
事　例

　横浜市に特に多く点在する特徴的な住宅形式「洋館付き住宅」が消滅する一方
である現実を踏まえ、洋館付き住宅に関心を持ついくつかの団体の有志により設
立された。洋館付き住宅の歴史的・文化的・教育的価値を捉え直し、いかに後世
に、地域に残していくかという文化継承の課題に取り組んでいる。また単に資源
の保存というだけでなく、現代の生活者との橋渡しを行うべく活用、啓発などの
視点も盛り込み、保存・改修コンサルティング、勉強会、講演会、展示会、見学
会、広報誌発行、ホームページの開設、外部団体との協働といった実践的な活動
を積極的に進めている。

　1998年、建築事務所協会と各区が共同で開設した「よこはま身近な街づくり
を考える会」によって、市内の洋館付き住宅の目視調査が行われ、また同年、保
土ヶ谷区の街づくり団体「保土ヶ谷400倶楽部」により、鶴見・神奈川・保土ヶ
谷区の洋館付き住宅のヒアリング調査が行われた。1999年、この2つの活動の
有志が「よこはま洋館付き住宅を考える会」を結成し、一般市民の新会員を巻き
込んで、横浜市内及び周辺地域の洋館付き近代住宅の所有者に対し、住み続ける
ための支援活動を行うと共に歴史を活かしたまちづくりに寄与するための活動を
行い、講演会・展覧会やシンポジウムなどの啓発活動、洋館付き住宅の保存改修
に向けての調査・設計等を展開している。

　洋館付き住宅の調査、保存、啓発、広報の活動全般を網羅すべく、以下の活動
を実施した。
•データベースの整理と充実化：横浜市内9区を対象に洋館付き住宅のデータベ
ースを作成
•見学会の開催：神奈川区及び港北区での公開型の見学会
•保存改修コンサルティングの実施：情報提供、コンサルティング業務
•教育プログラムの実施：小学生を対象に、大正・昭和の暮らしを体験するワー
クショップ
•保存改修支援情報誌の作成：YYJKハンドブックの出版

　建築、都市計画、デザインといった専門分野の会員が多数参加し、実践的なコ
ンサルティングを行える業務能力を有しているとともに、他分野にわたる人的ネ
ットワークに特色があり、特に歴史的建造物の保存改修の分野で卓越した技術を
持つ設計者や職人などとの強力な連携体制を持つ。それらをもとに、建築や街づ
くりをハードとソフトの両面から提案することに重点を置いている。

出典：
「横浜市内における洋館付き住宅の保
存支援活動および歴史を活かしたまち
づくりに寄与する啓発活動を通したま
ちづくりの展開に向けた調査報告書」
H16.3　よこはま洋館付き住宅を考え
る会

よこはま洋館付き住宅を
考える会

洋館付き住宅に関心を持ついくつかの市民団体や横浜国立大学の有志
による一年間の活動を経て、「よこはま洋館付き住宅を考える会」が
発足。洋館付き住宅に長く住み続け、地域資源として保存することを
目的に活動しており、この調査では、洋館付き住宅のデータベース作
成、見学会・ワークショップ開催、保存改修コンサルティング、ハン
ドブックの発行などを行った。
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活動の背景　洋館付き（近代和風）住宅の沿革1

　横浜市の中心及び郊外地域は、明治以降に大きく発展
を遂げた街である。中でも旧中心市街地である関内地域
とそれに隣接する山手地区は、開港場として多様な歴史
的背景を持ち、日本の近代史上でも重要な地域であると
いえる。それ故、この地域においては、行政・市民が一
体となって歴史を活かした街づくりの活動に古くから取
り組んでおり、多くの近代遺産が保存活用されている。
　一方、横浜市の中心市街地を囲む効外部に目を向ける
と、横浜や東京の近代化を支えた人々が居住していた住
宅群が多く点在している。大正～昭和初期に、日本経済
の発展と共に中・上流階級のための居住地または別宅地
として開発された住宅地である。戦火を生き延び、バブ
ル経済の急激な変化にさらされながら、今も尚、横浜ら
しい緑豊かでモダンな景観を維持している地域も少なく
ない。個々の住宅に目を向けると、玄関脇に一間の洋館
を付属した住宅が多くある。材料・作りが大変良質であ
り、家としての格式も高く、よくメンテナンスされ、親
子3代に渡って住み続けられている。また、150～200

