部表面を厚くモルタルで塗り、その上に人造石を吹き付けた石造風の建築で、正面フ

ァサードは上記新聞記事が「近世復興式」と記すように、ネオ・ルネサンス様式を基調とする。 

太い 6本の付け柱（ピラスター、装飾的柱）の柱間に、１・2階とも上げ下げ窓を納め、中央に

は玄関ポーチを配し左右対称形とする。御影石の基壇（ペディスタル）上に立つ両脇の付け

柱には溝彫をあらわした柱頭飾を置き、中の 4 本の柱頭飾には鉄製の覆いを付ける。柱身

（シャフト）には石造りを感じさせる横目地を施す。付け柱上の大きな水平梁（エンタプレチュ

ア）は簡略化されているものの、ギリシャ・ローマ建築にのっとり、下部からアーキトレーブ、フ

リーズ、コーニスから成る。装飾は、柱頭飾、2 階腰壁の長方形のパネル、玄関ポーチ上部

の歯列状の帯飾り（デンティル）、ポーチ床のモザイクタイルに限られる。全体的に水平・垂

直線を強調し装飾を抑えた厳格的な性格の建物であり、建設の年代からすると、ドイツ表現

派の影響を受けているように思える。 

内部は、玄関を入ると中廊下が奥の階段まで続き、その左側は事務室と応接室の 2 室、

右側に陳列室、2階には会議室と和室の貴賓室であった（新聞記事の室名を参考）。各室の

壁は白漆喰塗で腰壁は額縁にベニヤ板張り。天井は陳列室が漆喰塗り、他は方形のベニ

ヤ板張り。階段の親柱や手摺り、会議室の正面奉安所、持ち送りや梁などに装飾がみられる。

窓、壁、天井の一部新建材への改造、モルタルペンキ塗りの中廊下床上の板を重ね張り、

事務室・応接室間の引違い戸の閉鎖などを除くと、全般的に保存状態は良い。 
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貞永良昌設計の建物としては、防府市華城に嶋本家住宅（昭和 7 年建設、和館・洋館併

設）がある。洋館のデザインは、新聞で見た東京の帝国ホテルをヒントにしたという（『山口の

すまい』山口県住宅課）。付け柱、銅板を張った柱頭飾などの意匠に共通点がある。 

防府商参会の建物は、時代を象徴する外観の意匠と厚く塗ったモルタル塗の外壁に特徴

がある。また、県下に残る唯一の商業団体の近代建築であり、防府の商業を語る上でも貴

重である。防府市の進める「歴史を活かしたまちづくり」の一環としてこれからの活用が期待

される。 

（2017年 6月 17日執筆。登録文化財申請の予定で作成） 

 

 

 

〈所見用図面〉 瀬口哲義氏(山口近代建築研究会) 作成分 

 

▲1階 2階平面図 
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〔参考資料１：曳家移転方式による保存活用のイメージ〕 
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〔参考資料２：文献等資料〕 

