
koutarou350
矩形

koutarou350
テキストボックス
資料7



 

平成 28 年度 岩手ヘリテージマネージャー育成講習会 自主演習報告 

 

 

住田町民俗資料館（旧上有住村立上有住尋常小学校）：岩手県気仙郡住田町 

 

 

 

目   次 

 

   １、はじめに                        Ｐ. 

   ２、建物概要                        Ｐ. 

   ３、建物来歴                        Ｐ. 

旧上有住小学校沿革 

   ４、建物特徴                        Ｐ. 

   ５、構造的な特徴                      Ｐ. 

６、考察                          Ｐ. 

７、資料 

 地区背景                       Ｐ. 

写真                         Ｐ. 

図面集                        Ｐ. 

 

 

１、はじめに 



 

岩手県の東南部に、三陸沿岸地方で霊峰と呼ばれている「五葉山（1351.3m）」がある。

その山麓、気仙郡住田町上有住の一角に今回調査の対象建築物「住田町民俗資料館」(以下、

資料館と称す)は建っている。(地図１) 

この資料館は、そもそも上有住村立上有住尋常高等小学校として昭和３年に建てられた

ものである。五葉山から産出される強靭にして美肌の木材を用い、気仙大工と称される優

秀な建築技術で、明治大正のモダンな和洋折衷の意匠でまとめられている。現在は、小学

校としての役目を終え、地域の歴史文化を未来に伝えるべき資料館として活用されている。 

当班は、建築から一世紀にならんとするこの資料館に文化遺産としての価値を感じ、建

築学的な調査を実施することとした。 

 

２、建物概要 

1. 名 称：「住田町民俗資料館」（旧上有住村立上有住尋常小学校） 

2. 所 在 地：岩手県気仙郡住田町上有住字山脈地 15-1（敷地内で曳家） 

3. 建 築 年 代：昭和３年１０月１６日（棟札に明記）（図 1） 

4. 所 有 者：住田町（岩手県気仙郡住田町世田米字川向 88 番地 1） 

5. 建 物 種 別：近代建築（木造学校建築） 

6. 主 要 用 途：民俗資料館（建築当時は小学校） 

7. 構 造 形 式：木造２階建 桟瓦葺一部鉄板葺き 

8. 床 面 積：１階：442.61 ㎡、２階：433.92 ㎡ 延べ床面積：856.53 ㎡ 

9. 建 築 面 積：455.86 ㎡ 

10. 設計・監理：不詳 

11. 請 負 人：東北コンクリート工業株式会社（棟札に記載）（図 1） 

12. 仕 立 人：佐藤半次・菊地孝之進（棟札に記載） 

13. 棟 梁：佐藤珍治郎、前川栄藏、佐藤菊吉、熊谷惣十郎（棟札に記載） 

14. 外壁仕上げ：当初より下見板張り一部窓下は縦張、一部ドイツ壁※ 

15. 屋 根：当初より桟瓦葺き一部鉄板葺 

 

※ドイツ壁……鏝台に載せたモルタルを鏝で少しずつちょんちょんと壁に飛ばして付ける 

（はき付け） ドイツ固有の付け方。男性的で重厚な質感を提供する。 

 

 

 

図１：棟札 

材質：杉 

厚さ：12 ㎜ 

仕上：台鉋 

 

※台座は展示のため後で 

取り付けられた物である。 

 

 

 

 

 

３、建物の来歴 



 

1. 昭和４年１月１５日に上有住村立上有住尋常小学校として落成。（小学校沿革より） 

2. 昭和５９年７月２５日一部を解体して約 150ｍ曳家。（小学校沿革より）（図２） 

3. 昭和６０年３月３１日移築完了し住田町民俗資料館となる。（小学校沿革より） 

 

 

旧上有住小学校沿革（小学校沿革より） 

※建物に関連する部分と主要行事のみ抜粋 

 

明治 ６年 ６月１０日 上有住村字八日町３８番地、玉泉寺に公立上有住小学校開校 

明治１０年 ５月  同村和野、紺野五三郎宅借用し移転 

明治２０年 ４月 １日 上有住簡易小学校と改称 生徒６０人 

明治２５年 ４月 １日 上有住村立尋常小学校と改称 

明治２８年１２月１３日 同村字山脈地７番地に校舎新築移転 

明治３６年 ４月 １日 高等科を併設し上有住尋常小学校と改称 

明治３６年 ４月 １日 中埣、鳴木、根岸を廃校し上有住尋常小学校に併合 

明治４１年 ９月  校舎新築（長さ 12 間、幅 5 間の 2 階造） 

大正１２年１０月２５日  校舎敷地造成起工 

大正１３年 ７月３０日  校舎敷地造成完了 

昭和 ２年１０月 ６日  講堂兼雨天体操場建設(建坪 144 坪) 

