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１ 施設の位置 

（１）施設の地理的位置 

 旧安田銀行担保倉庫の位置（国土地理院「前橋市 2万 5千分の 1地形図」を基本図として作成） 
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（２）現在の施設地図 

施設の周辺地図（平成 15年前橋市役所発行の「2500 分の 1前橋市現形図 52-2」の一部を原図として作成） 
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２ この建物は，国民的財産ともいうべき貴重な文化遺産です 

これまでの日本では，明治期以前の文化財に対してはある程度の理解と保護がなされてきました。

しかし近代日本の礎ともなった「幕末から戦後までの間につくられた産業・交通・土木関係の建造物」

に対しては，所在調査すら十分におこなわず，安易に取り壊されたり改変されるケースも多いといっ

た現状がありました。文化庁では近年，そうした現状を重大な国民的資産の喪失としてとらえ，新た

な文化行政をスタートさせましたが，それが「平成 2年（1990）からはじまった新たな文化財保護事

業」です。この新事業では，それらの建造物に「近代化遺産」という新たな名称を与え，その保存と

活用に対して国民の意識を高めていくことを目指していますが，まずその事業の端緒として着手され

たのが，平成 2 年(1990)からの「近代化遺産総合調査」という全国規模の遺産実態調査でした。「調

査」は，調査員の不足等を背景に毎年 2県程のペースで実施されていますが，実はこの群馬県は秋田

県とともに，全国に先駆けて第 1回目の総合調査の実施県となっています。調査は群馬県教育委員会

が中心に実施されましたが（1），その中で文化的価値が高い近代化遺産の一つとして取り上げられた

のが，当倉庫でした（2）。報告書には「旧安田銀行担保倉庫」の名前でとりあげられていますが，当

倉庫が歴史遺産として高い評価を受けるようになったのも，この調査事業がきっかけでした。 

その後平成 8 年（1994）の文化財保護法改正により，「保存及び活用についての措置が特に必要と

される文化財建造物」を，文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」という制度

も導入されました。この制度は「自由な活用を所有者に認めつつ，保存してゆく緩やかな文化財保護

制度」です（3）。そうした中で平成 16 年（2004）7 月 23 日，前橋市（前橋市岩神町二丁目 7－5）に

拠点をもつＮＰＯ法人「街・建築・文化再生集団（ＲＡＣ，星和彦理事長）」の推薦を受けて，文化

庁文化審議会は当倉庫を国登録有形文化財第 10-0118 号に指定するとの答申を出しました。「近代の

地域経済を物語る巨大な煉瓦造倉庫」としての指定でした（4）。 

国登録有形文化財に指定されたことで私たちには，今後この国民的財産の保存と活用をどのように

おこなっていくのかという課題がゆだねられることになったわけですが，それを考えていくのは今後

の我々の責務と考えます。この旧安田銀行担保倉庫が将来にわたり，次の世代に連綿と引き継がれて

いくことを切に願いたいと考えます。 

 

 註 

（1）『群馬県近代化遺産総合調報告書』群馬県教育委員会．1992 年，1頁。 

（2）『群馬県近代化遺産総合調査報告書』群馬県教育委員会．1992 年，121 頁。 

（3）『建物を活かし文化を活かす』,1996 年，文化庁。 

（4）文化庁ＨＰ「文化庁文化財部伝統文化課の平成 16 年報道発表資料」。 
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登録文化財指定当時の平成 16 年（2004）6 月 19 日「朝日新聞」 
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 登録文化財指定当時の平成 16 年（2004）6 月 19 日の「上毛新聞」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          倉庫南側の外壁に設置されたプレート（平成 19 年 3 月撮影） 

 