２-1 新聞記事等に見る宮市商参会館関連記事 

※以下は、山口県文書館の淺川氏に提供していただいた資料である。 

◇文献 

「旧宮市商参会＊防府市栄町 2-4-5＊木造 2 階建＊大正 14年（1925）」 

（『山口県の近代化遺産』1998，195p.）※リストのみ 
 

◇新聞記事 

『大阪朝日新聞』〈山口朝日〉昭和10年１月26日 

〇 商参会会議所新築 

佐波郡防府町商参会では、兼ねてより同会会議所新築に山根会長・幹部が奔走中のと

ころ、いよいよ寄附金も相当に集つたので2月10日ごろ入札を行ふ、同館は栄町二丁目

に、総坪数60坪、モダンな二階建 コンクリート洋館式で、美麗な大小会議室・事務室が多

数ある、竣工期は4月末日で、総工費8000余円を要する見込である。 

『関門日日新聞』昭和10年2月27日 

〇 防府商参会館建設地鎮祭 26日盛大に挙行 

【防府】既報の如く、防府商参会館建設地地鎮祭を26日午前11時より同町栄町3丁目の倉庫に於

て執行、山根会長・大村副会長外役員50名、来賓倉橋町長外10数名列席、青木松崎神社神官外

二名に依つて厳かに行はれ、祓式・降神式・献饌・祝詞、型の如く進み、会長・町長・常任議員・地

主・設計者・工事請負業者・一般参列者、順次に玉串拝をなし、正午終了、式後一同直会に列し午

後一時散会した、因に同会館はスレート葺洋風二階建で建坪60坪、階上は商品陳列場に宛て、町

内の各生産品全部を陳列する予定である、この外、住宅14坪・倉庫40坪あり、倉庫は既に三谷信

用組合倉庫を買収してゐる、 

本工事は直ちに着工、基礎工事は580円で右田村松井八郎氏、左官工事は1300円で三田尻久村

宇一氏、大工工事は1090円で前小路木原富太郎氏が夫々請負ひ、近く材料・建具・雨樋工事の

請負入札を行ふ筈であると 

『大阪毎日新聞』昭和10年4月17日 

〇 防府商参会建築に着手 

防府商参会が総工費約8000円を投じ、宮市栄町に起工した商参会議所の上棟式は、14日挙

行した。会議所は35坪・洋風二階建、将来防府物産陳列館に併用する、7月ごろ落成の見込み 

【写真は設計図による外観】



7 

 

 

『大阪朝日 山口版』昭和10年9月20日 

〇 防府商参館この程竣工す 

防府商参会館は、工費10000円を投じて栄町二丁目に新築中、このほど竣工、落成式

は10月10日ごろ施行、同館は現代的のコンクリート二階建て建坪200坪の極め

て美麗なものである 

『大阪毎日新聞』昭和10年10月9日 

〇 防府商参館 20日落成式 

防府商参会の「商参館」は、総工費約10000円をもって本春4月同町栄町に起工した

が、この程竣工、   来る20日午前10時より盛大な落成式を挙げる。建物は近代建築

の粋をつくした和洋折衷、階上会議室、 階下はゆくゆく防府地方の物産陳列館に

当てる計画で、総坪数45坪 

【写真は商参館】 
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『大阪朝日 山口版』昭和10年10月22日 

〇 防府商参館 20日竣工式 

防府商参館はかねて新築中のところ落成、20日午前11時より竣工祝賀式を松崎小学

校で開き、山根会長の式辞、建設費20000円の内訳、事業報告、吉田県商工課長ほか

数氏の祝辞のち、盛宴を張つた 

【写真は防府商参会館】 

 
 

『関門日日新聞』昭和10年10月23日 

〇 防府商参会 落成式挙行 

【防府】卅有七年といふ県下稀に見る古い歴史を有し一糸乱れざる統制の下に躍進を続けてゐ

る防府商参会は、今春栄町三丁目に堂々たる会議所を建築中の処、工事完成して、既報の如

く二十日午前九時より新館階上に於て落成奉告会を行ひ、引続き午前十一時より松崎小学校

講堂に於て落成式を挙行した 

来賓吉田本県商工課長、武光■将軍、倉橋防府町長、弘中県議、在防諸官衙学校長、防府

町会議員等を始め、会員を合して五百余名列席、林幹事の開式の挨拶に次で、山根会長の式

辞、大村副会長の工事報告、設計並に工事監督♛永良昌氏に感謝状贈呈をなし来賓吉田県

商工課長、倉橋町長、弘中県議、武光少将、安部防商校長、藤本町議、安村相談役の祝辞あ

り、閉式直ちに宴会に移り大村中将発生の下に万歳三唱して午後一時散会した、新築建物は

近世復興式洋館建で総坪数120坪余、階上を会議室、貴賓室とし、階下を商品陳列室、事務

所及び応接室其他とし別に附属住宅及倉庫があって同町に一大偉観を添えへてゐる 
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２-2その他文献調査 

(1) 防府市史(1998年) 

・防府市史通史３近代・現代 P.176、177 

 

(2) ほうふ日報 

・平成 5年 7月 7日付けほうふ日報の「紙上写真展」に掲載されたもの 
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(3) 山口県の近代化遺産 (1998年山口県教育委員会編) 

・各論編 P.195に「宮市商参会館」が詳細に記載してある。 
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(4) 西日本新聞連載「やまぐち近代建築探偵」より 