昭和 ４年 １月２０日 新校舎建設（現、住田町民俗資料館）(建坪 504.4 坪) 

昭和１６年 ４月 １日 上有住国民学校と改称 

昭和２２年 ４月 １日 上有住小学校と改称 

昭和３６年１０月 ２日  東校舎改築 

昭和４９年 ６月１０日  創立百周年記念式典挙行、記念誌発行、記念碑設立 

昭和５０年 ７月２９日  プール竣工 

昭和５６年 ８月 １日  屋内体育館着工 

昭和５７年 １月１０日  屋内体育館落成式 

昭和５９年 ７月２５日 旧校舎一部解体完了 

昭和５９年 ７月２８日  新校舎工事着工 

昭和６０年 ２月１４日 新校舎新築落成（鉄筋コンクリート２階建） 

昭和６０年 ３月３１日 旧校舎を住田町民俗資料館として保存のため移築工事完了 

昭和６０年 ６月３０日  新校舎落成式 

昭和６０年 ８月１２日  工程整備工事完了 

昭和６２年 ３月３１日  校門再建 

平成 ２年 ５月２０日  運動用具小屋の設置 

平成１１年 ６月１１日  １、２年教室窓改修 

平成１２年 ６月１５日  プール改修工事完了 

平成１４年 ３月２６日  校舎バリアフリー化改築工事スロープ、エレベーター設置 

平成１４年 ４月 １日  五葉小学校統合 

平成１６年 ６月１８日  プールフェンス改修工事完了 

平成２３年 ３月２３日  上有住小学校閉校式挙行、閉校記念誌発行 

 



 

地図１ 

 

 

 

←図２ 

建物の変遷 

（復元図は百周年記念誌を参照） 

 

 

写真① 

 曳家時の様子（閉校記念誌より） 

 

 

 

 



 

４、建物の特徴 

1. 【建物形状】建物は直線的な配置で南東向き。中央にバルコニー付きの車寄せを持つ

左右対称総２階建ての洋風近代建築。両翼が正面に張り出している。(写真 1) 

2. 【屋根】シンプルな寄棟屋根に換気用の三角形のドーマ屋根が均等に配置される。 

（写真 1～5）  

3. 【正面玄関の上部】腰折れ形状の切妻屋根。中央に時計が配置されている｡(写真 2､5) 

4. 【外観の特徴】下見板張りに一部曲線も取り入れた付け柱が印象的である｡(写真 1～5) 

5. 【ポーチ】バルコニーを支えるポーチの柱は片側３本で腰高までコンクリートで基礎

を立ち上げており、柱頭に皿斗（蛇腹）のような装飾がある。天井には正方形を組み

合わせた中央菱格子天井が目を引く。(写真 5､6) 

6. 【玄関ホール】銘木で造られたと思われる立派な衝立が来客者を出迎える。(写真 8) 

7. 【階段】欅の踏板（厚さ３０ｍｍ）、簓（はら板）は欅若しくは栓の木。手すり親柱に

特徴的な装飾（四角に玉の浮き彫り、柱頭は烏帽子のような形状）手すり子には洋風

の装飾が施されている。(写真 15～17) 

8. 【階段形状】踏み面は広く３００ｍｍ、蹴上げは１５０ｍｍと低くなっているので、

当時の建築としては全体に緩やかな勾配の階段になっており、小学校建築としての配

慮がうかがえる。(写真 15､16) 

9. 【下がり壁の装飾】廊下の防火壁の直下に位置する防炎垂れ壁には漆喰の装飾が施さ

れている。(写真 8､9) 

10. 【開口枠・窓枠】主要開口部(ドア・窓)に額縁のような重厚な意匠が施されている。 

(写真 18～20)  