 6

３ 施設の歴史 

（１） 群馬商業銀行前橋支店の設立（明治 34 年 11 月 1 日） 

明治 20 年代後半の日清戦争後，県内各地の製糸業，織物業は活況を呈していた。そうした中で織

物業者，製糸業者に金融貸付を行う県内地元系の普通銀行が多数新設されていた（1）。当倉庫を作っ

たのも，そうした中，本店を佐波郡伊勢崎町 584 番地（明治 38 年 5 月伊勢崎の本町通りに移転）に

置き，明治 33 年（1890）6 月 1 日に新設した群馬商業銀行（安田系の銀行）だった（2）。群馬商業銀

行は当初，伊勢崎の機業家に資金をまかなうことを目的にしていたが，営業開始の翌年から勢力を県

内各地に広げていった。つまり明治 34 年（1891）11 月には前橋支店（本町 4番地），明治 37 年（1894）

2 月には境出張所，明治 41 年（1898）2 月には高崎支店，明治 43 年（1991）7 月には藤岡出張所，大

正 4年（1915）7 月には桐生支店を設置していった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現・前橋市本町にあった群馬商業銀行前橋支店（のちの安田銀行前橋支店） 

（丸山知良・島田幸一共編『ふるさとの想い出 写真集 明治・大正・昭和 前橋』1979 年,72 頁の写真を引用） 

 

 註 

（1）萩原進『群馬県史 第２分冊産業・経済編』，201～202 頁。 

（2）群馬銀行調査部 50 年史編纂室『群馬銀行 50 年史』株式会社群馬銀行，1973 年，703～705 頁。 
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（２） 群馬商業銀行前橋支店細ケ沢出張所の開業（大正 2年 6月 10 日） 

その後，明治 42 年(1909)群馬商業銀行前橋支店は，「出張所」を，前橋の製糸業の中心地である細

ケ沢町 69 番地（現・住吉町二丁目）に開設することを企画した（1）。当時，前橋市内の製糸工場の大

半は，一毛町，諏訪町，向町，岩神町，国領町，才川町，細ケ沢町，立川町，神明町など「旧利根川

の河床にあたる前橋町北側」に集中していた（2）。そのためおそらくは，そうした「前橋町北側の工

場経営者」への金融貸付を意図して，「細ケ沢町の出張所開設」が企画したものと考えられる。その

際，重要な担保物件であった乾繭と生糸の保管をする「倉庫」も附属施設として建設企画されたが，

それがこの倉庫だった。 

「細ケ沢出張所」は，明治 45 年（1912）に着工されたが，倉庫が完成し落成がおこなわれたのは

大正 2年（1913）6 月 10 日であった。当時，倉庫の敷地は現在よりも広く，現存する倉庫の他に南に

も同様の倉庫がもう 1棟あった。倉庫は当時としては 新式の繭の乾燥場をもつ先進的施設であった

（3）。なお 2 つの「倉庫」の間にはさまれた所に，銀行一般業務をおこなう銀行出張所の「事務所」

が設置されていた。その後，大正 5年（1916）9 月 30 日群馬商業銀行は，同じ安田系の「明治商業銀

行」となり，さらに大正 12 年（1923）11 月 1 日には保善銀行ほか 10 銀行と合併して「安田銀行」と

なった。しかし施設名は「細ケ沢出張所」のまま営業を続けた。ただし昭和 2年（1927）12 月 31 日，

「事務所」での銀行の一般業務が廃止され，「出張所」は廃止。以降，この施設は「安田倉庫（安田

銀行担保倉庫）」と呼ばれるようになった（3）（4）。 

 

 

←当時の施設の様子 

（平成 15 年前橋市役所発行の「2500 分の 1前橋   

市現形図 52-2」の一部を原図として作成） 

 

 

 

註 

（1）群馬県文化課資料による。 

（2）丸山清康『続・前橋史話』1960 年，32 頁。 

（3）群馬県文化課資料による。 

（4）群馬銀行調査部 50 年史編纂室『群馬銀行 50 年史』 

株式会社群馬銀行，1973 年，703～705 頁。 
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安田銀行前橋支店細ケ沢出張所の位置(前橋市「推定昭和 9年前橋 3 千分の 1地形図・前橋市」を加工して作成) 
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（２） 前橋大空襲による倉庫の被災（昭和 20 年 8 月 5 日） 

