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第１節 国登録有形文化財「坂田医院旧診療所」建築概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．登録年月日  
平成 16 年（2004）7 月 23 日答申（11 月 10 日官報告示） 

 
２．所 在 地  
熊谷市妻沼 1420 番地 

 
３．概   要                         
坂田医院旧診療所は、内科・産科医院として昭和 6 年（1931）に建てられ、構造は鉄筋コンクリート

造、平屋建て、床面積は 216.72 ㎡で、玄関ポーチを付け、正面側をスクラッチタイル貼りとする洋風

近代建築である。医師の坂田康太郎氏が医院開設を発案し、東京・飯田橋にあった高山組が施工を担当

した。建築設計は高杉藤次郎氏による秀作である。 
 
４．平   面  
各部屋は、玄関ホール、受付・調剤室、応接室、待合室、診察室、分娩室、手術室、給湯室、レント

ゲン室、暗室、便所で構成され、主要な部屋を正面側に並べた続き間とするとともに、背面を明かりの

差し込む廊下とした機能的な配置となっている。なお、以前は北側に病棟、西側に主屋、南西側に新病

院があり、渡り廊下で結ばれていた。 
 
５．外   観  
外壁は、直線を基調とした歯形の凹凸装飾で、玄関ポーチに持ち送りを付けるなど、昭和初期のモダ

ンスタイルの意匠を見せる。 
 
６．内   部 
 内部は、壁・天井ともプラスター仕上げで、蛇腹は各部屋の意匠を変える。待合室には簡素ながら天

井飾りも付ける。造作材は床のフローリング・腰羽目板・建具・枠木、いずれも南洋材と見られる木材

を用いる。照明器具はアールデコの影響を感じさせる意匠で、ペンダントやブラケット、乳白色ガラス

グローブなど当初のものが残る。医院の内装であることから、いずれも華美なものではないが、当時の

流行を取り入れた端正なデザインでまとめられている。                           

  
7．地   図                      
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8．図   面 
 
（１）平面図 

 
（２）立面図 
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   立面図２ 
 

 
 
 
 
（３）断面図 
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（４）外構図  

 
 
 
 
 
（５）展開図１  
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展開図２  
 

 
 

 

 

展開図３  
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展開図４  

 

 
 
 
 
（６）矩形図・部分詳細図 
 

 
（以上、一般社団法人 埼玉建築士会大里支部作成） 
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第２節 国登録有形文化財「坂田医院旧診療所」建築に関する経緯と評価 
 
坂田医院旧診療所の建築概要と経過 
昭和 6 年（1931）に坂田康太郎氏が産科医院として建造した「坂田医院旧診療所」は、鉄筋コンクリ

ート造、平屋建て、外壁正面をスクラッチタイル貼りとする明治初期の地方近代建築の貴重な遺構とし

て平成 16 年（2004）に国登録有形文化財となった。康太郎氏は開業の傍ら町議会議員として活躍、そ

の後、息子である晃氏、孫の早苗氏に引き継がれ、旧妻沼町が購入し、合併後、熊谷市が管理者となり

現在に至っている。 
外壁のスクラッチタイルとは、タイルの表面を櫛引き平行の溝を作り焼成した様式のことであり、そ

の模様から簾（すだれ）レンガとも呼ばれている。室内には、受付・調剤室、応接室、待合室、診察室、

分娩室、手術室、レントゲン室などが残されており、主要な部屋を正面側（東側）に並べ、背面（西側）

には外光が差し込む廊下を配置している。 
内部は、壁・天井ともに、鉱物質を原料とした塗り方法であるプラスター仕上げが用いられ、柱や天

井の隅などに巡らした蛇腹（じゃばら）と呼ばれる帯状の構造は、各部屋ともに意匠を凝らしている。

床には楢材が、床と壁とのつなぎ目には松材が多用されている。天井には端正な形状を重視するアール

デコ様式の照明器具が当時のまま残されている。 
外壁の上部には、直線を基調とした歯型の凹凸装飾が見られ、玄関ポーチの両脇にはかつて幾何学的

な石膏レリーフがはめ込まれていた。 
現在、この建物は映画やドラマなどの撮影場所として使用されるなど、全国的な知名度を上げている。

平成 24 年（2009）度には保存修理工事が実施された。 
 

評価 
 当該建造物は、昭和 50 年代前半まで使用されていたが、近年、維持管理のため窓をアルミサッシに

取り替えるとともに、屋根防水工事も行われたため保存状況は良好である。基本的には、これまでに改

造もなく建設当初の状態を残しており、昭和初期の地方近代建築の貴重な遺構である。また、タイル貼

りの手術室や特殊な照明装置が残るレントゲン室など、各部屋の機能的な特徴も見られ、病院建築の遺

構としても興味深い。街道に面する敷地正面の引きを広く取り、玄関ポーチへのアプローチやスクラッ

チタイルを用いた瀟洒な外観を見せる洋館は、建設当初、妻沼町の家並みにおいて、医業とともに街に

近代化のシンボル的な存在であったといえよう。 
 
用語解説 
・鉄筋コンクリート造：鉄筋コンクリートを用いた建築の構造もしくは工法に由来している。英語の Reinforced-Concrete（補強された

コンクリート）の頭文字から RC 構造と呼ばれる。 
・平屋建て：1 階建て構造の建物。平屋造り。 
玄関ポーチ：建物の玄関前に構成される、壁から突き出た庇（ひさし）のある入口空間。入口の外観デザインにおいて西洋風の趣を与

えることが多い。 
・スクラッチタイル：タイルの表面を櫛引きして平行の溝を作り、それを焼成した粘土タイル。その模様から簾レンガと呼ぶ。 
・プラスター仕上げ：鉱物質の粉末と水を練り合わせた塗壁の仕上げ方法。坂田医院の場合、石膏を主材にした「石膏プラスター」の 
様式である。 
・蛇腹：建物の軒や壁の最上部などに帯状に巡らした、刳形（くりかた）のある部分。 
・腰羽目板：建築物の壁における板張りの一種で、同一平面に張った板を。板を張る方向によって横羽目と竪羽目と称される。 
・アールデコ：1910 年代から 30 年代に フランスを中心に流行した美術工芸の様式。単純・直線的なデザインが特徴。世紀末のアール・