11. 【欄間】廊下と教室を仕切る窓の欄間は開き方に独特の特徴が認められる(外部も一部

同様)。水平方向の中央部に軸があるバランス窓（横辷り窓）で方立に工夫が施され開

き止めストッパーとしての機能も持たせている。（写真 22） 

12. 【天井】教室の天井は格天井（３尺角）で、一部換気用に「矢じり」をデザインした

ような切り抜き穴が施されている。(写真 21) 

13.【矢羽根】上棟時に建物が繁栄することを願い小屋裏に収められた。現在は一般に展

示されている。(写真 27､28) 

 

５、構造的な特徴 

1. 【基本スパン】柱間は妻方向、桁行方向とも１間（１８２０ｍｍ）の正確なグリット

である。当時の教室空間は５間×４間を基本に構成されていたと思われ、廊下は片廊

下形式で幅は１間半となっている。（図３） 

2. 【小屋組み】洋小屋のトラス形状で合掌（登り梁）を形成し、陸梁の接合に追っかけ

継手や仕口を用いるなど随所に伝統構法も確認することができる。 

3. 【減築工事の経緯】新築当時の古写真によると建物の両翼は現存より桁行５間（9100

ｍｍ）ずつ長かったものを減築している。現在の全幅は 22 間であるが、建築当時は 32

間だった。(写真 25) 

4. 【減築曳家改築】曳家を行う際に両翼の桁行５間分ずつを解体し、現存している残り

の部分は３分割の状態で曳家したことが古写真より読み取れる。 

（古写真１、写真 25、26） 

 



 

古写真１  解体、曳家当時の状況が住田町の歴史に取り上げられている。 

 

古写真２ 「住田町史」より 明治時代の小学校 

 

 

 



 

６、 考察 

【類似物件と比較しての特徴】 

沿革からも読み取れるが上有住小学校が明治 6 年に開校してから、約 22 年目にして新校

舎が建設された。その貴重な写真が「住田町史」に１枚掲載されている。一見すると、当

時としては和洋折衷の総 2 階建てのモダンな校舎であったと思われる。それを比較するた

め近隣の学校建築を調べた特徴を以下に記す。千徳尋常高等小学校（宮古市・明治末期）

は下見板張りで全体の形状は似ているが窓欄間は引違、玄関寄付きの形状が切妻とシンプ

ルである。県立水産学校（宮古市・大正 15 年）は下見板張り・瓦屋根とこちらも似た仕上

げで、窓欄間は引違である。岩手県立遠野中学校（遠野市・明治 34 年）は下見板張り・瓦

屋根であるが建物形状が少し異なり窓形状も格子窓と異なっている。上郷中学校（遠野市・

昭和 22 年）は旧上有住小学校より後に建設された建物で下見板張り・瓦屋根で時計台があ

るが寄付き部分の屋根が寄棟で窓形状は引違となっている。このことから、上有住小学校

は当時としては珍しく、シンプルな寄棟でありながら屋根換気を兼ねたドーマ屋根。中央

部分には時計が配置され、腰折れ形状の切妻屋根、バルコニーを備えた寄付き、独特の横

辷り窓といった他には見られない特徴を有していることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千徳尋常高等小学校（宮古市・明治末期）  県立水産学校（宮古市・大正 15 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立遠野中学校（遠野市・明治 34 年）     上郷中学校（遠野市・昭和 22 年） 

以上４枚全て（宮古・釜石・遠野・上、下閉伊の 100 年より） 

 

【上有住小学校新築に携わった大工達】 

明治 20 年に完成した宮城県の「登米高等尋常小学校校舎」は、気仙大工が棟梁と脇棟梁

を務め又多数の気仙の大工が参加していたと云われている。その大工達は、地元で俗に「気

仙大工」と言われている。「登米高等尋常小学校校舎」の建設時、それまでのものとは違い

洋風の様式であったため、自分たちなりの技法やデザインは通用しないばかりか、それを

出そうとすれば、設計・監理を担当した建築家、山添喜三郎の厳しい指導を受け、気仙大

工としての自尊心はいたく傷つけられ悶々とする日が続いたという記録が残されている。

しかし、職人としての逞しさ、旺盛な好奇心と進取の気性により、新時代の文化を手中に



 

