
 山口市内 年代別近代建築ガイドマップ 

 

明治建築 大正建築 
昭和戦前

建築 
昭和戦後

建築 

２ 山口市菜香亭 

 
明治 10 年(1877 年)~大正、昭和増築/平成 16 年
移築/設計者・施工者 不詳 
山口市天花 1-2-7/木造 2 階建 

幕末期の藩庁移転に伴い、膳部職（料理責任者）であ
った斎藤幸兵衛が山口に移住して、迎賓館的な意味
合いを持つ料亭を開業した。その名にちなんで井上
馨が「菜香亭」と命名したと言われる。数度に渡って
増改築が加えられた近代和風建築であるが、明治期
の絵図によると一部洋館が併設された時期もあった
ようである。明治の元勲をはじめ、歴代総理大臣の 
書などもあり、歴史の重なりを味わうことのできる
建築である。 

１ 末宗家住宅(旧山口電信局) 

 
明治 6 年(1873 年) 
設計者・施工者 不詳 
山口市白石 1-2-2 
木造 2 階建/国登録有形文化財 

明治初期、山陽路の公共電信の整備に伴って設置され
た局舎。寄棟屋根を持ち、下見板張り、縦長窓ヨロイ
戸など、質素ながらもすっきりとした西洋館の美しさ
を見せている。西南の役の際、当建築物を舞台として
県当局が萩の乱を警戒して前線と交わした交信記銀
は今でも県文書館に保存されていると言う。 

３ 旧野村酒場 (山口ふるさと伝承総合センター) 

 
明治 19 年(1886 年)頃 
設計者・施工者 不詳 
山口市上竪小路 103 
木造 2 階建/国登録有形文化財 

明治 19 年に杉酒場として建てられたもので、主屋
は木造平入り 2 階建て桟瓦葺き。２階の大きな虫籠
窓と縦格子が印象深い。小屋裏部は和小屋組であり、
全体的には伝統的構法による和風だが、通りや北側
庭に面した開口部、そして内部の店回りはガラス建
具となっており、近代の工法を使用した近代和風と
言える。 
入口部は土間で大きな吹抜けがあり、その横は板張
りの事務室、後は基本続き間の畳敷きである。北側
の庭には酒樽を利用した茶室、なまこ壁のある蔵な
ど、見どころが多い。近隣の建物の中では最も早く
リノベーションされた建物である。 

４ 河村写真館 

 
明治 20 年(1887 年)頃 
設計者・施工者 不詳 
山口市上竪小路 103 
木造 2 階建塔屋付/県指定有形文化財 

市内に残る擬洋風建築の一つで、時計台風の塔屋が上に
乗ったユニークな外観である。正面の 3 連アーチ、バル
コニーなどの洋風の外観に対し、内部は和風で居室は畳
敷き、建具は襖が入っていた。県内で最初の写真館で、
毛利藩の砲術師範であった小野為八が渡米して写真術
を学び、帰国後建築したと言われている。 

５ 山口県旧県庁舎 

 
大正 5 年(1916 年) 
妻木頼黄、武田五一、大熊喜邦/大岩組 
山口市滝町 1-1/煉瓦造 2 階建/国指定重要文化財 

設計は、大蔵省臨時建築部の妻木頼黄の指導のもと、大
熊喜邦や武田五一という当時の一流の建築家たちが担
当した。新庁舎建替と共に解体が決定されていたが、昭
和 52 年、市民による保存運動の結果、両棟とも保存が
決まり、解体を免れたという経緯を持つ。現在は県政資
料館として活用され、昭和 59 年には国の重要文化財に
指定されている。県庁舎と議事堂が 2 棟共残っているの
はここ山口と山形だけである。 
口字型平面でシンメトリーなルネサンス式建築である
が、1 階 2 階ホール部分など内部意匠には当時ヨーロッ
パで流行していたセセッションの影響が何える。また玄
関列柱の柱頭部には和風の舟形肘木を模したデザイン
があり、明治期の西洋の模倣から脱却し、独自の意匠を
試みた当時の設計者の新しい息吹が感じられる。 

６ 山口県旧県会議事堂 

 
大正 5 年(1916 年) 
妻木頼黄、武田五一、大熊喜邦/大岩組 
山口市滝町 1-1/煉瓦造 2 階建/国指定重要文化財 

ルネサンス様式を基調とした左右対称の棟の中央部に小
さなドーム屋根を持った塔がのり、県庁舎よりも小規模な
がら独特の味わいを持つ。外観、屋根、柱頭、細部意匠な
ども県庁舎と類似しており、統一性が図られている。 
県庁舎と同時に昭和 59 年国の重要文化財に指定され、特
に議会関係の資料館として活用された後、平成 12 年度か
ら保存復原工事に着手、平成 17 年 3 月に竣工した。 
現在は県政資料館として一般公開され、特に格調の高い議
場は様々なイベントにも使用されている。その他、議長室、
議員控室等の意匠はグレードが高く、見所が多い。また、
一部耐震補強の構造を見せている部分もある。 

７ 山口博物館明治維新記念室 

 
大正 6 年(1917 年) 
藤本勝往(山口県営繕課)/清水組 
山口市春日町 8-2 
煉瓦造平屋建 

大正 6 年県立教育博物館が開館したのに伴い、維新資
料を収める記念館として敷地の南側に併設された建物
である。博物館本体は木造であったが、この施設は資料
保管の重要性から防火性の高い煉瓦造が採用されたと
言う。赤い煉瓦壁頂部の臥梁や窓枠上部のまぐさは白
い石で、色彩上のコントラストが美しい。また、表面に
はセセッション風の幾何学的装飾がなされている。屋
根全体は寄棟であるが、入口周りは切妻形式である。 