ヌーヴォーは植物などを思わせる曲線を多用したものからの変容。 
・ブラケット：機械 部品同士を結合するための支持具・取付け金具。 
・ガラスグローブ：ガラス状の照明カバー。 
 
市報くまがや掲載記事 
   2013 年 8 月号 
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第３節 井田記念館の概要と井田友平 

               
南側（正面）                          東側 
  

建物の概要 
メヌマポマードの創始者で元衆議院議員の井田友平（1889-1965）の住まいであった主屋を昭和 32 年

（1957）に旧妻沼町に寄贈された。元来、井田家は弥藤吾にあり、寄贈時に現地へ移設された。建造物

としては、明治時代初期の建立と伝わり、その後に屋根などの改修が行われた。 
平屋建ての瓦葺きであり、庇の上には銅板葺きの屋根が配されている。東側に玄関を設け、西側の部

分では南に突出し建物全体として L 字の構造を形成している。南側の縁側には廊下があり、ガラス窓が

連なり配置されている。内部には茶室として使用できる畳敷きの部屋が配置され、炊事場などの部屋も

あり、当時の生活様式を彷彿とさせる印象を受けるものである。 
 主屋の南側には昭和 33 年（1958）に建立された井田友平先生像が置かれている。当初、この碑は弥

藤吾の氷川神社に建立されていたが、平成 4 年（1992）から 6 年（1994）にかけて当地の整備を機に

移設された。 
 
井田友平（1889－1965） 
明治 22 年（1889）3 月 17 日、旧弥藤吾村生まれ。幡羅高等小学校卒業後、上

京、石鹸雑貨商の見習いとなり、明治 43 年（1910）独立。大正 6 年（1917）純

植物性の「メヌマポマード」の製造、販売をはじめ、一時国内の 75％のシェアを

占める。東京都会議員を経て、昭和 21 年（1946）、衆議院議員に当選(日本自由

党)。後に、埼玉県妻沼町に井田育英会を設立し、地域の文化振興や慈善事業を進

めた。昭和 40 年（1965）10 月 31 日死去。76 歳。 
 
井田友平 関連史跡地図 

 
 
 妻沼行政センター 
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第４節 坂田医院旧診療所等の活用方策をめぐる考察 

 
第１項 坂田医院旧診療所の活用検討に関する緒論 
坂田医院旧診療所活用庁内検討会議（平成 23 年（2011）2 月 14 日設置）において、坂田医院旧診療

所及び井田記念館（以下「坂田医院等」と総称）の活用方策が、平成 24 年（2012）2 月に提示された。

その内容については同検討会議の事務局であった熊谷市総合政策部企画課から本市の施策上の指針とし

て、庁内への提供情報が行われた。この内容については庁外に対する報告資料では無いものの、その当

時における検討を把握する上でも有用の意味があり、妻沼地域の活性化事業との関連からも再度認識を

深めたい要素を多分に含んでいる。本稿ではその内容を再掲し、今後の坂田医院旧診療所の公開活用に

向けての新たなビジョンの一助となることを期している。 
  
 
第２項 基本的な考え方及び活用方策の概要 

坂田医院等は、地理的に、妻沼聖天山、能護寺（あじさい寺）、妻沼グライダー滑空場、荻野吟子記

念館、道の駅めぬま等を結ぶ周遊コースの中心に位置し、妻沼地区観光のエントランスゾーンともいう

べき立地条件を有する。この坂田医院等を含む区域を、重点的に整備することにより、観光地としての

妻沼地区の魅力を効果的に発信できるものと考える。 
 ただし、活用方策の立案に当たっては、財政状況等を勘案し、「できる限り現状を生かした形での活用 
を図る」という観点を重視した。 
 また、地元の力の有効活用の観点から、「阿うんの会」、「吟子の会」、「めぬまチャンネル」等の団体の 
活動に対し、市は側面から支援するスタンスをとることを重視した。 
 具体的な活用方策として、大きく分けて次の 3 点を掲げる。 
 
⑴ 【方策１】坂田医院旧診療所の一般公開等 

文化財としての坂田医院旧診療所に必要な修繕を行い、曜日限定

（土日・祝日）で内部の一般公開を行う。また、室内の一部を改装

（主に電気工事）し、ミニコンサートホールやギャラリーとして利

用可能な施設とする。 
⑵ 【方策２】井田記念館の活用 

井田記念館に必要な修繕を行うともに、胸像を移設し、屋内と庭

部分を併せて、小規模な催し物が可能な場所として活用する。活用

については、これまでの経緯を尊重し、地元主導によるものとする。 
⑶ 【方策３】妻沼観光の拠点－レンタサイクル整備の検討 

坂田医院等を、妻沼地区観光のエントランスゾーンとして、具体的には、レンタサイクルの拠点

として整備する方向で検討する。 
 
 
第３項「【方策１】坂田医院旧診療所の一般公開等」について 

⑴  坂田医院旧診療所の活用 
   坂田医院旧診療所は、平成 16 年（2004）7 月に国登録有形文化財に指

定された。 
   建造物である国登録有形文化財の登録件数は、埼玉県全体でも126件（平

成 23 年（2011）7 月 1 日現在）を数えるのみであり、せっかくの国登録

有形文化財をごく限られた日にしか内部公開していない現状は、もったい

ない話であり、坂田医院旧診療所の内部公開をより多くの機会に実施でき

ることが望ましい。 
しかし、常時の内部公開を行う場合、来訪者の安全を考慮すると耐震診   

断を前提とした耐震基準をクリアすることが求められ、その要請は、常時一般公開を行う場合には

特に高いといえるが、その診断に基づいた耐震補強を実施した場合、外観に影響を及ぼす耐震機材

の設置などが想定され、建築としての美景観や意匠を損なう可能性が高い。よって、文化財として

の価値を維持しつつ、実質的に耐震性のリスクを軽減した形で内部の一般公開を行う方法として、

常時公開ではなく、曜日限定（具体的には、土日・祝日）での一般公開が適当であると考える。 
また、国登録有形文化財の場合、規制の厳しい国指定有形文化財と異なり、外観の 4 分の 1 を超