坪という敷地規模の宅地が多く、大きく育った庭木が住

宅地景観に潤いを与え続けている。戦後の住宅が次々と
姿を消していく中で、70～80年も住み続けられている
これらの住宅は、省資源化を推進する社会的側面から見
ても、これから我々が住まいづくりを進める上での良い
手本となる要素を数多く持っている。当会では、このよ
うな背景及び形態的特徴を持つ建築を「洋館付き住宅」
と呼称し、扱っている。

1 洋館付き住宅と横浜

　前述したように、多様な観点から重要な地域資源と考
えられる「洋館付き住宅」だが、戸数は確実に減少傾向
にある。新たにこうした住宅が建造されることがない中
で、現存するものを一戸でも多く残すことでしかこの減
少傾向を食い止める方法はない。しかし、難しいのは社
会的な価値はありながら、あくまで個人の住宅＝個人財
産であり、最終的に残すも生かすも所有者の意思次第と
いう点である。歴史的・学術的価値、耐久性、エコロジ
ー、美観等優れている点がある一方、住宅の老朽化の進
行で、改修ではなく解体／新築を選ぶ所有者は少なくな
く、結果として消失・滅失が進行する。愛着から、ある
いは財産として仮に残したいと思っても、どうしたら良
いのか分からないのが現実であり、発展的に残す方法論
とサポート体制が求められていると考えられる。
　一方、この分野においては、街づくり行政・文化財行
政方面でのサポートがほとんど行われていないのが現状
である。文化財行政の対象となるためには、学術的価値
の証明が不可欠であるが、横浜の郊外の住宅では古民家
（農家）や一部の大豪邸を除いてはほとんど未調査であ
ると言っても過言ではない。個々の住戸の価値のみなら

ず、洋館付き住宅の群としての歴史的景観の価値を正し
く評価し、保存・環境維持に向けて所有者をサポートし
ていくには、現在の相対的評価を軸とする建築史界や文
化財行政の体制では限界があると言わざるを得ない。
　他方、「昭和 30年代ブーム」といった社会的トレン
ドで、各地に戦後の復興以降、高度経済成長期以前の町
並みを再現した各種エンタテインメント、商業施設が作
られ、昭和の雰囲気がある種の「癒し」「レトロ」なも
のとして再評価されている。また、近年雑誌等の取材、
映画やテレビ番組のためのロケーションに関する問合せ、
ならびに古い住宅（築 50年～）に住みたい人々の問合
せも当会へ寄せられるようになり、洋館付き住宅に限ら
ず、古い住宅の持つ独特の特徴、雰囲気を積極的に求め
るニーズもみられ、アドバイスを求める潜在ニーズが存
在する現実を物語っている。
　こうした社会的ニーズを積極的に解釈しつつ、今求め
られていることは何か。
①所有者に対しては、建物の老朽化や周辺環境の変化が
進む中、建物の重要性を説くとともに、住み続けられ
るサポートを行う。

2 現在の「洋館付き住宅」をめぐる状況

写真1
典型的な「洋館付き住宅」の特徴をもつ横浜市根岸・旧柳下邸
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②古い住宅への居住を希望する一般の人々及び情報を求
める団体に対しては、専門的な調査・研究に基づく具
体的な情報提供、技術提供を行う。
③一般の人々、特に地域市民に対しては、洋館付き住宅の
認知度を高め、理解とサポートを広くアピールしてい
く。

　総じて古いものを残すことが困難な時代にあって、上
述した項目を実施していくことは急務であり、今取り組
まなければその歴史が消失してしまう虞がある。洋館付
き住宅とその周辺環境を「生きた地域の財産」として未
来へ継承していくためには、積極的な行動が必要になっ
ている。

活動の経緯と目的2

　1998年、建築事務所協会と行政各区の建築課が共同
で開設した「よこはま身近な街づくりを考える会」によ
って、市内全域の目視調査が行われた。同年、保土ヶ谷
区の街づくり団体「保土ヶ谷 400倶楽部」によって、
鶴見・神奈川・保土ヶ谷区の洋館付き住宅のヒアリング
調査が行われた（この調査はハウジングアンドコミュニ