第二次世界大戦末期にあたる昭和 20 年（1945）8 月 5日の夜，マリアナ群島ティニアン北飛行場

を飛び立った 92 機の B29 爆撃機によって，前橋の市街地には「6ポンド油脂焼夷弾」を主とした総

量 723.8 トンの爆弾が投下された。第 313 航空爆撃大隊長ジョン＝Ｈ＝ディビス准将の指揮する空

襲部隊による猛爆撃であった。空襲では前橋市街地の 8 割が焦土と化し，全市 20,871 戸のうち全

焼 11,460 戸，半焼 58 戸にのぼった。死者も 535 名，負傷者は少なくとも 600 名以上に達した(1)。 

倉庫のあった細ケ沢町は，東に隣接する小柳町に次ぎ二番目に猛烈な攻撃を受けた地区である。

家屋は，北隣の琴平町に接する 8戸の家が消失を免れたのみで，96％もの家屋が全焼した(2)。戦死

者・行方不明者も子供 4名を含む 13 名に及んだ (3)。安田銀行担保倉庫も，激しい爆弾投下により

南側の倉庫が一棟焼け落ちた。地元古老の話しでは，このとき南側倉庫は 8日間も燃え続けていた

という。その一方で北側の煉瓦倉庫や倉庫南西の銀行出張所は，屋根に焼夷弾が 12 発落下しても

ビクともせずに残った(4)。 

昭和 20 年当時の家並み（『住吉ものがたり・集会室落成記念号』1992 年,19 頁の図を引用） 

 註 

（1）前橋市戦災復興誌編集委員会『戦災と復興』前橋市役所発行，1964 年，99～102 頁。 

（2）註（1）の 257～258 頁。 

（3）住吉町一丁目成年会文化部『住吉ものがたり・第 10 号』1974 年，67 頁。 

（4）安田倉庫の西に在住していた父の金子喜三郎とともに糸商を営んでいた故・金子万喜彦氏（大正 2 年頃の生れ）より，

田中十九八氏が聞き取りした結果による。 
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（３） 終戦直後の様子（昭和 20 年代前半） 

戦後，消失した南側倉庫，付属施設，建物の残骸は取り払われ，南側倉庫のあった地所は空き地と

なった。そして昭和 23 年(1948)10 月 1 日，安田銀行は財閥解体によって富士銀行に社名を改名し，

倉庫の所有権は富士銀行に移管された(1)。その後昭和 24 年（1949）頃，前橋戦災復興都市計画に伴

う区画整理事業が始まり，北側倉庫と南側の空き地の間に，現在のような道路が新設され，敷地も区

画整理によって整然とした区画となった(2)。 

 註 

(1）群馬銀行調査部 50 年史編纂室『群馬銀行 50 年史』株式会社群馬銀行，1973 年，703～705 頁。 

(2）事業の完了は昭和 44 年 9月 10 日である。なお南側の空き地は富士銀行の敷地のまま残ったが，ここには昭和 26 年頃富士銀

行家族寮が建設された。しかし平成 12 年 3 月 31 日付には私有地となり，現在では個人住宅が建っている。 

 

