
 ２月の活動報告
 2. 2 (木)       模型体験講座 (ものづくり体験館 )

 2. 4 (土)       兵庫県立大学との協同講座 ( 姫路市市民会館 )

 2.15 (水)       第 21 回環境デザイン研修会 ( 姫路建設会館 )

                模型体験講座 (ものづくり体験館 )

 2.16 (木)    　 ＣＰＤ認定講習会

 　　　　        第 11 回構造学習会 (姫路建設会館 )

 2.23 (木)       ＣＰＤ認定事業

 　　　　　      建築相談 (姫路市役所 )

 2.25 (土)       ＣＰＤ認定研修会

                 研修見学会 (和歌山県高野山 )

 2.28 (火)       模型体験講座 (ものづくり体験館 )

お知らせ
■ＣＰＤ認定講習会　構造学習会 2017　受講生募集

　　 来年度も引き続き構造学習会を開催いたします。

　　　 (詳細は HP掲載の支部だより 2月号をご覧ください )

■姫路支部総会及び創立６０周年記念式典について

  　場所　姫路商工会議所

  　日時　平成２９年５月１３日 (土 )

         支部総会　  14.30 ～ 15.30

         記念式典　  16.00 ～ 17.00

         記念祝賀会　17.30 ～ 19.30

　　　(ご案内は4月頃に新ためて致します)

投稿募集
本誌コラムでは、会員のみなさまの参加を歓迎します。
会員を含む市民グループや建築関連団体との活動などでも

構いません。

全国にネットワークをもつ士会ならではの情報交流の場と

して積極的な投稿を常に募集します。

原稿　文章約 1600字以内、内容に準じた写真

原稿送付先　
メール　(西嶋宛 )nishijiman@if-n.ne.jp
郵送　　(公社 )兵庫県建築士会姫路支部

 　　　　〒 670-0953　姫路市三条町 1-31 姫路建設会館

*原稿は可能な限りメールでの受付とさせていただきます。

 ３月の活動予定
 3. 3 (金)       模型体験講座 (ものづくり体験館 )

 3.11 (土)       グランドゴルフ大会 (エコパーク網干 )

 3.15 (水)       第 22 回環境デザイン研修会 ( 姫路建設会館 )

 3.16 (木)       模型体験講座 (ものづくり体験館 )

              ＣＰＤ認定講習会

                  第 12 回構造学習会 (姫路建設会館 )

 3.17 (金)       模型体験講座 (ものづくり体験館 )ＰＤ認定講習会

 3.23 (木)       ＣＰＤ認定事業

 　　　　　       建築相談 (姫路市役所 )

１ ２月の活動報告・３月の活動予定
   お知らせ　

２ 事業報告

　　青年部会　研修旅行　 西脇聖嗣

３ コラム　

   「銀の馬車道」について 足立裕美子
４ 姫路建築探訪　
　　F.43-V.20　旧藤森家住宅
 福岡　憲昭・山本　薫

( 公社 )兵庫県建築士会　姫路支部会報
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表紙写真
　国宝　金剛三昧院　多宝塔
　　(青年部会　研修旅行より)
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「銀の馬車道」について不定期にシリーズで書かせていただこうと思い