ティ財団の委託調査で行われた）。また、この 2つの活
動と連携して、横浜国立大学建築学教室（指導教官：大
月敏雄）による研究論文（修士論文：渡辺淳一氏）が作
成された。
　以上の活動の中から有志によって結成されたのが「よ
こはま洋館付き住宅を考える会」の始まりである。

1 活動の経緯

　洋館付き住宅という資源を再評価し、その保存につな
げるためには、住宅そのものの研究を進め、その特徴を
明らかにするとともに、これを広く人々（ひいては行政）
に伝えていくことが肝要である。そこで、当会では洋館
付き住宅の現況や特徴の「調査」、所有者へのコンサル

ティングを通して進める「保存」、実際に資源を体験し
学ぶ「啓発」、および上記で蓄積された情報を発信する
「広報」の分野を網羅すべく活動を行っている。具体的
には以下の7項目を会の活動の柱としている。

2 目的

図1　当会の成り立ち

よこはま身近な街づくりを考える会
（建築事務所協会＋各区建築課〈行政〉）

有志・一般市民の新会員による
「よこはま洋館付き住宅を考える会」発足

保土ケ谷 400倶楽部 横浜国大建築学教室

共同研究

1999年1998年

図2　会の活動の柱とねらい

ホームページの公開 コンサルティング

データベース構築見学会

イベントの開催会報の発行

月例定例会

調査

啓発

広報

保存
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活動の内容と成果3

1）データベース概要
　横浜市鶴見、港北、神奈川、保土ヶ谷、西、中、南、
磯子、金沢区計 9区内に現存する洋館付き住宅を探し出
す特定作業を踏まえ、所在地、居住者、規模、外観仕上、
建物特徴、築年、敷地特性、居住者直接聞き取り（築年
確認、使われ方、建物維持、近辺環境の変化等）につい
てデータベース化し、分布状況、居住者及び一般への住
宅文化的啓発活動や、居住維持継続支援等の基本資料と
して活用している。これにより、時間の経過と共に滅失
する洋館付き住宅の記録を残し保つがことができ、さら
に調査するなかで、会員の建築的研鑚を深め、支援する
際のフィードバックとしても、一般への啓発活動への活
用の意義は大である。
　データは基本データと所在地プロットデータから成る。
基本データは上述した内容のテキストデータ及び記録写
真をデータベースソフトに入力、個々のシートを作成す

る。所在地プロットデータは、直接白図に戸別にプロッ
トし、地域的な分布をみる。

2）データベースの現状・成果及び課題
●データベースの更新、充実
　調査地域の拡大として、港北区と中区地域はそれらの
区全域までの調査が至っておらず、拡大悉皆調査を予定、
または継続している。
　金沢区、南区の 2地区は新規調査対象地として悉皆調
査着手及び継続中、その他各区においても滅失建物があ
るものの現存特定登録数は緩やかではあるが増えており、
2002年時の約 180数棟より、2004年 2月現在約 290数
棟へと登録数を増やしている。
　年 1回程度の登録建物の現存確認も、欠かせない特定
作業である。データベースの正確さを得るため、地区担当
者以外の視認も必要とされ、修正または更新を重ねている。

1 データベースの整理と充実化

　今回の委託調査を活用し、当会では次の 5つの項目を
実施することとした。結果的に活動全般を整理し、有機
的な再統合が行われた。

図3　基本データ及びヒアリングデータのサンプル
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●データベースの成果と課題
　データベースの充実、更新はあるものの、まだまだ聞
き取り調査への踏込みが少なく、居住者よりの建築年確
認に至らないデータベース登録建物が多い。そのためデ
ザイン、様式や使用材、仕上材の風化具合、佇まい等で、
培われてきた経験と感性に頼る築年代の推定が多くなっ
ているが、推定できるだけの経験がついてきているのは
大きな成果である。
　さらにもう一歩踏込み、居住者または所有者の了解を
得て、詳細調査として、写真記録、間取り採録、意匠的
採録、構造的調査を行い、貴重な資料として、当会のみ