（４）生糸・乾繭の現物取引所となった煉瓦倉庫（昭和 26 年 7 月１日～）(1)（2） 

終戦直後，前橋市の製糸業は，空襲被害と，食糧増産事業を背景とした周辺農村の桑園減少と収繭

量減少により大きく衰退していた。そうした中で自治体の「前橋市」と「地元の糸繭商」が目をつけ

たのが「乾繭の先物と現物の両方を扱う取引所」の新設であった。当時，取引所は「商品取引所法」

に基づく農林大臣の認可施設で，全国的にも施設はほとんどなかった。生糸取引所は神奈川県横浜市

と兵庫県神戸市の 2カ所，乾繭取引所は愛知県豊橋市 1カ所あるにすぎなかった。しかしいずれも西

日本の施設で，関東・東北といった日本 大の製糸業地帯には取引所はなかった。そこで前橋市と地

元糸繭商は，取引所を前橋市に誘致することで，前橋を日本 大の繭の集散地として発展させ，ひい

てはその経済波及効果によって糸挽きなどの内職に頼る戦争未亡人や失業者への雇用機会創出，地元

経済の振興をはかろうと考えていたのである。 

昭和 25 年(1950)3 月 23 日，前橋市議会は繊維工業振興対策審議会に 210 万円の助成を決定してい

るが，この助成金も取引所設立に向けての対策費だった。つまり前橋市や蚕糸関係業者たちは昭和 25

年当時，先物取引所を誘致するため，まずはそれに先行して「前橋で繭と生糸の現物取引が組織的に

おこなわれている既成事実」をつくる必要があると考えた。そのため蚕糸関係業者たちを募り，昭和

26 年(1951)6 月 19 日，中小企業等協同組合法にもとづいて「協同組合前橋商品市場」という暫定的

な現物取引所をつくった。その際「前橋市」が，その現物取引所にする用地として準備したのが，市

が富士銀行より買収した「煉瓦倉庫と銀行出張所，管理人詰所の建つ用地 210 坪の土地」であった。

その上の全施設は「協同組合前橋商品市場の組合員 261 名が，前橋市と群馬県から補助金を受けなが

らも，基本的には協同で購入した。買収には当時の金で計 1，000 万円の費用がかかったといわれる。 

かくして戦後，煉瓦倉庫は「生糸・乾繭の現物取引所の施設」となり，銀行事務所だった施設はそ

のまま「協同組合前橋商品市場の事務所」に転用された。前橋商品取引所を舞台にした現物取引は，

昭和 26 年（1951）7 月 1 日からはじまり，週 2 回，乾繭 ，生糸，玉糸の現物取引が行われた。なお

管理人詰所は昭和 28 年（1953）頃以降，借家として商品市場の関係者個人に貸付けられた。 

註 (1) 前橋乾繭取引所『前橋乾繭取引所三十年史』上毛新聞社発行，1983 年,41 頁 

(2) 田中十九八氏よりの聞き取りによる。 
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（４）北に前橋乾繭取引所が建設され，活気づく倉庫（昭和 27 年 7 月 10 日～）(1)（2） 

「前橋市」は「現物取引所の用地準備」と並行して，「乾繭の先物取引所」の用地確保も進めた。

つまり昭和 26 年(1951)6 月 19 日，先物取引所の建設予定地として，倉庫北側にあった 285 坪の空き

地（前橋市細ケ沢町 66 番地）を製糸家（石原辰治氏）から買収という形で取得した（かつて市橋製

糸があった跡）。 

前橋乾繭取引所の開設準備は，大林峰太郎（前橋市萩町 93 番地）を発起人総代として，売買業者，

座繰業者，玉糸業者，生糸商，撚糸商など製糸関連業者計 261 名が中心になって進めた。つまりかれ

らは倉庫南の前橋商品市場事務所で数回にわたる設立準備会を開いた末，基本的な組織の枠組みをつ

くっていった。そして 5 月 27 日には発起人総代だった大林峰太郎が理事長となることが正式に決定

した。また一方で取引所の建設も小野里建設への委託で昭和 27 年（1952）5 月 10 日に着工し，2 ケ

月後の 7月 10 日に竣工した。木造 2階建瓦葺外部モルタル塗で建坪 139.25 坪の施設が完成したので

ある。取引所の西側には，「糸や商売繁盛の神」として八坂神社が創建された。農林大臣から正式な

登録許可がでたのも 7 月 10 日だった。初立会がおこなわれたのは昭和 27 年７月 24 日で，その日煉

瓦倉庫前の広場にはテントが貼られ盛大に開所祝賀式がおこなわれた。こうして前橋商品市場倉庫は，

この前橋乾繭取引所のセリ（立会い）に参加する糸繭商に金融貸付する「現物取引所」として機能す

るようになった。つまり糸繭商に対して，生糸や乾繭を担保として 3ヶ月間の期限つきで金融貸付を

する業務を行った。貸付金については，前橋商品市場が金融機関から貸付けてもらったもので充当し

たが，その取引先のメインバンクは時代とともに変遷した。つまり富士銀行，高崎信用金庫，大栄信

託銀行，足利銀行などとの取引が行われた。なお昭和 60 年（1985）頃，糸繭商に対し一度に 2 億円

もの金融貸付をしたこともあったという。 

なお協同組合前橋商品市場と前橋乾繭取引所の土地・建物は当初，前橋市の所有であった。しかし

固定資産税は，当初から実質的に管理していた協同組合前橋商品市場が納めていたため，昭和 46 年

（1971）頃，「民法 162 条 2 項 不動産の時効取得」によって，全ての所有権は自動的に協同組合前

橋商品市場に移行することになった。 

 