- 10 -



えない範囲での変更について届出等は不要であり、内部の改修についても厳しい制限等はない。こ

の範囲での改装が行われている例は多く、国登録文化財の建造物という価値を生かし、ホテル、レ

ストラン、銀行・商業店舗等としての活用事例を全国的に目にすることができる。 
しかし、坂田医院旧診療所の改装による内部活用については、現状保存が要請されるフィルムコ

ミッションとの兼ね合いから、全面的改装にはなじまない。特

に、撮影での使用頻度の高い玄関ホールや廊下は、極力現状の

まま保存することが望ましい。さらに、地元からは現状のまま

で使わせてほしいという意向が強い。 
加えて、元医療施設ということで手術室等では亡くなった方

もいる可能性を考慮すると、レストランやカフェとしての活用

については疑問符が付く。 
よって、一般公開及び一部の部屋の貸館での利用を可能とす

るのに必要な範囲で、改装工事を行うものとする。具体的には、

次のような利用を想定する。 
○診察室  主に貸館での利用。具体的には、ミニコンサートホール、ギャラリー等での利用を

想定する。小規模ながら、文化発信拠点として活用されることが期待できる。 
○待合室  主に貸館での利用（同上）又は休憩所として利用 
○応接室  主に貸館での利用（同上）又は休憩所として利用 
○受付・調剤室 事務室として利用 
ただし、実際に利用してみない限り、どの程度の利用が可能か未知数であるため、上記の想定は

暫定的なものであり、内部の利用方法の詳細については、事業課において検討するものとする。 
上記の利用を行う上で最低限必要な措置として、電気系統の配線、照明の設置等の電気工事を行

うとともに、来館者の安全と美観に配慮して、上記の部屋並びに玄関及び廊下について、必要に応

じて床、・壁・タイル等の修繕を行うものとする。ちなみに、照明に関しては、古い照明の配線は、

壁や天井の中に埋め込まれているため、そのまま生かすことはできず、趣のある照明自体を復活さ

せることはできないため、床下に配線して、下からスポットライトを当てるような形をとらざるを

得ないと見込まれる。 
なお、手術室、分娩室、給湯室、暗室、レントゲン室及び便所については、経費節減の観点から、

原則として、改装等はせず、現状保存とする。 
また、トイレは外に既に整備済みのため、水道工事は行わないものとする。 
聖天山への観光客が観光バスで駐車場からピストン輸送され、観光客が街中を歩いていないとい

う現状を変えるのは容易ではないし、坂田医院旧診療所の規模からも集客力は限られたものになる

と思われるが、坂田医院旧診療所を文化発信拠点として活用することにより、他の方策と併せて、

集客を図るための一助としたい。 
 ⑵ 坂田医院旧診療所の修繕の必要性 

文化財ドクター派遣事業（※１）による坂田医院旧診療所に対する診断結果によると、①屋根のシ

ートの一部に破損部や無接着箇所があり、そこから雨水が建物内に流入している可能性がある、②

外部の亀裂と内部の亀裂がほぼ同じ位置に発生している所があり、大きな亀裂の可能性があるとの

ことである（その他にも毀損箇所多数）。 
したがって、施設の活用の前提としてだけでなく、文化財としての坂田医院旧診療所の保存のた

め、屋根の防水工事と外壁又は構造部分の亀裂の修復・補強工事を中心に、早急な修繕を実施する

ものとする。 
なお、モルタル又はコンクリートが打たれている旧診療所の西側外壁については、美観上、手を

加えるべきだという声も聞かれるが、文化財という視点からは、母屋や病棟につながっていたとい

う元々の造りを示すものであり、それ自体が当該文化財の価値の一部であると考えられる。 
そこで、西側外壁自体には手を加えず、鉄扉及び階段についてはさび落としや塗装等の補修を行

い、さらに、めぬま観光駐車場と坂田医院旧診療所とを隔てる植栽の育成を図ることにより、美観

と文化財としての意義との両立を図るものとする。 
⑵  案内表示の充実 

県道太田熊谷線をはじめとして道路上から見た限りでは、坂田医院旧診療所や井田記念館の存在

を確認できる看板等の標識がない。そのため、自家用車の観光客から坂田医院旧診療所等（めぬま

観光駐車場）を見つけられないという問い合わせが多く、妻沼地区での案内表示一般を充実させる

必要がある。その場合、江南地区の丸太型デザインのように、意匠や形を統一した表示方法をとる

- 11 -



ことも、1 つの方法である（例えば、くまがや市商工会妻沼支所の承認を得て、えんむちゃんのシ

ルエット等を利用する方法もある。）。 
また、熊谷駅から聖天山へのアクセスとして、バスを利用する方が多いが、乗り場が分からず、

駅観光案内所への問い合わせの半数は聖天山への行き方であるといっても過言ではない状況があ

る。熊谷駅における案内表示の充実も必要と思われる。 
そこで、妻沼地区に坂田医院等の場所を表示する案内板を設置するとともに、熊谷駅に妻沼聖天

山を中心とした妻沼地域へのバスによるアクセスについて表示した案内板を設置し、観光客の利便

性と情報発信の向上を図るものとする。 
案内板のデザイン、具体的設置個所については、事業課において検討するものとする。 
なお、妻沼地区の案内表示については、国道 407 号沿いに 3 か所、県道太田熊谷線沿いに 2 か

所の合計 5 か所の具体的設置場所を選定し、これらの場所に案内板を設置する方向で検討中である。 
また、熊谷駅における案内表示については、駅の柱にバス乗り場の表示と概略図を、足元には矢