表　分布地区と確認棟数（2004.2現在）

ならず、近代和風住宅研究者の大きい財産として活用を
図っている。ごく最近、鶴見区内の現居住建物、神奈川
区内の解体予定の秀逸な洋館付住宅の詳細調査を終えた
ばかりである。今後の調査予定として、やはり神奈川区
内にある、他所より移築された珍しいケースの住宅があ
がっている。
　最近、他活動団体と共に、または単独で、横浜以外の
周辺都市に現存する洋館付き住宅の実地見学や、資料収
集も併せて進め、フィールドを広めて参考にしている。
　当会の長年の活動による効果も現れ、行政との積極的
な提携も検討中であり、データベース等の提供も含め、
残すべき洋館付き住宅を行政と共に考え、実現すべく努
力している。そして現在、市の歴史的建造物、市指定有
形文化財の近代和風、洋館付き住宅である旧柳下邸との
共催イベントを数多く持ち、当会活動の発表場所として
も、実地の良き教材としても活用している。
　さらに、このデータベースを元に、洋館付き住宅居住
者に対して会報等を送っており、「顔の見えない」居住
者に対する呼びかけの窓口となっている。今後はこうし
た所有者の「顔が見える」ようになり、生の声としての
ヒアリング情報の充実が課題である。

区 棟数 主な地名

鶴見区 62 寺尾、岸谷、寺谷の丘陵地

港北区 46 菊名、妙蓮寺、篠原の丘陵地

神奈川区 43 白楽、松ケ丘、白幡の丘陵地、六角橋の谷戸部

保土ケ谷区 35 桜ケ丘、初音ケ丘、月見台の丘陵地

西区 9 野毛の丘陵地

中区 36 山手地区、本牧と根岸の旧臨海部

磯子区 47 磯子、森町の丘陵地及び谷戸部

その他 20 南、港南、金沢区

合計 298

図4　分布図のサンプル

　見学会は横浜市内の対象の区を選択し、一般公開型で
開催している。今回は神奈川区及び港北区地域で行った。
天候にも恵まれ、これまで最大の見学者が集まった。そ
の概要は以下の通りである。

〈日程〉
平成16年2月15日（日）10：00～16：30

〈参加者（20名）〉
当会顧問：関東学院大学人間環境デザイン学科教授

水沼淑子先生

会員：8名
一般参加者：三鷹、川崎、埼玉、都内、湘南方面より10

名、途中参加1名
〈コース概要〉
東白楽～白楽～白幡西町～白幡上町～白楽～六角橋1丁
目（一部K邸内部調査下見、聞き取り）～篠原西町（T

邸内見学）～篠原台町（M邸庭園拝見）～白楽～六角
橋3丁目～斉藤分町～東白楽
〈見学対象建物〉
計32棟　距離　約12km

2 神奈川区・港北区見学会の開催
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〈コース見学経緯〉
　見学コースは、明治末市電、大正初東急東横線開通以
来の下町地区から起伏の大きい白幡、篠原方面の住宅地
と神奈川大学近辺住宅地等の変化に富んだ地域の洋館付
き住宅を巡るものである。
　顧問の水沼先生の紹介で、途中のK邸の内部調査下見、
聞き取りのための一部会員による訪問が実現、かねてよ

り当会が改修に携わっている洋館付き住宅のT邸の内見
も合わせて実施した。コース途上、地誌的説明、洋館付
き住宅発生の背景、特徴、歴史等を織り混ぜながら、地
元の人間のみ知る細い路地にも入り込み、できるだけ内
容豊かになるよう心がけた。
　参加者からは、多くの洋館が残っていることの驚きと、
オーナーの意識の差によって現在の状態が全く違うもの
になっていることが指摘された。
　次回は、最大の現存棟数を誇る鶴見区の丘陵地を散策
してみたいと考えている。

　データベースにある住宅の所有者を対象とし、改修工
事のコンサルティング、関連した情報の提供、行政との
調整、補助金の申請など、長く住みつづけるための支援
活動を行っている。

●保存啓発活動
　当会は発足以来、洋館付き住宅の所有者を対象に様々
な情報提供を行い、永く住み続けるための啓発活動を続
けている。会報や刊行物の送付、学習会や見学会の開催
を通じ、保存改修に向けて以下のような点に留意しつつ
所有者にわかりやすく解説するようにしている。
•建物の歴史的価値の認識
•技術的課題の把握
•改修コストの把握
•行政の支援制度の紹介　等

●コンサルティング業務
　現在までに横浜市内の 4棟の住宅の所有者から依頼を
受け、保存活用に関する調査・コンサルティングを行っ
た。そのうちの 2棟については、現在継続的に改修支援
のコンサルティングを行っている。コンサルティング業