 

当時の施設の様子→ 

（平成 15 年前橋市役所発行の「2500 分の 1前橋   

市現形図 52-2」の一部を原図として作成） 

 

 

註 

(1)前橋乾繭取引所『前橋乾繭取引所三十年史』上毛新聞社発行，    

1983 年。 

(2)田中十九八氏よりの聞き取り調査による。 
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  開設当時の前橋乾繭所の写真と建築図面 

（『前橋乾繭取引所三十年史』上毛新聞社発行，1983 年，65～68 頁より引用） 

 

八坂神社と前橋乾繭所の写真 

（住吉町一丁目成年会文化部『住吉ものがたり・第 5 号』1975 年 5 月,20～27 頁の写真を引用） 
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昭和 50 年頃の繭倉庫として利用されていた頃の写真 

（清水慶一編著／村田敬一・松浦利隆著／清水讓撮影『颯爽たる上州 群馬の近代化遺産』群馬銀行，1995 年，26～27 頁より引用） 

 

 

(６）前橋乾繭取引所の新前橋移転（昭和 52 年 3 月 19 日～）（1） 

その後，前橋乾繭取引所は，施設の老朽化と手狭感から，昭和 52 年（1977）3 月 19 日，交通の要

地として発展しつつあった新前橋（前橋市古市町 71 番地 59-3）の「繭ビル」と呼ばれる新築ビルに

移転した。新社屋で初立会いがおこなわれたのは，3月 22 日からであった。ただしその後次第に安い

外国産の乾燥繭の輸入が増大し，国内産乾繭の取り扱い自体が減少し，取引所の業績は悪化していっ

た。そして平成 10 年 （1998）10 月１日，ついに前橋乾繭取引所は横浜生絲取引所とともに解散し，

生糸や野菜など多様な商品を扱える横浜商品取引所に吸収されるに至った（2）。 

前橋乾繭取引所は後に取り壊された。同じ敷地内にあった八坂神社も平成 13 年（2001），同じ住吉

町 2丁目の愛宕神社に合祀された。 

 

 註 

(1) 田中十九八氏よりの聞き取りによる。 

（2）その後平成 18 年（2006）4 月 1 日，その横浜商品取引所も業績不振を背景に解散し，東京穀物商品取引所に合併された。 
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(７） 「現物取引所としての協同組合前橋商品市場」の解散（平成 13 年 3 月 31 日）(1) 

その後，前橋乾繭取引所の新前橋移転後も続いた。しかし倉庫の繭の現物扱いは，乾繭取引所同様

に悪化し，次第に施設維持が困難になっていった。そうした中，平成 13 年（2001）の協同組合前橋

商品市場の臨時総会で，役員からある不動産会社への売却提案が株主に示された。しかし売却されれ

ば解体されるとの提案に対し，一部の株主が売却に猛反対し結果的にその話は流れることとなった。 

しかしその後「現物取引所としての協同組合前橋商品市場」の業績はさらに悪化し，繭管理倉庫と

しての経営が困難になっていった。そうしたなかで「組合員の全ての権利を買い取る」と表明したの

が，かねてより組合員の製糸業者とも親交のあった地元前橋の福田敏夫氏だった。かくして倉庫，貸

し家となっていた家，事務所，それらが建っていた土地の全ての所有権が福田敏夫氏に移管された。 

かくして平成 13 年 3 月 31 日，この倉庫は繭倉庫としての役割を終えた。 

 註 

(1)田中十九八氏よりの聞き取りによる。 

(８） 一般倉庫としての協同組合前橋商品市場の業務開始（平成 13 年 4 月 1 日）(1) 

福田敏夫氏は平成 14 年（2002 年）前橋商品市場の新理事長となるとまもなく，前橋商品市場を「倉

庫の特性」を活かせる一般倉庫会社として残すこと。そして以降，協同組合前橋商品市場の煉瓦倉庫

を，絵画・骨董品・御神輿などその他の物品を扱う一般倉庫として再利用することを決めた。残念な

がら経営合理化のため事務所や貸し家になっていた施設は解体されたが，跡地は，倉庫裏の「前橋乾

繭取引所跡」の土地とともに，昼間は月決め有料駐車場として活用されることになった。また倉庫の

管理事務所と倉庫前の駐車場は，夜間，車の代行業者「ゼロ代行」に貸し出すなど合理的な利用が図

られることになった。 

現在の旧安田銀行担保倉庫（2006 年 7月撮影） 

 