印の表示を行う予定であるが、これらについては平成 23 年（2011）度中に整備可能と見込まれる。 
⑷ 設置・管理条例の制定 

   現在、坂田医院旧診療所については、設置及び管理に関する条例等の定めはない。しかし、曜日

限定であれ一般公開や貸館業務を行うのであれば、条例制定が必要と思われる。この点は、井田記

念館についても同様である。 
   なお、少しでも集客の助けとするため、坂田医院旧診療所については、入館料は無料とすべきで

ある。ミニコンサートホールやギャラリーとして使用する場合については、使用料を徴収するもの

とする。 
 
第４項「【方策２】井田記念館の活用」について 

 ⑴ 井田記念館の修繕等 
井田記念館は、文化財としての指定・登録は受けていないものの、

古い日本家屋としての趣を有する建物であるが、坂田医院旧診療所

と同様、修繕が必要な状況である。しかしながら、古い建物である

ため、必要な部分を全て修繕しようとすると際限がないため、建物

本体については、雨戸等特に痛みの激しい部分に限って、修繕を行

うものとする。 
また、その庭については、建物正面に井田友平の胸像が設置され、

地面もアスファルト舗装されているため、景観的に建物に似つかわしくない状態となっている。 
そこで、日本家屋としての井田記念館の自然な雰囲気を取り戻すために、井田友平の胸像を利用

に支障のない場所に移設するものとする。 
なお、アスファルト舗装については、これを撤去し、日本風庭園として整備するとの案も検討さ

れた。しかし、①日本風庭園として整備するには、最低でも数百万円の予算が必要と見込まれるが、

わざわざ整備してもフィルムコミッション等で使う機会もあまりないと予想されること、②降雨時

に水たまりが生じやすいことから現状のように舗装されたという経緯があり、整備方法を間違える

と改悪となりかねないこと、③仮に舗装を撤去して砂利敷等にした場合、車椅子等での利用にかえ

って支障を来たし、バリアフリーの観点から好ましくないこと等の理由から、舗装は撤去せずに現

状のままとする。 
 ⑵ 地元主導による井田記念館の活用 

井田記念館の活用については、お茶会や写経会等の開催場所としての利用のほか、観光客の休憩

所や観光ガイドボランティアの待機所としての利用等いくつかの活用方法が考えられる。 
しかし、「阿うんの会」や「吟子の会」等の地元の皆さんの力によって、すでにお茶会、生け花、

ひな人形の展示等の催し物が開催され、今日まで盛り上げていただいていることから、今後も地元

主導によるものとする。井田記念館は、坂田医院旧診療所と異なり、現状で電気・冷暖房完備であ

り、また、既に一定の活用が図られているので、建物の修繕等により、ハード面でより良いものを

提供した上で、より積極的な活用については、地元の意向を優先したい。囲碁や将棋での「井田友

平杯」のようなものを企画しても面白いかもしれない。 
 ⑶ 設置・管理条例の制定 
   現在、井田記念館についても、設置及び管理に関する条例等の定めはないが、使用料等の規定も

含めた条例制定が必要であろう。 
   ただし、現状での活用に水を差さないように、使用料は低額に抑える必要があると思われる。 
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第５項「【方策３】妻沼観光の拠点－レンタサイクル整備の検討」について 

