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第１節 長島家及び「長島記念館・邸宅」の構成と歴史

第１項 長島家及び長島記念館・邸宅の概要
長島家は、旧小八林村の名主を担ったほか、胄山の根岸家及び玉作の須藤家などとも連携しながら内外の村政にも深く

関わり、同地域の春日社・白山社・八幡社などの神社、同地の大福寺と十輪寺の総代役として管理を行うなど地域の代表

的名家として慈善活動も積極的に進めた。大正時代には、長島甚助が旧吉見村の村長となり、その子息である長島恭助

（1901-1992）は、吉見尋常小学校・吹上尋常小学校高等科・県立熊谷中学校（現熊谷高等学校）・山口高等商業学校（現
山口大学）を経て、武州銀行に入行、その後、埼玉銀行（現埼玉りそな銀行）頭取・会長などを歴任し埼玉県経済界の発展

に貢献した。

長島家の邸宅は、平成６年に長島記念財団により記念館として整備された。敷地面積は700㎡（駐車場部分を除く）と
広く、石積みの蔵と白壁の長屋門が敷地の前面に配し、中央には江戸時代に建造された主屋が残されており、敷地内の北

側には雑木林が育まれ、主屋南側の枯山水様式庭園には石灯籠や植栽が配置されている。

文化財指定の経過：「長島記念館・邸宅」は、平成３１年３月２０日

開催の平成３０年度の文化財保護審議会において審議した結果、文

化財指定について適当とされたことから、平成３０年度３月臨時教

育委員会（３月２９日開催）の議案として提出され承認を受けた。こ

れによって同日付で熊谷市の記念物・名勝に指定された。

第２項 長島家邸宅における敷地内配置図及び植栽配置図
「長島記念館・邸宅」を構成する要素については、次に示すものが挙げられる。「①主屋 ②木戸門 ③米蔵 ④前蔵 ⑤

裏蔵 ⑥長屋塀 ⑦薬医門 ⑧枯山水庭園 ⑨西庭 ⑩屋敷森 ⑪外塀」。配置図を参照に、長島記念館・邸宅の全容を俯

瞰することができる。また一方で、植栽配置図については現時点での樹木植栽や自然環境の状況を確認できる。

第１図 敷地内配置図 【図面：ものつくり大学横山研究室『長島邸内建物群現状図面』2019年】
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熊谷市指定文化財概要

長島記念館・邸宅

名称 長島記念館・邸宅

種別・種類 記念物・名勝

所在地 熊谷市熊谷市小八林1022
所有者 公益財団法人長島記念財団
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第２図 植栽配置図（詳細図については熊谷デジタルミュージアムを参照）
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第２節 「長島記念館・邸宅」の建立時期及び特色をめぐる考察

第１項 「長島記念館・邸宅」の建築概要と建立時期
長島家邸宅における主屋は、私家伝承によると江戸時代中期後半とされていたが、建築調査に基づく様式等の把握から

江戸時代後期の建立であると推定される。屋根は当初茅葺であったが、昭和50年頃の改修により屋根表層部を銅板葺きで
覆う形状に変化した。室内においては、北西部分を中心に居住空間の改修が昭和40年頃に実施され、座敷部屋と縁側廊下
の増改築があったほか、土間部分及び東側にあったカマド及びウマヤについては、平成に入り展示室に変更された。屋根

の茅葺から銅板葺への変更はあったものの、主要躯体部分は保存され、その規模と外観の風格は邸宅のシンボルであると

いえる。その南側には枯山水庭園があり、中央の経路と庭園の間に江戸時代後期建立の木戸門があり、瓦屋根の漆喰壁と

接続している。

江戸時代後期に建立されたと推定される長屋塀と正面の薬医門は、長島記念館の表玄関を象徴する建築物であり、長屋

塀内には居住空間があり、職人等の宿泊場としても利用されたほか、書籍や養蚕関連器具の収蔵施設としての役割を果た

してきた。2本の本柱の背後だけに控え柱を立て、切妻屋根を掛けた門の構造である薬医門は、長屋塀及び米蔵と接続して
いる。長屋塀の西側から北側に向かい大谷石製の外塀が直進し、北面も同じ構造が維持されている。外塀については、大

正期に建立されたものと推定される。

邸宅全体における近代和風建築の印象を強くさせているのが、正面東側に位置する米蔵及び前蔵である。この２棟は、

大正9年に建立された蔵で、大谷石が主材として積まれており、独特の風合いを発している。敷地内南側には、当時は米
の備蓄蔵であった米蔵、及びその北側に接続する前蔵がある。現在、米蔵は美術品等の収蔵庫として使用されている。前