８ C.S.赤れんが(旧山口県図書館書庫) 

 
大正 7 年(1918 年)/平成４年(1992 年)増改築 
佐野友三郎(初代館長)・藤本勝往/大岩組 
山口市中河原町 5-12 
煉瓦造平屋建/国登録有形文化財 

幕末の藩の中心地、山口御茶屋のあった場所に明治 36
年最初の県立山口図書館が開館、蔵書の増大に伴ってこ
の書庫が建設された。昭和 3 年には図書館本館が春日山
に移設（10.春日山庁舎）。その後書庫は教育会館倉庫と
して使用されたものの、ほとんど放置状態であったが、
昭和 58 年頃市民グループによる保存運動が起こり、解
体を免れた。平成 4 年隣接する新館と共に小規模な公共
文化ホールとして保存再生され、現在に至っている。平
成 5 年 BELCA ベスト・リフォーム賞受賞。 

９ 旧桝本邸(山口住まいまちづくりセンター) 

 
大正 8 年(1919 年) 
設計者不詳/小山工務店 
山口市銭湯小路 17-1 
木造 2 階建 
銭湯小路・久保小路の角地に立つ小規模な洋館。隣の町
屋桝本邸と同一敷地で、和風・洋風の対をなす。外壁は
羽目板張りで、並んだ縦長窓が特徴。一時期理髪店など
にも使用されていたが、平成 10 年秋に市の住まい・ま
ちづくりセンターとして改修を受け、市民のまちづくり
拠点としての活用が図られている。 

13 山口県立博物館 

 
昭和 42 年(1967 年) 
坂倉準三建築研究所/間組㈱福岡支店 
山口市春日町 8-2/RC 造 3 階建 

県立博物館は大正 6 年に設立されたが、自然部門を総合
する特色ある地方博物館を目指して、昭和 42 年亀山文
化ゾーン内の公共施設としては最も早く建て替えられ
た。設計はコルビジエの教えを受けた坂倉準三氏の手に
なるものである。 
外観は当初木目コンクリートパネルによる打放しと石
綿セメント板の簡素でダイナミックな構成を見せてい
たが、改修とともに全面にタイルが張られ、印象が平板
なものに変わってしまった。内部展示室はスキップフロ
アが採用され、展示ゾーンごとに自然と上階へ上ってい
けるよう動線が工夫されている。 

12 山口県警察体育館(旧武徳殿) 

 
昭和 5 年(1930 年) 
山口県土木技師矢野/熊毛屋甚三 
山口市後河原片岡 
木造平屋建裳階付 

大日本武徳会の柔剣道場として建設され、戦後この会の
解散に伴って県に譲渡され、以後警察体育館として使用
されている。内部は中央の畳の間を板敷きの回廊が囲
み、木造ながら二層分吹抜けの大空間を持っており、天
井から下がる照明デザインも見所である。 
上部は切妻の大屋根で覆われ、周囲には裳層が回ってい
る。大寺院のような外観は国道からよく目立ち、市内の
歴史的シンボルともなっている。 10 山口県春日山庁舎（旧山口県立山口図書館） 

 
昭和 3 年(1928 年) 
山口県土木課営繕係 木下潔/大林組 
山口市春日町 
RC 造 3 階建 

後河原にあった旧県立図書館（8．書庫のみ残存）が老朽
化したため、大正 15 年東宮殿下（後の昭和天皇）が山口
を訪問されたのを記念して、防長先賢堂（11．）と共に春
日山山麓に建設されたのがこの新図書館であった。春日
山一帯を文化教育のゾーンとして総合的に整備する構想
は、都市計画的な走りとして注目される。 
正面の垂直感あるデザイン、外壁にはめ込まれたテラコ
ッタ、車寄せ柱頭の幾何学模様などが特徴で、文献では
「近世式(ジャマン・セセッション)」との記載がある。内
部は改修が繰り返されているが、階段室廻りや 3 階の講
堂の腰壁は大理石張りとし意匠は凝っている。またコの
字型プランで中央部にスキップフロアタイプの書庫があ
り、動線計画上もユニークなものとなっている。 

11 防長先賢堂 

 
昭和 3 年(1928 年) 

山口県土木課営繕係 木下潔/大林組 

山口市春日町 

RC 造 3 階建 

旧山口県立山口図書館（10．）と共に、天皇の行啓を記念
し、春日山を教育文化の中心地として整備する構想に基
づき建設された。郷土の先人を崇敬追慕することにより、
忠君愛国の精神を導くことを目的とした建物である。内
部には祭壇があり、「防長先賢之霊」の六文字の書かれた
題額が安置されている。RC 造ながら、外観は校倉造りに
見せている。また、正面の懸魚や蟇股の造形は緻密で、和
風の様式に忠実に沿ったデザインがなされている。 

14 山口県立図書館 

 
昭和 48 年(1973 年) 
鬼頭梓建築設計事務所/㈱大林組 
山口市後河原 150-1 
RC 造地上 3 階地下１階建 

旧山口大学が郊外に移転した後に計画されたこの図書
館は、マッシブな外壁の炻器質打込みタイルが印象的で
ある。以後、パークロード沿いの美術館、教育会館等の
公共施設は、同系色のタイルで飾られて行く。 
設計は前川国男の弟子の鬼頭梓で、図書館建築家として
数々の図書館を残した。この図書館は、他に文書館・視
聴覚センター・点字図書館の 4 つの施設を合わせ持ち、
個々の独立性を持ちながらも、巧みに一体化が図られて
いる。中央のトップライトを持った大きな吹き抜けの開
架式書庫ゆるやかなスロープでつながれる空間構成な
どは、建設後 50 年近く経った今も明るく新鮮さを失っ
ていない。設計者の並々なる意欲が感じられる作品であ
る。昭和 48 年 BCS 賞受賞。 
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