 ⑴ 妻沼地区観光の拠点としての坂田医院周辺 
   妻沼地区のエントランスゾーンともいうべき坂田医院周辺は、レンタサイクルやドライブコース

の拠点となりうる。特に、環境保護、省エネルギー等の観点や、能護寺や荻野吟子記念館において

駐車場が不足気味である現状からは、レンタサイクルの拠点として整備する方向が望ましいと考え

る。 
⑶  レンタサイクルの拠点としての坂田医院等 

   実際に自転車で走ってみると、坂田医院旧診療所から順次各観光拠点を巡り、葛和田の渡船に自

転車を乗せて対岸に渡り、刀水橋を渡って帰ってくるコースで、距離にして 25～30km、時間にし

て 3 時間～半日程度で手頃といえる。他地域でも観光協会等がレンタサイクルを提供している例は

多く、集客を目的として無料の場合が多い。台数も 1 か所で 5～15 台と小規模でも運営可能である

ことから、試験的な意味も含め、当初は小規模であっても、レンタサイクルの拠点として整備する

案を検討するものとする。妻沼地区は、バス以外の公共交通機関がなく、特に東西方向が手薄なた

め、レンタサイクルへの潜在的需要は大きいと予想される。 
しかし、一方で、実際に今走っている人は、利根川の土手の上を行き来している場合が多く、街

まであまり降りてこない状況にある。季節的にも暑い夏場や風が強い冬場は、利用を見込めない。

年齢層等もよく調べてからでないと、駐輪場を整備したものの利用がないということになる危険性

もあり、やはり事前の調査・研究が必要である。 
⑷  先行事例としての市民協働事業 

平成 24 年（2012）度実施の市民協働「熊谷の力」事業の 1 つとして、「サイクリングタウンく

まがや事業（応募団体：まちづくりプロジェクトめぬまチャンネル）」が採択された。事業概要に

よると、利根川のサイクリングロードを目玉とするとのことであるので、本件レンタサイクル整備

と競合・重複する思われる。しかし、めぬまチャンネルの事業では、レンタサイクルの実施のみで

なく、サイクリングマップの作製等も行い、自転車利用への需要が実際にどの程度あるかを見極め

る予定とのことである。 
したがって、めぬまチャンネルの事業は、事前の調査・研究に大いに参考となると予想され、偶

然ではあるが、渡りに船ともいえる状況にあるため、この市民協働事業の進捗を見極め、レンタサ

イクル整備実施の可否も含めて、今後の検討課題としたい。具体的には、平成 24 年（2012）度は、

レンタサイクル整備は実施しないものとし、25 年（2013）度以降における実施の可否を、事業課

において検討するものとする。 
なお、レンタサイクル事業については、坂田医院等の活用との関連に限らず、全市的なより広域

のサイクリング事業又は景観事業との関連で検討されることが望ましいと考える。 
 
 
第６項 建造物に関する整備費用について 

 ⑴ 坂田医院旧診療所の整備費用 
  ア 文化拠点としての整備・改装 

現状保存が要請されるフィルムコミッションとの兼ね合いや、現状のままで使わせてほしいと

いう地元の意向を考慮し、可能な限り現状保存する方向で、配線等の電気工事を行うとともに、

必要に応じて床、・壁・タイル等の修繕を行う。概算で、10,000 千円程度の費用が見込まれる。 
イ 文化財としての保存・修繕費用 

どの程度の修繕を行うかにより大きく異なる。例えば、亀裂の修繕の場合、公民館等の場合と

同様の簡易な工法であれば数十万円程度で可能であるが、意匠・外観への影響を最小限にとどめ

るような最新の工法で修繕した場合は、部分的修繕としても数百万円以上、全面的な修繕には

20,000 千円以上が必要になると見込まれる。 
よって、比較的緊急性の高い屋根の防水工事と外壁の亀裂の修復・補強工事のみに限定して修

繕を実施するものとする。ただし、その場合でも、概算で 5,000 千円の費用は必要になると見込

まれる。 
 ⑵ 井田記念館修繕等費用 
   胸像移設及び建物の修繕を含む概算で、2,400 千円程度の費用が見込まれる。 
 ⑶ 案内板設置費用 
   熊谷駅周辺の整備は平成 23 年（2011）度で対応できるため、妻沼地区の計 5 か所の案内板の設

置について概算すると、1,600 千円程度の費用が見込まれる。 
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⑷（参考）レンタサイクルの整備費用 
   自転車置き場を 4 棟（1 棟の当たりのサイズは、標準的なもので幅 3m(間口 2.8m)×奥行 1.5m×

高さ 2.2m 程度）を設置し、管理人の事務所としては、坂田医院旧診療所の改装後の受付・調剤室

を兼用とするものと仮定すると、概算で 1,600 千円と見込まれる。 
 ⑸ 合計 
   整備費用は、合計で約 19,000 千円と見込まれる。整備後の経常経費（施設の管理人の人件費、

清掃委託料等）及びレンタサイクルの整備費用等を除く。 
 
第７項 整備事業に係る事業財源について 

 整備事業に係る事業財源について、できる限り一般財源以外の財源の活用を図ることを念頭に置いた 
場合、本件については、次のとおり、旧妻沼町の 2 つの基金及び県の補助がある（※２）。 
⑴ 旧妻沼町の基金 

   旧妻沼町の基金（妻沼町行政振興基金条例（昭和 62 年（1987）条例第 16 号）として暫定施行）

である産業振興奨励賞小林基金（現在高 5,056 千円）と産業振興奨励賞春日井基金（現在高 4,632
千円）がある（合計額 9,688 千円）。 

   いずれの基金も商工業の振興を図ることを目的としているため、妻沼地区の観光振興という観点

から、本件に利用可能である。 
⑵ 埼玉県文化芸術拠点創造事業補助 

埼玉県文化芸術拠点創造事業交付要綱（平成 23 年（2011）5 月 2 日施行）による文化芸術拠点

整備促進事業は、県内の利用されていない歴史的建造物や廃工場、空き教室、空き店舗など（未利

用施設）を新たな文化芸術拠点として改修整備する事業を対象に、その経費の 2 分の 1 以内（上限

250 万円・下限 50 万円の範囲で知事が定める額）を補助するものである。特に、「歴史的建造物の

うち、その歴史的価値を活かして改修する場合…」は、例外的に上限額が 500 万円とされる。 
坂田医院旧診療所の場合、国登録有形文化財であるため、「歴史的建造物」として、特例である

限度額 500 万円の適用を受けられる可能性もある。ミニコンサートホール、ギャラリー等で利用す

るための改装工事について、この補助金を利用することができる。 
⑶  一般財源以外の財源合計（見込み） 

   2 つの基金から合計で約 9,600 千円、埼玉県文化芸術拠点創造事業補助については、「歴史的建造

物」の条件をクリアし、かつ、改装・保存工事の全額が対象となったとして、その 2 分の 1 で 5,000
千円（最高額）を見込むとすると、最大で約 14,600 千円の財源を、一般財源以外から期待できる。 

   なお、県補助が 2,500 千円（通常の場合の最高額）又は 500 千円（補助対象となった場合の最低

額）と仮定すると、一般財源以外の財源合計は、12,100 千円又は 10,100 千円となる。 
 
備考（これらの補助制度の内容については検討委員会開設当時の状況を示したものである） 

（※１）文化財ドクター派遣事業について 
文化財保護・芸術研究助成財団からの助成を受け、文化庁と連携して社団法人日本建築学会が行っている「東

日本大震災被災文化財建造物復旧支援事業」の通称。坂田医院旧診療所についての調査は、平成 23 年（2011）
5 月 27 日に実施された。 

（※２）国の補助としての登録有形文化財建造物修理事業費国庫補助について 
登録有形文化財建造物修理事業費国庫補助要項（平成 9 年（1997）7 月 11 日文化庁長官裁定）によると、登