 

平成 19 年現在の施設の様子（平成 15 年前橋市役所発行「2500 分の 1 前橋市現形図 52-2」の一部を原図として作成） 

 註 

(1)田中十九八氏よりの聞き取りによる。 
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４ 倉庫の構造的特徴 

（１）概要 

建物の名称 旧安田銀行担保倉庫（協同組合前橋商品市場倉庫） 

建築当時の住所 前橋市細ケ沢町 69 番地 住 

所 現住所 群馬県前橋市住吉町二丁目10番地2号（昭和41年 1月 1日～この地番）

建築年代 明治 42 年（1909）に企画・建築開始，大正 2年（1913）完成 

設計者 不明 
建 

築 
建築業者 不明 

大正 2年～ 群馬商業銀行前橋支店細ケ沢出張所（担保倉庫） 

大正 5年～ 明治商業銀行前橋支店細ケ沢出張所（担保倉庫） 

大正 9年～ 株式会社安田銀行前橋支店細ケ沢出張所（担保倉庫） 

昭和 23 年～ 株式会社富士銀行前橋支店細ケ沢出張所（担保倉庫） 

昭和 26 年 6 月～ 協同組合前橋商品市場（担保倉庫） 

平成 13 年 4 月～ 協同組合前橋商品市場 理事長 福田敏夫（一般倉庫） 

建築面積 1 階 140 坪，2階 140 坪の述べ床面積 280 坪（924 ㎡） 面

積 敷地面積 210 坪（692.677 ㎡） ※駐車場・管理事務所の土地を含むが，乾繭所は含まない。 

梁間（間口） 6 間（約 10.8ｍ） 

桁行（奥行） 30 間（約 54.0m） 

軒高 31.24 尺（約 9.47ｍ） 

管 

理 

者 

・ 

用 

途 

腰厚 4.0 寸（約 12.1ｃｍ） 

建物構造 木造 2階建て 

基礎部分 切石布基礎（きりいしぬのぎそ） 

屋根型 屋根勾配 31 度の切妻造り 屋 

根 屋根素材 日本瓦を使用 

外壁仕上げ 漆喰を塗った壁の上から，日本製煉瓦をイギリス積みとする 外 

壁 壁の厚さ 1.25 尺（37.9cm） 

 

建 

築 

様 

式 

扉 鉄扉の両開き戸が倉庫南面に 2箇所 

旧安田銀行担保倉庫の建築構造（『群馬県近代化遺産総合調査』群馬県教育委員会と田中十九八氏作成資料による） 
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（２）建築の特色(1)(2)(3) 

① 建物の外観 

倉庫は木造総 2階建で，屋根型は切妻型である。屋根は，外観は日本瓦で葺いてあり和風であるも

のの，外壁に煉瓦を採用するとともに，構造的に洋風のトラス小屋組という工法を採用するなど和洋

折衷的な所がある。全体の大きさは桁行 30 間（約 54.0m），梁間 6間（約 10.8ｍ），軒高 31.24 尺（約

9.47ｍ）である。なお現在，倉庫北（前橋乾繭所跡）も南も駐車場として利用しているが，北側はア

スファルト舗装しているが，南側はアスファルトの輻射熱によって倉庫内の温度が上昇するのを避け

るために，バラス敷きにしてある。 

  倉庫の全体（平成 19 年 3月撮影）          倉庫北側の様子（平成 19 年 3月撮影） 

 

倉庫北側にある消火塔（平成 19 年 3月撮影）     倉庫北側の戦災で焼けた跡（平成 19 年 3月撮影） 
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② 外壁 