ます。

　第 1 回目となる今回は、2 月に神戸新聞社より寄稿依頼があり、2017

年 2 月 26 日付紙面 7 面～オピニオン【見る思う】欄にて掲載されまし

た記事より転記させて頂きます。

　近年ではすっかり有名になった「銀の馬車道」ですが、現在も多く

の誤解のもと語り継がれています。その一つに、「銀の馬車道」は、「鉱

石を運ぶ」ために作られた道ではないのですが、最近のメディアでは、

「銀の馬車道は鉱石を運んだ道路」と位置付けて紹介されていることを

よく目にすることがあることです。「銀の馬車道」は、以下にて説明さ

せて頂いていますように、生野から製鉱所で『精錬された銀』を飾磨

港へ運び、飾磨港からは製鉱所で使用する品々や生活物資を運んだ『物

資輸送の道』です。

　今回は、このような誤解された情報を背景に書かせていただきました。

　建築士の皆様にも一読くだされば幸いです。

「馬車道の歴史 正しく理解を」　2017/2/26 ～神戸新聞より～

　今、「銀の馬車道・鉱石の道」が熱い注目を集めている。　

「銀の馬車道」は正式には「生野鉱山寮馬車道」と呼ばれ、１８７６（明

治９）年に完成した。生野銀山から飾磨港まで約４９キロに及ぶ馬車

専用道路で、「日本初の高速道路」であることは多くの人に知られると

ころである。そしてそれは、明治新政府による生野銀山近代化事業の

一環として、「物資輸送の効率化と経費節減のために整備された」道で

あった。また、この「馬車道」の完成と同年、フランス人技師コワニ

エ氏の指導により生野に近代化の粋とされた「製鉱所（精錬所）」が完

成した。　

　文化庁の「日本遺産」認定申請が今月初旬に締め切られたが、中播磨・

但馬の６市町では「銀の馬車道　鉱石の道」を再度申請した。管内で

は官民挙げてさまざまな取り組みを計画中である。　

　「日本遺産」に認定されれば、「銀の馬車道」が大きく動きだす。し

かしその前に、中播磨から但馬地域をはじめ、県の財産であるこの「馬

車道」の成り立ちや意味を認識しておく必要がある。　　

　なぜなら「銀の馬車道」は「鉱石を運ぶために造られた道ではなく『物

資輸送』の道」であるのだが、さまざまなメディアにより「銀の馬車

道は鉱石輸送用の産業道路」と位置付けされそうな状況にあり、危惧

を感じているからである。　

　一般に、生野から「（製鉱所で）精錬された純度の高い銀」を飾磨港

へ運び、復路では「製鉱所で使用する品々や、生活物資を運んだ」と

される。だが、生野銀山で採掘した「（銀）鉱石」を運んだという事実

は見つからない。　

　しかし、これまで多くのメディアでは「銀の馬車道は鉱石輸送用の

産業道路」うんぬんと記述されてきた。官公庁によって発行されたパ

ンフレットにおいてさえ、鉱石を運んだ馬車の挿絵がなされたりもし

ていた。　

　恐らく、それは、同時代に「明延・神子畑（みこばた）〜生野」間

に開通した「『鉱石』の道」と混同されたためと考えられる。「日本遺産」

認定に向けて、生野を核とした「鉱石の道」との連携はもちろん大切

であるが、それぞれの「道」の持つ意味は全く違うのだ。　

　「銀の馬車道」はやがて１８９５（明治２８）年、播但鉄道の開通に

よりその役目を終えるが、直前の９２年に、大阪に精錬所が建設され

ていることが記録に残っている。特筆するとすれば、このわずかな期

間は「銀の馬車道」において「（銀）鉱石」が運ばれたかもしれない。　

　いずれにしても、明治期に整備された「二つの道」の原点を明確にし、

史実と忠実に向き合いながら、まちづくりに取り組まれることを願う。　

　「日本遺産」認定後に「銀の馬車道」が運ぶものは、未来への「夢」と「希

望」であるから。　　

銀の馬車道ネットワーク協議会運営委員

株式会社環境設計　足立裕美子

　コラム　「銀の馬車道」について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｃｏｌｕｍ



【主屋の概要】

昭和 14 年度　新築

個人住宅において「田の字プラン」からプライバシー重視の個室を設ける平面プランに変遷する過渡期の住宅。

【別館（旧産殿）の概要】

昭和１０年に賀陽宮恒憲王妃敏子殿下の第五王子出産のための産殿を昭和 14 年度に移築したもの。

 姫路市文化財課資料より

【感　想】

日頃は通らない道を車で走る時に、目につく建物や興味を惹かれる建物に出会うことがある。

以前取材した『固寧倉』などがその中の一つだが今回もそういう建物である。

ある日「位置情報。何かええの発見！（工事看板）文化財課に交渉してみます。」と不思議な内容のラインが福岡さんから入った。その看板には『旧

藤森家住宅茶室待合保存修理等工事』と書かれている。場所を地図で確認すると「あの敷地だ！」と思い当たる場所である。