・第 71 回は平成 19 年(2007 年)2 月 19 日「旧宮市商参会館～地域の商工振興を担う」として原

田が執筆した。参考資料は、福田東亞先生から頂いたものもある。 

旧宮市商参会館（第 71回）  所在地／防府市栄町 2-4-5  建築年代／昭和 10年（1935年） 

天満宮の町、防府。その門前町として発展してきた宮市（み

やいち）は、東西に伸びる旧山陽道沿いに商店が数多く建ち

並び、古くから賑わいをみせてきた地域である。この道筋から

少し南、店舗と住宅が混在する町並みの一角に、不思議な雰

囲気を持つ洋風建築を見つけた。 

一見銀行かと思わせるが、実は「宮市商参会」の事務所で

ある。この組織は、明治 31 年（1898）、天満宮の諸行事を助

け、あわせて宮市商業の発展をはかることを目的として設立。

その後、防府市に昇格した昭和 11 年（1936）に「三田尻実業

会」と合併し、全市的な商工団体として「防府商工会」となる。 

この建物は、合併の少し前の昭和 10年（1935年）に建設されている。堅

牢な造りは、一見鉄筋コンクリート造かと思わせるが、実は木造※1だ。表面

はモルタル塗り、その上に人造石※2を吹付けているので、石造風にも見え

る。柱６本を立て、等分割された柱間に上げ下げ窓がはめ込まれる。ポー

チ上部には櫛型、２階腰壁には矩形の、単純な幾何学的装飾がある。また

柱頭飾りのうち、真ん中の４本は鉄製の櫛型だ。形も材料も珍しいが、今は

かなり錆びている。全体的に禁欲的な印象を受けるのは、昭和 10年と言う

時代性か。それだけに玄関ポーチ床のモザイクタイルは、明るさが際立つ。

内部１階は、中廊下をはさんで左右に事務室。奥の階段を上ると、２階に会

議室と和室がある。事務室は木を生かした内装、上げ下げ窓、漆喰の天井

などがきれいに残る。 

昭和 15年には「防府商工会議所」となり、以後昭和 35年（1960）に会議

所が現商工会館に移転するまで、一貫して地域商業の発展振興を担って

きた。会議所移転後は、様々な業種の貸館として使用されてきたようだ。 

県内見渡してみても、こうした商業の拠点として機能した施設が残ってい

る例は、極めて少ない。また、防府の

地域商業発展の歴史を語る上でも、

重要な建物と言える。今後、コミュニ

ティの場など、新たな地域活性の拠点として活用できないもの

か。 （山口近代建築研究会・原田正彦） 

※1：防府市史にはコンクリート造とあるが、福田東亞氏らの調査で
木造と判明した。 

※2：土木・建築材料に用いる材料で、自然石に似せて人工的につ
くった模造石 

 
▲写真 1 外観 様式としてはセセッション 

 
▲写真 2 正面 

 
▲写真 2 玄関部 

 
▲写真 4 内部会議室 
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▲西日本新聞 2007年(平成 19年)2月 19日記事  
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〔参考資料３：実測調査写真〕 撮影者:原田正彦 2020.09.12日 
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〔参考資料４〕 まちのよそおいネットワーク・山口近代建築研究会について 

○ ＮＰＯ法人 まちのよそおいネットワーク 

正式名称「特定非営利活動法人まちのよそおいネットワーク」は、「山口近代建築研究会」の母体

である。任意団体としては 1992年から活動、2000年 3月に NPO法人として認可された。 

特に、「市民と共に進める景観まちづくり」を目的とした活動を行ってきている。 

◇目的 (定款による) 

(1)市民の自主的な住まいづくり及びまちづくりを推進するための普及啓発及び相談事業 

(2)市民の自主的な住まいづくり及びまちづくりに関する調査・研究活動 

(3)市民の自主的な住まいづくり及びまちづくりを推進するための人材の発掘、ネットワークづくり及

び人材の育成 

(4)情報誌の発行及び情報の提供 

(5)各分野の NPO との連携 

(6)その他この法人の目的を達成するために必要な活動 

◇ 理事長について 

〔初代〕福田東亜 (2000～2007 年度)／〔二代目〕東 孝次 (2008～2015 年度)／〔三代目〕 原田 

正彦(2016～現在) 

◇現執行体制 

〔理事長〕原田 正彦／〔理事〕東 孝次、山崎一夫、入江直子／〔監事〕 沼田 登／〔事務局〕十

河義典 

〔会員数〕現在 30名(別紙) 

◇主な実績・受賞歴 

・「手作り景観賞～市民が選ぶ街の景観」により、日本建築士連合会まちづくり賞受賞(1995年) 

・「山口県景観フォーラム～美しいやまぐちづくり」山口県と共催(2006～2008年) 

・「地域景観ワークショップ」を各地で開催(2008～2011年) 

・「山口県旧県庁舎及び旧県会議事堂創建 10 周年記念事業」を山口県・山口県議会と共催

(2016年) 