録有形文化財建造物の保存修理工事、設備設置及び改修工事に係る設計監理に要する経費の原則 50％が補助対

象となる。坂田医院旧診療所の修繕工事のうち、設計部分についてはこれを利用できる。ただし、策定中の時期

においては、平成 24 年（2012）度の補助申請はすでに締め切られていたため、同補助制度は利用できなかった。 
 

（資料）坂田医院旧診療所フィルムコミッション撮影事例（抄録）  
種類 作品名・番組名 撮影時期 撮影場所 

映画 「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」 2006.9 坂田医院旧診療所 

映画 「結婚しようよ」 2006.11 坂田医院旧診療所 

映画 「イタリアの歌」 2007.6 坂田医院旧診療所 

ドラマ パンドラ（WOWOW） 2008.4 坂田医院旧診療所 

ＰＶ 最後のわがまま（SMILE） 2008.7 坂田医院旧診療所 

バラエティー わたしが子供だったころ（NHK：張本勲） 2008.8 坂田医院旧診療所 

ＣＭ 新聞社 2008.9 坂田医院旧診療所 

ドラマ イノセントラブ（フジテレビ） 2008.11 坂田医院旧診療所 

- 14 -



種類 作品名・番組名 撮影時期 撮影場所 

バラエティー わたしが子供だったころ（NHK：アニマル浜口） 2008.11 坂田医院旧診療所 

バラエティー 日本の 50 大事件（テレビ朝日） 2009.2 坂田医院旧診療所 

映画 「ラルゴノ心音」 2009.4 坂田医院旧診療所 

映画 「孤高のメス」 2009.7 坂田医院旧診療所 

ＣＭ 花王「アジエンス」 2009.8 坂田医院旧診療所 

ＰＶ ドレミ團 2009.10 坂田医院旧診療所 

映画 「トリック３」劇場版 2009.10 坂田医院旧診療所 

バラエティー わたしが子供だったころ（NHK：三浦雄一郎） 2009.11 坂田医院旧診療所 

映画 「聖家族―大和路―」 2009.11 井田記念館 

ドラマ トリック３ 2009.12 坂田医院旧診療所 

映画 「ゲゲゲの女房」 2010.2 坂田医院旧診療所 

ＰＶ PIECE「BRAVE SWORD」 2011.1 坂田医院旧診療所 

映画 「絵のない夢」 2011.5 坂田医院旧診療所 

ドラマ 日曜劇場「南極大陸」 2011.7 坂田医院旧診療所 

映画 「父さんの不安」（短編映画） 2011.7 井田記念館 

ドラマ NHK スペシャル「日野原重明」 2011.8 坂田医院旧診療所 

ドラマ ＴＢＳ 日曜劇場「とんび」 2012.1 坂田医院旧診療所 

映画 「家」原作 島村藤村 2012.1 坂田医院旧診療所 

ドラマ 「ブラックボード―時代と戦った教師たち―」 2012.2 坂田医院旧診療所 

ドラマ ドラクロワ 2012.4 坂田医院旧診療所 

映画 短編自主制作映画 2012.6 坂田医院旧診療所 

映画 「持田徹物語」 2012.11 坂田医院旧診療所、井田記念館 

ＰＶ 企業ＶＰ（株式会社佐々木輪店） 2013.1 坂田医院旧診療所、井田記念館 

ドラマ テレビ東京ドラマ 24「殺しの女王蜂」 2013.1 坂田医院旧診療所 

ドラマ 伝説の監察医 オニグマの事件簿２ 2013.7 坂田医院旧診療所 

その他 日本テレビ 60 周年記念特番「成功の遺伝子」 2013.11 坂田医院旧診療所 

その他 雑誌「HUFmagazine」撮影 2014.5 坂田医院旧診療所 

映画 日本大学芸術学部 自主制作映画 2014.5 坂田医院旧診療所 

その他 彩の国ニュースほっと 2014.6 坂田医院旧診療所 

その他 奇跡体験！アンビリーバボー 2015.1 坂田医院旧診療所 

映画 UNDER MAD GROUND 2015.1 坂田医院旧診療所 

その他 ありえへん世界「肥沼信次」再現 VTR 2015.7 坂田医院旧診療所 

その他 ニッポンお騒がせ人物伝２ 2015.8 坂田医院旧診療所 

映画 「種をまく人」 2015.8 坂田医院旧診療所 

自主映画 「その消失、」 2015.11 坂田医院旧診療所 

その他 オーディション用スチール撮影 2016.8 坂田医院旧診療所 

ドラマ フランケンシュタインの恋 2017.6 坂田医院旧診療所 

ドラマ 最上の命医 2017.6 坂田医院旧診療所 

その他 実話ナックルズ（グラビア） 2017.8 坂田医院旧診療所 

ドラマ 世にも奇妙な物語 2018.4 坂田医院旧診療所 

その他 ファミリーヒストリー 2018.8 坂田医院旧診療所 

ＰＶ クライムサスペンス 2018.10 坂田医院旧診療所 

ドラマ 僕が笑うと 2019.3 坂田医院旧診療所 

その他 J:COM 彩百景「坂田医院旧診療所」 2019.4 坂田医院旧診療所 

映画 「一粒の麦 荻野吟子の生涯」 2019.4 坂田医院旧診療所、井田記念館 

ＣＭ minay 2019.9 坂田医院旧診療所 

その他 BS 朝日 建物遺産―歴史的文化財を訪ねて― 2020.4 坂田医院旧診療所 
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（資料）J:COM 彩百景「坂田医院旧診療所」（熊谷市）2019 年撮影  

   
 

   
 

   
 

   
 
（資料）映画『一粒の麦―荻野吟子の生涯』（井田記念館）2019 年撮影風景 
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（資料）BS 朝日「建物遺産―歴史的文化財を訪ねて―」国登録文化財「坂田医院旧診療所」Ⅰ 
2020 年 4 月 12 日（日曜）午後 10 時 54 分～午後 11 時 00 分放送内容 
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（資料）BS 朝日「建物遺産―歴史的文化財を訪ねて―」国登録文化財「坂田医院旧診療所」Ⅱ 

2020 年 4 月 19 日（日曜）午後 10 時 54 分～午後 11 時 00 分放送内容 
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（資料）BS 朝日「建物遺産―歴史的文化財を訪ねて―」（坂田医院旧診療所）2020 年 3 月 12 日撮影風景 

  
撮影：株式会社 NS コーポレーション 
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第５節 国登録有形文化財「坂田医院旧診療所」画像資料 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