しながら、それらを克服していったと考えられる。年代的にも、この建築に加わった人あ

るいはその技術、情報を得た気仙大工が上有住小学校舎建築に携わった事は、想像に難く

ない。そして、それらの技術、知識、情報が承継され、あるいは出稼ぎ等で得た気仙大工

の技量が昭和 4 年の校舎改築（現資料館）にも存分に生かされたものと思われる。 

更にこれらの校舎の用材は、地元五葉山とその麓から産出された欅、檜等の年輪の詰ま

った強靭で美しい美肌の木材が使用されており、その部材の使い方や継手の工法などに気

仙大工のものと思われる特徴がみられる。良質の材料でその技術を発揮できた大工達は仕

事冥利に尽きたと思われる。  

【今後の活用についての提言】 

現在、本建物は民俗資料館として開放されているが、あまり地域住民以外には認知され

ていないのではないかと思われる。その要因として考えられるのは、国道 340 号線沿いに

ありながら、はっきりとした案内看板がないため、この建物の価値（建設から１世紀にな

る歴史的な美しい建築物であり、郷土史を知ることができる民俗資料館であること）が分

かり難くなっていることが一番大きな問題ではないだろうか。これを改善するためには、

住田町内と遠野市・大船渡市・陸前高田市への往来に多く利用されている、国道 340 号線

からのアプローチを魅力的なものに整備していく必要があると思われる。 

内部の利用については、有益な資料や展示物があることは認めるが、それらがただ置か

れてあるだけという印象が残る。今後、登録文化財への申請も考慮しているようなので、

地域住民に協力を求め、建物を活かしたイベントの開催（産金展示室の資料を活かし、近

隣の橋野高炉跡との連携、歌人「柳原白蓮」の一番弟子といわれる「佐藤霊峰」を活かし

『和歌の勉強会』）を計画していく必要があると思われる。また来客者を迎える準備として、

設備機器の更新やさらなる維持管理計画の策定も必要になると思われる。 

 

資 料 

地区背景 １、【位置】 

古くからこの地方は「気仙」と呼ばれており（「続日本紀」弘仁 2 年 811 年初出）。これ

を現在の市町別にすると、「大船渡市」「陸前高田市」「住田町」の 2 市 1 町となる。 

この「気仙」は、岩手県の最南東に位置し、大船渡市、陸前高田市は一部が三陸の海に

接し、住田町は北上山脈の主脈に抱かれたような町という位置付けとなる。 

本調査の建造物の所属している場所は住田町上有住である。その上有住は「気仙」の西

北部に位置しており、北は北上山脈の分水嶺に沿って遠野市上郷に接し、東は愛染山

（1228m）及び五葉山（1351.3m）の分水嶺により釜石市甲子、釜石市唐丹町本郷に接し、

五葉山から分水嶺の南西に大船渡市日頃市と接し、南は町内下有住と境を接している。 

住田町の位置的な詳細を以下に示す。 

※岩手県気仙郡住田町の緯度経度について 

東  端 五葉山頂 東  経 １４１°３４′０５″ 

西  端 新田山下有住境 東  経 １４１°３２′４０″ 

南  端 朴峠東南方 北  緯 ３９°１０′０５″ 

北  端 土倉峠西北方 北  緯 ３９°１５′５０″ 

２、【地質、植物】 

当上有住の地質は、大雑把に花崗岩と石灰岩に大別される。土壌は植土及び植質壌土が

多く、又多少腐植質壌土があり作物栽培には適している。 

樹木としては特に五葉山を中心に、檜、松、橅、欅、栃、樅、翌檜、白樺、楢、栗など

が特筆される。 



 