・「山口市都市景観賞奨励賞」受賞 (2018年) 

・「公共建築ツアー(山口市・下関市・宇部市・萩市)」山口県と共催(2015～2020年) 

○ 山口近代建築研究会 

当会は、「特定非営利活動法人まちのよそおいネットワーク」の下部組織、部会に位置付けられる。 

『建築から街の歴史と未来が見えてくる』を合言葉に、対象地域を山口県内全域として、特に近代

建築を巡る県内各地の様々な課題に取り組んでいる。 

建築ウォッチング、まち歩き、講演会、セミナー開催等のイベントは、これまで山口市、下関市、宇

部市、岩国市等で行っており、子供も大人も、民間も行政も、共に進めるまちづくりを目指している。

また、当会を中心に、建築学会や建築士会、他のまちづくり団体との連携を常に図っており、近代
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建築・町並み・景観を守り育てることの大切さ、素晴らしさを、様々な形で多くの市民、県民に広く

伝えてきている。 

◇目的 (会則による) 

(1) 山口県内の近代建築等の調査・研究活動 

(2) 山口県内の近代建築等の価値や魅力を広く県民に訴え、支持を得るための活動。 

そのための、タウンウォッチング・シンポジウム・講演会・出版活動など 

(3) 全国の近代建築研究関連団体との情報交換 

(4) その他、目的達成に必要な事業 

◇ 代表について 

〔初代〕福田東亜 (2000～2015年度)／〔二代目〕原田 正彦(2015～現在) 

◇現執行体制 

〔代表〕原田 正彦／〔事務局〕十河義典・水井啓介 

〔会員数〕現在 20名(別紙) 

◇主な実績・受賞歴 

・「山口近代建築セミナー」(2000～2006年) 藤森照信氏、長谷川堯氏、足立裕司氏など講師 

・「近現代建築マップ(山口市・下関市)」策定(1998年、2000年、2018年) 

・「山口県旧県庁舎及び旧県会議事堂創建 10 周年記念事業」を山口県・山口県議会と共催

(2016年)  

・「宇部市渡辺翁記念会館開館 80周年記念事業」を宇部市、村野建築を考える会等と共催(2017年) 

・「旧本郷村役場庁舎保存活動」報告会実施、保存要望書を岩国市教育長宛てに提出(2018年) 

・「山口市都市景観賞奨励賞」受賞 (2018年) 

・「(公社)日本建築士会連合会まちづくり賞奨励賞」受賞(2018年) 

・「(一社)日本建築学会中国支部 2018 年度中国建築文化賞 人物・団体部門」受賞(2019 年／

NPO まちよそ＆山口近代建築研究会) 
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NPO法人まちのよそおいネットワーク 会員名簿 
令和２年 5月現在 
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山口近代建築研究会 会員名簿 
令和２年７月現在 

番号 氏  名 勤  務  先 住  所 備 考 

1.  福田東亜 － 防府市 前代表 

2.  原田正彦 (一財)山口県建築住宅センター 山口市 現代表 

3.  沼田  登 ㈱Aki設計事務所 山口市  

4.  瀬口哲義 (有)大辰 小野田市  

5.  中川幸治 － 美祢市  

6.  佐々木俊寿 宇部工業株式会社 宇部市  

7.  山崎一夫 周南市役所 周南市  

8.  今村剛浩 ＩＲＡ建築設計事務所 下関市  

9.  水井啓介 山口県庁 山口市 事務局 

10.  十河義典 山口県庁 山口市 事務局 

11.  淺川  均 山口県庁 山口市  

12.  入江直子 山口県庁 山口市  

13.  山根由紀 山口県庁 山口市  

14.  東 孝次 循環する地域づくり研究所・主宰 山口市  

15.  岡村和典 Yau一級建築士事務所 山口市  

16.  金子敦子 ㈱金子工務店 山口市  

17.  廣澤洋子 北九州国際交流協会 北九州市  

18.  村上武利 ㈱巽設計コンサルタント 山陽小野田市  

19.  吉﨑智博 山口県庁 山口市  

20.  西坂弘行 － 下関市  

※「山口近代建築研究会」は、山口県の景観や町並みについて研究する「NPO 法人まちのよそおいネット

ワーク」のうち、特に近代建築の保存活用に興味を持つ会員 20名で構成される任意団体である。 

※「NPO法人まちのよそおいネットワーク」は２０２０年７月時点で、会員数 30名。 