全景（東側）    玄関ポーチ 
玄関ポーチ      東側壁面 

南側       南西側 
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北側         屋上 

 玄関ポーチ軒部蛇腹装飾    外壁の凹凸装飾 
       銅製の雨樋   スクラッチタイル 
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玄関ポーチ（車寄せ）               玄関ポーチ 
           玄関           玄関ホールへの内ドア 
 待合室へのドア（玄関左側）   受付、薬剤・調剤室の小窓（玄関右側） 
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玄関の天井照明器具          玄関内部のタイル 
玄関ホール（玄関側から）  玄関ホール（レントゲン室側から） 

電話室     電話室に貼られた電話番号札 

- 23 -



  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 玄関ホールの照明器具     玄関ホール北側の照明器具 

 受付、薬剤・調剤室へのドア        受付、薬剤・調剤室 
     受付、薬剤、調剤室    受付、薬剤・調剤室の薬品棚 
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 受付、薬剤・調剤室の調剤台   受付、薬剤・調剤室の手洗い（東洋陶器製） 

            待合室          待合室内のストーブと火鉢 
 待合室の照明器具と天井の装飾        待合室の小窓側からの診察室内 
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診察室（廊下側から）   診察室（分娩室側から） 
     診察室の机        診察室の器具 
       診察室           診察室 

- 26 -



  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

診察室の照明器具     診察室の照明器具（壁面） 
 分娩室（診察室側から）            分娩室 
        分娩室             分娩室 
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分娩室の小物           分娩室の照明器具 

     手術室   手術室の壁面タイル（佐治タイル製） 
手術室の水道      手術室の水栓（伊藤機器店製） 
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手術室の照明器具       手術室の照明器具 
 手術室の照明器具（中央部）      手術室の照明器具 

消毒室（手術室側から）     消毒室の殺菌消毒器 
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 暗室（廊下側から）         暗室 

  暗室の照明器具       暗室南西窓 
    暗室の水道         トイレ 
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レントゲン室西側窓    レントゲン室北側窓 
レントゲン室本棚   レントゲン室測量器具 
レントゲン機材      レントゲン機材 
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 レントゲン室の照明器具   レントゲン室の照明器具（壁面） 
  北側から南側見た廊下      玄関ホールから見た廊下 
北側から南側を見た廊下          廊下の照明器具 
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廊下の照明   廊下の照明器具（玄関ホールの照明器具） 
 廊下中央部から南側を見た廊下       廊下中央部から北側を見た廊下 
  診察室・分娩室へ繋がるドア         ドアチェック・YALE 社製  
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応接室（北側窓）           応接室 
      応接室の照明器具       応接室の照明器具 
 応接室の照明器具（飾り金具）   応接室の照明器具（壁面） 
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【井田記念館】 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

玄関           南東から       東側から 
北側から          北西側から      南西側から 

南西側から             廊下    節句飾りと室内 
欄間彫刻        屋根裏の梁構造   井田記念館案内板 

観光駐車場      駐車場敷地内トイレ    観光駐車場入口 
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第６節 国登録有形文化財「坂田医院旧診療所」の保存活用をめぐる考察 
 
坂田医院の保存に向けての経過と協議 

昭和 6 年（1931）に竣工した坂田医院診療棟については、昭和時代終盤において当時の坂田医院の閉

院に伴い建造物の名称に「旧」が記された。しかしながら、全体を括る「旧坂田医院診療所」ではなく、

「坂田医院旧診療所」という文化財名称として登録されたのは、坂田医院が当時院長の晃氏の子息に引

き継がれることとなり、その当時、医院の存続が見込まれたことから、坂田医院における旧来の診療所

という位置付けとして解釈されたことに基づいている。また診療棟の南西側に所在していた新棟との区

分から旧診療所との表現が付されたとも考えられる。 
この名称の経緯と文化財活用の経過については実は密接な関係にあるといえる。閉院後の坂田医院は

南西側の新棟と西側に位置する邸宅を含めて所有者の移管を検討しており、所有管理関係について坂田

氏がどのように関連するかという課題も残されていた。こうした旧来の建造物を有しての移管には難点

も多く、最終的には旧診療棟を残した部分の土地を更地化し、所有者は最終的に売却を行った後、不動

産管理会社を経て旧妻沼町が購入した。 
ただし、この土地売却と建物保存の協議の途上において、文化庁・埼玉県・妻沼町による国登録有形

文化財に向けての事務手続きが進められていたことから、建物の保存が先ずをもって重要な案件となっ

た。妻沼町は旧診療棟の保存に向けて建物の購入を行うことになった。これは不動産管理会社が建造物

の解体止む無しとして更地化にされる危惧状況が続いていたことから、この実務上の調整も必須となり、

最終的には妻沼町は更地化された新棟部分と邸宅部分、そして旧診療棟の建物部分を含めた全体的な購

入を行うことになった。 
この購入に際して、妻沼町では保存された坂田医院診療棟（「坂田医院旧診療所」）の活用計画に基づ

いた予算措置を行うことになった。町有資産の増加に関連し、購入費用に加算される年間の経費の充当

を踏まえた場合、明確なビジョンをもって保存と公開活用の調和を企図することが求められたのである。

ただし、その策定は容易に進めることが難しく、その後の市町合併に向けて議論も休止し、新たな熊谷

市に引き継がれることになった。その後、一般公開に向けての協議が当時の担当であった妻沼行政セン

ターを中心に行われ、地元行事の際や 11 月 14 日の「埼玉県民の日」に文化財担当者が一般公開・説明

会などの開催を企画し運営を進めてきたが、全般的な施設の公開活用についての議論は停滞している状

況にあった。 
 
将来的な一般活用に向けた検討をめぐって 

坂田医院旧診療所活用庁内検討会議において協議された前掲の内容のとおり、具体的な方策について

の協議は合併後において実質上初めてであった。そこに示された内容と、現時点での状況においては時

期的な経過があることから政策制度を含めて変更点と向き合わざるを得ないが、坂田医院旧診療所の公

開活用をめぐってはいくつかの課題の解消が前提となる。 
その典型例として、電気設備の利用である。協議後の対策において旧診療所の内部における通電工事

が実施され、上部の証明への通電は困難であったものの電気使用が可能になった点は良い意味での改善

に他ならないが、内部を公開した上での活用としては設備関係の整備には建造物の構造も影響し奏功し

ていない面も指摘できる。内部で必要な事業実施において必要な設備確保は、まだ課題が残されている。 
また、これは一方の課題でもある消防設備についてもその後の対応で火災報知器の設置が行われ、一