務は以下のように進めている。

①ヒアリング
　対象の建物の築年代や経歴等及び所有者の情報をヒア
リングし、基本的なデータシートを作成する。
②現況図の作成
　建物の実測調査を行い、現況の平面図、立面図等を作
成する。また、老朽化の調査も同時に行う。建築系大学
の研究室と協力して進める。
③基本計画の作成
　所有者の要望を踏まえた上で、建物の歴史的価値を損
なわずに改修して住み続けるための改修案を作成する。
また、概算コストの試算を行う。
④実施設計、業者手配
　プロの一級建築士（会員）に委託し、基本計画を踏ま
えた実施設計を行う。また、各種支援制度等の導入を行
う場合は申請業務を行う。加えて、会と協力関係を結ぶ
文化財改修の専門業者を紹介し、見積書を作成する。
⑤設計監理、現場お手伝い
　工事中の設計監理を行う傍ら、会の体験活動としてイ
ベント的に協力できる部分をボランティア活動として協

3 保存改修コンサルティングの実施

写真3　洋館付き住宅をめぐりながら街歩きを楽しむ参加者写真2　T邸訪問
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力する。（瓦洗い、コンクリート打、古いガラス、建具
集めと提供等）

●活動の成果
　現在市内の 2棟については、当会が実際にサポートし
ている。毎週現場を訪ね、施主及び業者の作業調整を行
っている。従来の工法、技術、素材とは違うものが多く、
時間のかかる仕事だが、施主や業者との連携を図りつつ、
改修完了に向けて無理のない範囲で着実に進めている。

コンサルティングに至らない場合でも、実際に住宅に触
れるという点で、貴重な家屋の解体の情報が大学関係者
や会員から寄せられた際、作業協力を申し出、お手伝い
をしている。廃棄されるもののうち、希少かつ再生不可
能な部材（ガラス、建具等）の保存、記録も併せて行い、
調査の重要な資料として蓄積している。この相談業務は
改修の実施まで地道に続けられるが、その間に得た様々
な経験は洋館付き住宅の特徴を抽出する上でも重要な情
報を提供してくれる。

写真5　解体工事のため、屋根に登る会員写真4　会員による居住者へのコンサルティングの様子

　良い住まいの環境を皆の財産としてつくり、未来へ継
承していくことの大切さを伝える教育（住環境教育、建
築文化教育）は、残念ながら日本は欧米に比べ大幅に遅
れをとっていると言わざるを得ない。当会ではこのこと
がまちづくり、住環境づくりにおける最も根本的な問題
であると認識している。
　今後は当会の活動の一環として、地域の財産である洋
館付き住宅を通じて、学校教育（特に小学校から）のプ
ログラムを市内地域の学校と連携して行う予定である。
現代の住環境が失いかけている、空間構成、素材感、触
感、匂いを持つ大正・昭和の暮らしに触れることは、子
どもたちの豊かな五感を体験的に養う上で効果が高いと
考えられるからである。
　以下は、本調査協力業務の期間内に実施された教育プ
ログラムの報告である。

〈テーマ〉
教育プログラム「昭和にタイムスリップ～めいちゃんち
であそぼう～」
〈日時・場所〉
平成16年2月14日（土）　於横浜市指定有形文化財　根
岸なつかし公園・旧柳下邸

〈主旨〉
　地元小学生を対象に、大正・昭和の暮らしを体験する
ワークショップを開催した。
　大正時代に建てられた洋館付き住宅の空間に子どもた
ちを集め、その場の空気や明るさ／暗さを実感してもら
うとともに、大正・昭和初期の生活用具を活用し、地域
の人々や文化に親しんでもらうことを目指した。
〈運営方法〉
　今回は神奈川総合高校の生徒、保護者、教員、さらに
その家族からもボランティアを募り、企画・立案・運営
などに参加してもらった。特に高校生有志数名には、企
画の立案、小学生への広報活動、当日の進行等の一連の
作業をメインで関わってもらった。
〈プログラム内容〉
　2部構成とし、第１部は「よみきかせ」を行い、第２
部は、グループ単位で回るスタンプラリー形式のワーク
ショップとして、折り紙、外国語体験、七輪で餅焼きな
どを行い、最後はひなあられと甘酒を交えた交流会で締
めくくった。
〈参加児童数〉計29名
1年生　2名／ 3年生　2名／ 4年生　15名／ 5年生　9名／
6年生　1名