外壁には，日本煉瓦製造会社の煉瓦が使用された。このことは「近代化遺産総合調査」の際，外壁

の漆喰が欠落した部分から，日本煉瓦製造会社の所在地である「上敷免製」という刻印の入った「刻

印煉瓦」が発見されたことから判明した事実である。この会社は渋沢栄一が明治 20 年（1887）に創

立した日本初の煉瓦製造会社で，武蔵国榛沢郡上敷免村（現在の埼玉県深谷市上敷免）に設立された

会社である。この会社の煉瓦は，明治時代その高品質の煉瓦と突出した煉瓦製造能力から，「関八州

の覇王」と称され，日本各地の煉瓦構造物に使われていた。積み上げ方式は明治時代後半に多かった，

横幅 37.9ｃｍの長手の段と，横幅 27.9ｃｍの小口の段を交互積み重ねたイギリス積みである。なお

倉庫の東西南北の隅には，色違いの煉瓦によって下の写真のような模様が施されている。どのような

意味をもった模様かは明らかではない。 

イギリス積み（平成 19 年 3 月撮影）          倉庫の東西南北の壁にある模様（平成 19 年 3月撮影） 

 

 

 

 

 

刻印煉瓦（平成 19 年 3月撮影）            「上敷免製」の刻印（平成 19 年 3月撮影）    
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③ 屋根 

 屋根は杉板にセメントを流し，さらに漆喰を流し，その上を日本瓦で葺いているが，厚さが 27.4cn

ほどもある。この屋根には，前橋大空襲の際に焼夷弾が 12 発落下しているが，この倉庫が焼失せず

に残ったのもこの屋根の厚さによるところが大きかった。現在も屋根は建築当時のままとなっている。 

 

④ 倉庫入り口 

乾繭・生糸の搬入と搬出に使われた東と西の「倉庫入り口」は，かつては三重扉で，一番奥の扉は

壁土と漆喰が塗られた「引き戸」で，二番目の扉は「木枠に金網の入った引き戸」，一番外側の扉は

「鉄の扉の内側に壁土と漆喰が塗りつけてある扉」になっていた。しかし「一番奥の扉」は平成 10

年（1998）と平成 13 年（2001）のエレベーター設置工事の際に溶接され使用できなくなった。「二番

目の扉」は建築当時の様子をとどめているものの，「一番外側の扉」も表面を覆っていた壁土と漆喰

はいつの頃か不明であるが剥がれてしまった。 

  西入口の一番外側の扉（平成 19 年 3 月撮影）     西入口の二番目の扉（平成 19 年 3 月撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   西入口の扉を開放した所（平成 19 年 3月撮影） 
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⑤ 三重扉，庇 

倉庫 1 階と 2 階の周囲には多くの「三重扉」が設置されている。1 階は東と西に 2 カ所ずつ，北と

南に 6カ所ずつ設置されている。また 2階では東と西に 2カ所ずつ，北と南に 8カ所ずつ設置されて

いる。一番奥の扉は壁土と漆喰が塗られた「引き戸」で，二番目の扉は「ガラス窓」，一番外の扉は

「鉄の扉の内側に壁土と漆喰が塗りつけてある扉」という構造である。季節によって 3つの扉を開閉

して倉庫内の温度を調節できる珍しい仕組みである。ただし一番奥の「引き戸」は建築当時の様子を

とどめているものの，二番目の扉の「ガラス窓」は昔のゆがみガラスの破損が激しかったため，平成

2 年（1990）に全て新品のガラスに入れ替えた。また一番外側の「扉」も老朽化により壁土と漆喰の

剥離が進んでいる。 

なおかつて倉庫の周囲には庇がもうけられていたが，戦後の区画整理の際に大半が取り払われ，現

在では南側に残るのみとなった。 

 

    一番目と二番目の扉（平成 19 年 3月撮影）      三番目の扉（平成 19 年 3月撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   倉庫南側の庇（平成 19 年 3月撮影） 
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⑥ 基礎部分 

基礎部分は切石布基礎（きりいしぬのぎそ）で，床下 1ｍの高さになっているが，これは繭を載せ

た手押し車の高さである。荷物をそのまま横滑りに積み下ろしできるように，工夫された高さとなっ

ていた。また倉庫の下の所々には，床下の換気を促すために 30cm×26cm の長方形の空気孔がある。

この空気孔は，引き出し式に開閉できるようになっており，かつて繭を倉庫内においていた時代は，

倉庫内の温度と湿度の調節に使われていた。ただ一般倉庫になって以降は利用していない。 

 