定程度の問題はクリアしたのであるが、議論の各所に含まれる耐震性確保の問題が指摘されている。構

造としての鉄筋部分は基礎部には生かされていない箇所があり、その多くが木造の構造で建造物全体を

支えている状況がある。この点について強固な構造である点も踏まえ建物の保存維持は可能であるが、

躯体の安定化のための処置が構造上必要となる。しかしながら筋交いの設置方法での免震構造化を模索

することもできるが、歴史的建造物の意匠の維持には大きな支障をきたすことは明らかである。この点

において、意匠の維持を踏まえた「免震レトロフィット」のような方策も考えられるが、費用が高額と

なるため容易な政策判断と結び付かない部分もある。 
また施設そのものが熊谷市の公共施設であることから、安全性を念頭に置くことが義務付けられ、こ

れらの耐震性問題を乗り越えなければ自由な一般公開を促進できないという論点に重きが置かれている。

これ故に、積極的な公開活用に舵を切れない課題と向き合う必要があるといえよう。また危険事態が生

じた時の避難経路の確保などの問題もある。 
しかし、日時を決めた限定公開はこうした安全性確保と公開活用の両輪を共有、融合することができ
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ると考えられる。公開によって得られる市民の関心を受け止めるという点は確かに意義深い。そして公

開を行うことに基づく建造物の保存は、将来的な維持にもつながる性格を有している。例えば月内での

期日を決めた公開活用として絵画や芸術作品の展示公開や、小規模音楽会の開催などの活用が好ましい

ように思える。いずれカフェやレストラン、店舗としての利活用も選択肢に挙げられているが、かつて

の使用方法が医療関係であったことを踏まえれば、困難な側面がある。一方で、ギャラリーや音楽会の

開催とともにする簡易的なカフェの展開などが条件的・状況的な把握からも利用価値を上げるものと推

定される。またこれに対して、建物の意匠を生かしたフィルムコミッションの事業も、同上の方法の中

では実施可能であり、双方の利用条件の調整の中で新たな関心を生み出し、文化財建造物としての保存

に対する意識の高まりも可能となるであろう。 
 

熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹 

 

 
（資料）埼玉新聞 2015 年 9 月 8 日掲載記事 
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・妻沼商工会『めぬま縦横無尽。』2011 年 
・めぬま商人会，くまがや市商工会『めぬま縦横無尽。2』2013 年 
・熊谷市立熊谷図書館『熊谷の歴史を彩る 史跡・文化財・人物』2011 年 
・谷川正己『近代建築学小事典』オーム社 1975 年 
・エクスナレッジ『超図解でよくわかる建築現場用語完全版』エクスナレッジ 2016 年 
・足立裕司『近代建築の保存・再生の理念に関する研究』近代建築の保存・再生研究会 2006 年 
・山本学治『近代建築史』彰国社 1958 年 
・日本建築学会『日本近代建築総覧 新版：各地に遺る明治大正昭和の建物』技報堂出版 1983 年 
・文化庁監修『資料にみる近代建築の歩み』文化庁 2016 年 
・中村猛『近代建築設備の系譜』竹中工務店 1982 年 
・山下祐樹「報告資料： BS 朝日「建物遺産―歴史的文化財を訪ねて―」埼玉県熊谷市版」2020 年 
・埼玉新聞社「埼玉の建物 54 坂田医院旧館」1989 年 3 月 6 日掲載記事 
・山下祐樹「市報くまがや 来て！見て！知って！文化財 「坂田医院旧診療所」」2013 年 8 月号掲載記事 
・山下祐樹「熊谷ルネッサンス―アートな文化財―埼玉新聞連載 15：坂田医院旧診療所」2015 年 9 月 8 日掲載記事 
 
例言 
・本報告書は国登録有形文化財「坂田医院旧診療所」の保存活用計画概説及び、関連資料に対する調査研究の成果につい
て執筆・編集したものである。 
・報告内容は平成 23 年（2011）度の坂田医院旧診療所活用庁内検討会議において行われた諸議論を踏まえ、報告資料と
してまとめられた概要資料を下地として加筆修正を行い、その他、画像及び関連資料を追加したものである。 
・坂田医院旧診療所活用庁内検討会議の諸提言の後に数年の時間が経過しており、当時の情報や名称、状況説明をそのま
まの用語、団体名等で表記している箇所があることを御了承願いたい。また、提言の実施が未達成の内容も複数あり、そ
の一部検証のための意図を含め本報告の改訂版冊子として発行するに至ったことを附言する。これに関連し、当初の報告
以降の新たな情報等も改訂版に併せて追記している。 
・報告書における表記及び記載事項については諸説含む箇所もあり、調査によって得た知見を暫定的に記した内容も含ま
れている。御了承願うとともに御教示頂ければ幸いである。 
・報告書の作成にあたり図面作成等及び公開活用計画の策定に対する助言・提言を行った埼玉建築士会大里支部の細川末
廣氏をはじめとする諸氏から御教示頂いた。また坂田医院が生家となる医師の川口早苗氏からは資料提供及び当時の経過
等の情報を頂戴することができた。御厚意に感謝申し上げる次第である。 
・本報告の主な執筆は熊谷市教育委員会・熊谷市立江南文化財センターの山下祐樹が担当し、報告に向けた編集及び資料
収集アーカイブスは当時の坂田医院旧診療所活用庁内検討会議フェローの福島英美が担当した。 

 

編著者：山下祐樹 熊谷市立江南文化財センター主任（学芸員） 
    福島英美 坂田医院旧診療所活用庁内検討会議フェロー 
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