蔵は収蔵施設を１階に、応接間を２階に設けていたが、２階部分の内部を取り除き、平屋構造に改修され美術展示室とな

っている。ともに平成時代の改修によるが、外観については旧来の状態を保存維持する方法が採られた。

一方、同様に大谷石による構造が用いられた建造物が、主屋の北側にある裏蔵であり、前掲の２つの蔵よりも古く大正

３年に建立され、土盛と基礎部分が積載された一段高い位置に建立されている。１階は左右の入り口があり内部も間仕切

りされ、美術品や日用品の収納蔵として使用され、掘り下げた床下には皿や容器などが保管されている。2階は和室となっ
ているが、通電はなく、当時のままの居住空間が想像できる。また、書院造風の床の間などが部屋の北側に配置されてい

る。なお、他より基礎部の立ち上げが高くある点については、近隣の荒川洪水などへの対策として建立された意図が想起

できる。

庭園については、主屋南側の枯山水庭園と塀で区切られ、西側には広い植栽や樹木が見られる庭がある。前者には、モ

ミジやキンモクセイ、モチノキ、サワラなど低木が多く、石及び灯篭、長島神社と刻まれた石造物などが置かれている。

後者の西庭にはウメやギョコウザクラなどの植栽があるほか、多様な草花の育成が図られている。庭には、石の配置によ

る小径が設けられ、露地を巡らし長屋塀につながる回遊式の手法も採られている。これらの作庭の原型は、大正時代に遡

ると伝えられている。この西庭の北側には、ケヤキやマツ、シイノキ、スギなど高木によって屋敷森が形成されている。

これは、北武蔵地域において通例でもある北風から主屋や母屋を守る防風林として形態が垣間見える。

主屋南側枯山水庭園 植栽石造物配置図（大正時代作庭）
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第２項 「長島記念館・邸宅」における歴史的建造物の形状と建築図面
長島家邸宅における主屋をはじめとする歴史的建造物群については長島家の歴史と符合し、郷土文化の源泉とも表現で

きる風格を持ち合わせている。これらの建造物についてものつくり大学横山晋一研究室が、基礎的な測量調査を実施した。

この調査によって得られた図面を本報告に掲載し、建造物の形状に着目した上で、長島記念館・邸宅の文化財的価値を再

認識することを目的としている。

第３図 主屋南側正面図（江戸時代後期建立）

第４図 前蔵西側正面図（大正９年建立）
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第５図 裏蔵南側正面図（大正３年建立）

第６図 薬医門南側正面図（江戸時代後期～明治時代初期建立）

第７図 長屋塀南側正面図・西側側面図（明治時代後期建立）
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第３節 「長島記念館・邸宅」の文化史的特色

第１項 「長島記念館・邸宅」の景観及び建造物の歴史的意義をめぐる評価
「長島記念館・邸宅」は、長島恭助の生家であるとともに、長島家の歴代当主が建造物の建立や作庭に関わってきた歴

史を今に伝えるもので、建造物調査などによって、関東一円から集めた多くの職人集団の存在も明らかになってきている。

また、使用された資材についても、高品質を求めて手配した形跡が棟木や関連記録などからも見受けられる。

長島恭助の没後は、長島家が収集した美術品の公開施設の意味を付した記念館として今に至っている。収蔵されている

美術品は、国内屈指の価値を誇るコレクション内容であり、邸宅全体の雰囲気と調和し、歴史の中で育まれてきた文化発

信拠点としての特色を有している。

よって、建造物と庭園の美と粋、そして美術品の展示施設の存在が融合された景観美は評価できるものであり、同様の

例として県内では川島町の遠山記念館（国指定文化財）が挙げられる。ともに経済界の功労者邸宅から派生した経過は共

通しており、郷土への文化愛護に着手した経過を知るための歴史的資料としての意義を含んでいる。こうした観点からも、

文化財としての記念物・名勝としての価値に相応しいものと考えられる。なお、名勝指定地内における構成要素となる敷

地内における建造物群については、国登録有形文化財の登録に向けた調査及び検討を進めている。

『埼玉新聞』掲載記事「熊谷ルネッサンス」アートな文化財【長島記念館】2015年11月17日
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「長島記念館・邸宅」 画像

主屋 木戸門

米蔵 前蔵

裏蔵 長屋塀

薬医門 枯山水風庭園
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第２項 「長島記念館・邸宅」に関する掲載内容とアウトリーチ
熊谷市の文化財指定をされた「長島記念館・邸宅」においては、その指定記念にフォーラムを開催するなど、文化財的

価値や意義のアウトリーチ（啓発）を進めてきた。市民からの愛着によって美術収蔵品を含めた文化財の保存が図られる

ことを目的に、新聞などへの掲載やホームページのリニューアルなどを実施し、幅広い情報発信を実施している。将来的

に継続性のある文化財活用という点を所有者及び行政の共通認識としている。本項ではそのようなアウトリーチに着目し、

新聞等で紹介された内容を掲載し、「長島記念館・邸宅」の公開活用の実績について認識を深めたい。
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長島記念館美術展示室
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