4 教育プログラムの活用と実施
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●活動の成果
　当会の会員の発案で、横浜市の指定有形文化財である
良質な施設のそばにありながら、なかなか関係づくりに
及ばなかった地元小学校に働きかけ、両者を繋げること
ができたのは大きな成果であると言えよう。我々の取り
組みが若い人々の記憶に食い込むことができれば、それ
は大きな成果である。日ごろは縁のない、近代日本の有
形・無形の遺産を、具体的な事象を通して伝えていくの
に有効であることが確認できたと同時に、「総合学習」
のプログラム開発に対しても貢献する可能性を持つ。そ
の後の小学生及び教員の評判も高く、今後の課題も提出

され、継続的に行う意義と有用性を示している。
　また、今回のプロジェクトが実務的な面で高校生に任
され、遂行されたことは、この会の主旨が第三者にとっ
ても、理解しやすい、つまり普遍性を持っていると考え
ることができ、今後さらに多様な人材に当会の活動に関
わってもらうことで、別な視点からの展開が期待される。
　さらに、今回地元ケーブルテレビの取材が入り、思わ
ぬ広報活動につながった。メディアは良質なコンテンツ
を求めていることから、特徴のあるイベントを企画した
ときは、その内容を積極的にメディア各社に働きかけ、
記事にしてもらうことも今後は視野に入れるべきだろう。

〈報告〉　～参加学生の感想文より～
　畳の部屋で座布団に座っておじいちゃんと折り紙をする。春の
ぽかぽかお天道様の下、七輪でお餅を焼いて食べる。何気ない日
常のようで失われつつある風情のある光景を、お休みの日の午後
という時間を使いさりげなく再現できたと思います。子ども達が
縁側から居間に上がり集まってくる様子も、「集合」というより
も近所のおうちにひょっこり顔を出すかのような雰囲気でした。
実際に参加してくれた小学生は参加者名簿に名前のない子も多く、
進行としては多少戸惑いましたが、「みんな、おいでよ」といった、
オープンで肩肘を張らない感じが、子ども達としても参加しやす
かったかなと思いました。また、私たちがグループリーダーとし
て参加したことも、子どもたちが気張らずに元気にわいわい楽し
めたことに繋がっていればいいなと思います。
　プログラムに関しては、大人でも十分満足できるような内容で
あったと思います。子ども達は実際、あのプログラムの濃さに気
づいていなかったかもしれないけれど、今回の企画のよいところ
は、それを気づかせない「さりげなさ」だとおもいます。
　また、小学生からあつめたアンケート（約 30名分）にも、昭
和の雰囲気を楽しめたといったような感想が多く、目的や意図が
少しでも伝わったのかなと嬉しく感じました。特に、体験プログ
ラムを通して柳下邸のような大正・昭和の古い建物のつくり自体
にも興味を持ってもらえたようなので良かったと思います。
　運営ボランティアとして参加した私たちも、日常の時間に追わ
れる生活から離れて、ゆったりとした時間の流れの中に身を置く
ことができ、とても気持ちの安らぐ時間となりました。自分たち
のペースで運営を楽しめたのもみんな、会の方たちの入念な打ち
合わせや準備があったからこそだと思います。
　このワークショップは、一日限りの体験学習ではなく、子ども
達に新しい遊び場（学びの場）を提供できたという点でも大きな
意味があったと思います。参加してくれた小学生たちが、リピー
ターとなり、ほかの子も誘ってまた柳下邸を訪れてくれたらいい
なと思います。

写真6
体験プログラムの様子。上から折り紙体験、
七輪で餅焼き、外国語体験、朗読の時間
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　1988年に当会の前身の団体が一般向けハンドブック
を作成したが、その後、構成会員や組織の変化に伴い、
活動内容も新たな展開を見せその成果が蓄積されてきて
いる。そうした認識のもと、平成 15年末に成果をまと
めて社会に発信していく時期と判断し、ハンドブックを
新たに作成することになった。方針としては、専門性の
高い内容も含め、会の情報を集約、わかりやすく編集し、
ふつうの人でも楽しめるものを目指した。出版に際して
は、啓発的側面に重点を置いた。即ちこのハンドブック
を通して洋館付き住宅の歴史、背景、ディテールなどの
理解が深まれば、洋館付き住宅そのものへの愛着、ひい