⑦ 倉庫の構造 

倉庫内は木造建築となっている。柱・梁など構造部分には檜材，床・側面などには杉材が使用され

ている。床が杉材になっているは，倉庫内の湿度調節のためである。 

1 階中央には，防火壁を貫く形で「太さ（縦 55ｃｍ×横 30ｃｍ）×長さ 54ｍの巨大な梁」が通っ

ている。これを支えるのは，倉庫中央に直線状に並ぶ 8本の「太さ 16.5ｃｍ×16.5cm の柱」である。 

かつてこの 1階部分は，西側は 30 坪の糸蔵（生糸倉庫），東側は繭蔵（乾繭倉庫）として使われてい

た。とくに東の乾繭倉庫は火災の類焼を防ぐ必要から，中央に厚さ 37.8cm の防火壁が設けられ，さ

らに西 40 坪，東 70 坪の二つの区画に区分けされていた。現在もこの状況は変わっていない。なお西

の生糸倉庫，生糸の湿度管理のため壁一面に新聞紙で目張りがおこなわれ，その上から上質の紙でコ

ーティングされていた。現在その紙が剥離しているため，天井を見上げると，「第二銀行」，「赤玉ポ

ートワイン」，「大学目薬」など倉庫開設当時の新聞広告を目にすることができる。 

一方 2 階は，「トラス小屋組」という工法による合掌梁が組まれ，柱が一本もない構造である。ト

ラスには鉄柱は使わず，旧富岡製糸場などとも同じ木製トラスを採用している。また 2階はかつて全

てが乾繭倉庫として利用されていたため，1 階同様，倉庫中央には厚さ 37.8cm の防火壁があり，西

70 坪，東 70 坪の二つの区画に区分けされている。現在でもこの構造は変わっていない。 

1階西階段と糸蔵入口（平成 19 年 3月）          1 階西の乾繭倉庫（平成 19 年 3月） 
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2 階のトラス小屋組による合掌梁（平成 19 年 3月撮影）  
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⑧ 荷上げ用の穴・ベルトコンベア・エレベーター 

 かつて 1階から 2階への荷上げには，2階床にあけられた 1.8ｍ×1.8ｍの「荷上げ用の穴」が利用

され，そこに取り付けられた滑車によって荷物の荷上げがおこなわれていた。しかし昭和 41 年（1966）

10 月以降,西と東の両方の階段部分に設置されたベルトコンベアーが利用さていた。ただし荷上げ作

業の労力軽減のため，平成 10 年（1998）倉庫東側，平成 13 年（2001）倉庫西側にエレベーターが設

置され，ベルトコンベアーは取り外された。かくして現在，荷上げ用の施設としてはエレベーターの

みが使われている。 

荷上げ用の穴（平成 19 年 3 月撮影）          かつて荷上げに使われていた滑車（平成 19 年 3月撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在使われているエレベーター（平成 19 年 3月撮影） 

  註 

(1)群馬県文化課資料による。 

(2)田中十九八氏よりの聞き取り調査による。 

（3）明治 45 年(1912)7 月 15 日の日本新聞の記事「関八州の覇王日本煉瓦」 
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                  2007 年 3 月現在の内部の様子（現地調査と田中十九八氏の原図をもとに作成） 
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付記 

本資料は，平成 19 年の現地調査と文献調査の結果を踏まえ，施設の管理担当者・田中十九八氏の

作成資料に，田中隆志が加筆・修正を加え作成したものです。まだ未完成資料と考えておりますので，

今後とも多くの方々からのご意見・情報提供を希望いたします。 

情報提供先は協同組合前橋商品市場の連絡担当者・田中十九八（027-231-5782）あるいは，県立前

橋商業高等学校教諭・田中隆志(〒371-0131 前橋市鳥取町 766-37)までお願いいたします。 

 

 

 

 

協同組合前橋商品市場 

 

住 所   前橋市住吉町二丁目 10 番地 2号 

電 話   ０２７－２３１－５７８２ 

理事長   福田 敏夫 

連絡担当者 田中 十九八 

 