その敷地は、北側に和風木造塀、南側に洋風ＣＢ塀が施工されている為に一つの敷地だとは思わなかった場所であり、気になる和風の建物が存在して

いる敷地であった。

北側の門から敷地内に入り玄関に向かう。玄関前で文化財課の方に少し話を聞いたところ、この敷地内には主屋、別館、居宅、茶室とその関連建物の

建物が現存しており、玄関からまず敷地内で一番古い別館を見学する。廊下に立つとデザインされた明り取りが目立つドアが目に入ってくる。

そのドアを正面にし左手に廊下を兼ねた広縁を歩き二間続きの和室に入る。第一印象はシンプル。

本当に華美な装飾は一つもない。しかし、品の良さは伝わってくる。

この建物、以前見学した『望景亭』の場所に「賀陽宮恒憲王妃敏子殿下の産殿」として建築され、出産を終えた後は、解体されるのが常であった時代

のものが現在の場所に昭和 14 年に移築された本来この世に存在していないはずの貴重な建物である。貴重な歴史に触れ感激である。

廊下（ここにもきちんとデザインされた照明器具が目に入る）に戻り玄関前から主屋へ向かう。

そして主屋の少し不思議な空間の和室へ。何が不思議かというとガラス戸の入った棚（押入？）があるのだがこの棚は厨房からも繋がっている部分が

あり、料理を直接この和室に運ぶ使い方をしていたのか？

ガラス戸なので飾り棚ように使用していたのか？そもそもこの和室の用途が分かっていないとのこと。

不思議な空間である。

この和室を出て、玄関に向かう。ここで「えっ？玄関？」実は、先程まで玄関と思っていたのは勝手口であり、南側に本来の玄関が存在していた。こ

の玄関、昭和初期の時代に設計者が携わった住宅らしく、シンプルでいてきちんとデザインされ、デザイン系の住宅雑誌に掲載されていてもおかしく

ないレベルの玄関であり、続く応接間も壁は白いリシンの様な壁、床には組子のフローリング、マントルピースと憧れの空間が。

和室も二間続きで、欄間もシンプル、品がいい。この欄間を見て、この建物の至る場所に「竹」がデザインに用いられているのが分かってきた。廊下

の照明器具、和室の灯り採り窓の格子、欄間等に「竹」が使われている。この後はゲーム感覚で「竹」を見つける度に宝物（現在ならモンスターか？）

を見つけた様な気になる。

この和室もシンプルな意匠で飽きることのない空間、二階も和室二間続きだが二階は客室として使用されていた為に少し意匠が凝っている印象を受け

るがこれも華美ではない。非常に落ち着きのある空間が続く住宅である。

この住宅で一番驚きの声が出たのが一階の広縁。構造躯体の木の組み方等興味は尽きないヶ所があり、木製のガラス引き違いの掃き出し窓の框の細さ

等は「細いなぁ！」と大きな声が出るほどで、このガラス窓の意匠的な重要性は外部から見ることで、さらに大きな声で驚くことになる。

庭から広縁を望む、ガラス掃き出し窓の框が見えない（実際には見えているが一目では認識しにくい！）。

福岡さんが「えっ？広縁の窓って、ＦＩＸやったかなぁ？」と近くに確認しに行く位に細く驚きである。

実は今回の建物は昭和 14 年のもので一番古いものでも昭和 14 年に移築されたもので厳密にいうと「古建築」とは言えないかもしれないが大変貴重な

建築物に成りうるので、当日は姫路市文化財課の担当者の方に無理を言い取材させていただいた。この住宅は、まだ文化財指定を受けていないとのお

話。ぜひ文化財指定となりきちんと後世に残していただきたいと思った。

担当者の方が「きちんと残して近隣住民の方に利用開放できる様に整備していきたい。」と言われ、今後色々な用途の使い道を考えていらっしゃるよ

うで、これからの文化財はただ残していくだけではなく、近隣の住民が中心となり建物を利用して、愛着を持って管理していき後世に渡していくとい

う新しい形のものになりそうで何かお手伝いできないかと思いながら茶室へ向かう‥　　　　 次回へつづく

　姫路建築探訪　File.043　古建築 Vol.020　旧藤森家住宅 写真・文：福岡 憲昭・山本 薫　

 名　称：旧藤森家住宅（きゅうふじもりけじゅうたく）

 所在地：姫路市船橋町３丁目２

 敷地内の構成：主屋・別館（旧産殿）、茶室、その他関連建物、居宅、庭園

 敷地面積：2,003.70 ㎡（約 600 坪）

 延べ床面積：451.88 ㎡（約 136 坪）

 ※未公開（公開に向けて準備中）

旧藤森家住宅（北面外観）

応接間（主屋１階）和室８帖（主屋１階）

座敷（主屋１階）

和室８帖（主屋２階）

広縁側外観（主屋）

別館（旧産殿）

玄関（主屋１階）

広縁（主屋１階）

玄関ポーチ（主屋）手洗場（主屋１階）縁側（別館）廊下（別館）

座敷（主屋１階）

別館外観

主屋の廊下部分の外観
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