ては地域の歴史的資源を大事にする思想が広がればとい
う願いがあった。これまで積み重ねてきた活動を 1つの
フォーマットに乗せて、一般読者を想定してまとめたこ
とは、広報的な意味でも、活動の集大成の明文化という
意味でも意味は大きい。今後このハンドブックが多くの
人の手に渡り、この会をアピールする重要なツールとな
るだろう。
　プロセスとしては、会報制作作業を踏襲したかたちで、
各会員がそれまでの活動や得意分野を活かし、以下の章
を分担し事務局でまとめた。成果物は平成 16年 6月頃
の出版予定である。

5 保存改修支援情報誌の作成　YYJKハンドブックプロジェクトの概要

〈タイトル〉
「洋館付き住宅の魅力　横浜の洋館付き住宅がわ
かる本」
1章　洋館付き住宅の特徴
　「洋館付き住宅ってなあに？」「洋館付き住宅の楽
しみ方」として、扱っている対象（洋館付き住宅）
の定義、用語解説および見所を初めに持ってくるこ
とで、まずは読者が対象について概要を理解しなが
ら、とっつきやすいような導入部とした。

2章　洋館付き住宅の発祥及び現状
　「横浜の洋館付き住宅の分布」では、当会データ
ベースを基に、主な区における洋館付き住宅の分布
状況を地図を使って紹介、併せて実存する住宅をイ
ラスト化し、その様々な表情が親しめるようなもの
にした。さらに、そうした分布についての考察も載
せている。
　「洋館付き住宅の発祥の歴史的背景」では、上記
で横の拡がりを見たのに対し、縦の拡がりとして洋
館付き住宅が生まれた大正末期～昭和初期という時
代性から、なぜ洋館付き住宅が求められたのかなど、

図 5　ハンドブックイメージ（初校）

その背景を探り、考察した読み物。

3章　大正・昭和の暮らし
　1・2章では、洋館付き住宅そのもの、あるいはそ
の周辺に注目したのに対し、ここでは広く大正から
昭和初期の世相、風俗を取り上げ、当時の雰囲気を
暮らしの視点からまとめた。内容もさることながら、
図版を多数取り上げ、「見て楽しい」ものを目指した。

4章　改修支援マニュアル
　当会が携わったコンサルティングの経験を基に、
洋館付き住宅にこだわらず古い家屋の特徴を解説し
ながらこれからの住まいづくりに実際に活かせるよ
うにと、ノウハウ形式とした。また、そうした家屋
の保存・改修のための具体的提案および関連する支
援策（行政による助成等）の紹介も載せた。

5章　YYJKの活動
　これまで会が行ったプロジェクトをリストアップ
し、その概要を掲載。会の歴史をまとめることで、
会の活動の PRとするもの。



景観の保全・形成

158

今後の展開5
　今後の展開としては、最初にあげた 7つの項目を地道
に継続していくことが基本となる。当会の成果はデータ
ベース等の長期的なもの、コンサルティング等の中期的
なもの、イベント等の短期的なものがあり、これらをう
まく成果として統合していくことがポイントとなるだろ
う。当会では、これまでの成果や課題を踏まえ、定例の
打合せのほかに、特に以下の項目について研鑚を深める
べく、新たな勉強会・フィールドワークの設定、開催を
積極的に進めていく考えである。

①研究活動
•分布の特徴と歴史的考察の継続
•ヒアリングデータの充実
•和洋折衷と住宅史
•意匠上の比較検討（間取りと立面のバリエーション）
•伝統技法と納まり（美しさと耐久性）
•洋風家具（「横浜家具」）の調査

②保存・改修支援活動
•支援スタッフの育成〔人材〕
•支援システムの確立〔組織〕
•法制、税制上の知識の強化〔資金〕
•設備の更新方法の開発（特に水廻り関係）〔魅力〕

③啓発・保存活動
•市民対象の公開勉強会の開催
•見学会の継続
•教育プログラム（「昭和の暮らし体験」を中心に）の継続
•会報、ホームページの充実と専門書の発行

　組織体制については、会の活動の活発化・複雑化、人
的拡大が今後さらに進むと考えられ、そうした諸般の情
報を整理、統合するため、事務局の充実が必要である。
平成 15年より試験的に事務局員が採用されたが、平成
16年度以降も採用を考えており、事務局機能の一層の
強化が求められる。