主要材木としては、杉、赤松、檜、栗、落葉松、扁柏、羅漢柏などがあげられる。 

植物としては多種多様あり、旧上有住村としての調査記録はあるがここでは省略する。 

３、【歴史的な流れ】 

古くは縄文文化の形成期の土器、石器、骨角器等が出土（蛇王洞、国道 340 号西側）し

ていると記録されている。 

時代が下って大宝律令（701）が布かれ陸奥国に 35 郡が置かれ、その中に「気仙」も含

まれている。気仙郡という郡名が最初に出たのは弘仁元年（810）「日本後紀」に記載され

ていると言われている。 

奈良時代に東大寺の大仏建立には陸奥国から 900 両の「金」が奉納された。しかもこの

「金」の産出に、気仙の玉山金山、川尻金山、今出山金山等の名が出ているという。 

時代が下って、藩政時代「葛西・大崎一揆」が終熄したのは天正 19 年（1591）、これに

より伊達正宗の伊達藩政となり、旧上有住村も気仙郡の一村として、明治の廃藩置県を経

て行政改革の中をくぐり現在の「気仙郡住田町上有住」に至っている。 

４、【主たる河川・道路】 

最近では「奇跡の一本松」で有名になっている陸前高田市に震災前まであった高田松原

の西端に、河口を持つ「気仙川」、その源流は、観光地として知られる滝観洞から流れ出る

清流「五葉川」と五葉山、愛染山の領域から流れる「檜山川」を合わせ流下して山脈地と

言う所で、遠野市上郷境から流下する坂本川と合流し、気仙川となって流下し太平洋に注

ぐ川が気仙川である。 

一方、主たる道路としては、陸前高田市を起点とする「国道 340 号線」が、住田町世田

米で国道 107 号線とラップしながら同町川口で右折れし、同町下有住、上有住、赤羽峠を

越え遠野市へと。その 340 号線が上有住の山脈地地点で左折れして遠野市方向に進む 340

号線山脈地の地点を起点に滝観洞前を通過して釜石市へと通じる「県道釜石・住田線」こ

の 2 つの路線が主要道路となっている。 

５、【用材と技術】 

先述したように、五葉山とその周辺に生植する樹木は、建築用材として昔から貴重な用

材として活用され、それによって建築技術、大工技術が育まれ発展されてきたと言えるで

あろう。その五葉山からの用材と大工技術についての、面白いエピソードが語り継がれて

いるのでその一例を以下に記す。 

五葉山を同じく共有する隣接の大船渡市日頃市町に浄土真宗の名刹「長安寺」と言う寺

があり、その寺に大きく立派な山門がある。その山門は寛政 10 年（1798）に建立されたも

ので、総欅造り。当時、伊達藩では欅材使用は御法度で、藩から検視役が来て検視の結果、

欅材使用ということで御咎めがなされたが、寺院側は「欅」ではなく「槻の木（つきのき）」

であると主張した。結果的には認められたことになり、現在も立派に現存している。この

様な偉容圧巻な建物は普通の屋大工ではなせる技ではないといえる。名に残る気仙大工（棟

梁は陸前高田市小友町の松山五郎吉）の作である。 

この様によき材料がよき技術者を育んだとも言えるし、その技術が脈々と受け継がれ、

気仙地方はもとより、各地にその技が華を咲かせた建造物が多く存在する。 

 

 

※今回の実測調査に要した実作業時間の概略を以下に記載する。 

実測調査～６人×７時間/人＝４２時間、追加調査～２人×３時間/人＝６時間 

現状図作成～３人×７時間/人＝２１時間、復原図作成～２人×５時間/人＝１０時間 

 文献等調査～４人×５時間/人＝２０時間、報告書作成～６人×６時間/人＝３６時間 

 ※延べ作業時間合計＝１３５時間 



 

 

写 真 

 

 

 

 
1.外観（南東より）  5.外観（正面ポーチ部分） 

 

 

 
2.外観（東より）  6.外観（ポーチ軒天） 

 

 

 
3.外観（北より）  7.１階玄関ホール 

 

 

 

4.外観（西より）  8.１階玄関ホール（欅衝立） 



 

 

 

 

 
9.１階廊下  13.２階展示室Ｃ 

 

 

 
10.特別展示室  14.２階展示室Ｂ 

 

 

 
11.１階廊下から金産資料展示室  15.東側階段（踊り場より） 

 

 

 

12.金産資料展示室  16.東側階段（１階より） 



 

 

       

 

 
17.西側階段手摺  21.格天井（通気孔） 

 

 

 
18.引違框戸  22.外部建具欄間 

 

 

 
19.引違ガラス戸及び欄間  23.２階小屋裏 

 

 

 

20.開口部枠  24.２階小屋裏 

 



 

 

25.創立百周年 

記念誌の表紙 

写真（1975 年） 

 

曳家前の建物 

の幅が確認 

できる資料 

である。 

 

26.創立百周年 

記念誌より 

  （1975 年） 

 

百年目を迎え 

た当時の校舎 

全景が確認 

できる資料 

である。 

         

27.矢羽根 

雁股(かりまた)矢 

(鶴) 

紙垂 (しで )を挟む

幣串 (へいぐし )が中

央に見られる。 

         

28.矢羽根 

鏑（かぶら）矢 

(亀) 

 

 




