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・豊田市指定文化財の指定について（答申）    【資料１】、【資料２】 

旧平岩家住宅 1 棟      

４ 報 告 

・旧田口家住宅での展示活動について（進捗報告） 【資料３】 

・博物館整備の進捗状況について 【資料４】 

５ その他  



令和３年１１月１５日 
豊文財発 第２４０１号 

豊田市文化財保護審議会 
会長 田中 祥雄  様               

豊田市長 太田 稔彦 

豊田市指定文化財の指定について（諮問） 

みだしのことについて、豊田市文化財保護条例第３４条の規定に基づき諮問
します。 

記 

１ 民俗文化財（有形民俗文化財） 
旧平岩家住宅（きゅうひらいわけじゅうたく）

               豊田市陣中町１－２１－２ 
               豊田市 所有 

資料１ 



指 定 調 書（旧平岩家住宅） 
種 別 有形民俗文化財
番号・諮問日 令和３年１１月１５日諮問
名 称 旧平岩家住宅（きゅうひらいわけじゅうたく）
員 数 1棟
規 模 桁行７間（12.8ｍ）梁間３間半（6.5ｍ） 寄棟造 茅葺（鋼板覆）
建築年代 江戸時代中期 後期
所有者・所在地 豊田市 

豊田市陣中町１丁目２１－２
内  容 旧平岩家住宅は、桁行実長７間（12.8ｍ）、梁間実長３間半（6.5

ｍ）、寄棟造、平入の農家であった建物、屋根は茅葺で棟を東西
方向に通し、現在は亜鉛メッキ鋼板で覆われる。柱は礎石上に立
ち、主要な柱には榁

むろ

（杜松
ね ず

）の変
へん

木
ぼく

（自然木に近い面皮付きの曲
がり材）が用いられ、各所に手斧仕上げの部材も使用されている。 
間取りは、東端の桁行実長２間、梁間実長３間半をニワ（土間）
とし、南に出入口を設け、ニワの西に桁行実長２間のダイドコ（板
間）を配し、さらにその西の桁行実長１間をナカノマ（７畳）と
する。西端の南側に桁行実長２間、梁間実長２間のデイ（６畳・
押入付き）、北側に梁間実長１間半のナンド（６畳）を配してい
る。なお、ナカノマ・デイ・ナンドの畳は現在取り除かれて板間
とされている。 
ニワは広い三和土

た た き

土間で、南面に１間の出入口を設け、潜戸
くぐりど

付
きの大戸

お お ど

を引き込みに入れる。戸口東側の柱間と東面および北面
の柱間は土壁で閉ざされる。 
ダイドコの東西両面は、南北両端の下屋

げ や

柱から半間内側に上屋
じょうや

柱を立てて「四つ
よ つ

建
だて

」の構成をとり、東面のニワ境では上屋柱間
に野物の内法梁を渡し、中央やや北寄りに面取角柱の大黒柱を立
てて大黒柱の南北に上がり框を通す。西面は上屋柱間の中央（棟
通り）に柱を立てて南北各柱間に敷居と差

さし

鴨居
が も い

を通し、板戸２本
を引き違いに入れる。南北両端間には無目

む め

の敷居と差鴨居を通し
て板戸を吊る。南面は実長２間の下屋柱間に敷居と差鴨居を渡
し、腰付き障子４本を引き違いに入れ、外に雨戸を通す。北面は
中央にも下屋柱を立てて柱間を二分し、東西各柱間に敷居と鴨居
を通して腰付き障子２本の引き違いとし、外に雨戸を入れる。床
は拭い板敷きとし、北側東寄りに半間強のイロリが現在設けられ
ている。

資料２ 



ナカノマの南面は、下屋柱間に敷居と差鴨居を通し、腰付き障
子２本を引き違いに入れ、外に雨戸を通す。北面は下屋柱間を土
壁とする。床は拭い板敷きとし、天井は東西方向に根太

ね だ
を通した

根太天井とされ、南側に間口半間四方の開口（引き込み板戸付き）
を設けている。 
デイは西端の桁行半間を押入とし、ナカノマ境の東面柱間は実
長２間の柱間に２本溝の敷居と差鴨居を通しているが、建具は現
在取り除かれている。南面と北面は実長１間半の柱間に敷居と差
鴨居を通し、南面は２本溝の敷鴨居を現在は３本溝に改変して腰
付き障子３本を引き違いに入れ、北面は３本溝の敷鴨居を通すが
建具は現在取り払われている。床は拭い板敷きとし、天井は押入
内まで一連の根太を通した根太天井とされる。 
ナンドは北面の西端間と西面を土壁とし、北面東側の実長１間
半の柱間には２本溝の敷居と鴨居を通して腰付き障子３本を引
き違いに入れる。東面の実長１間半の柱間には２本溝の敷居と鴨
居を後補し、板戸３本（１本欠失）を引き違いに入れる。床は現
在拭い板敷きとし、天井は根太天井とされる。 
ナカノマ・デイ・ナンドの根太天井は、後世の改造によるもの
と考えられ、明治以降、養蚕が盛んになった際、屋根裏を蚕室に
したものと推定される。 
ニワとダイドコ上部では小屋組を露出し、上屋柱筋の桁行に入
側桁・上屋桁を通し、中央の棟通りにも牛

うし

梁
ばり

・中引
なかひき

梁
ばり

を通し、梁
行方向には南北の下屋柱間を繋ぐ実長３間の小屋梁を渡し、上屋
桁と中引梁の上にも扠首

さ す

（合掌）を受ける扠首台を架け渡す。扠
首の頂部を交差させ、この上に棟木を通し、屋中

や な か

竹
たけ

・竹垂木・え
つり竹を扠首に縄で結び付けて茅を葺く。ニワの北半部分とダイ
ドコ上屋部分には簀子

す の こ

天井が張られ、筵を敷いた上に漆喰が塗ら
れている。 
移築工事の際に作成された設計図には現状と若干異なる間取
りが示されており、移築以前に既にかなりの改造を受けていたこ
とが推察される。建築当初の姿を復原することは困難であるが、
広い土間と板間を有し、板間に隣接する室は南に二室、北に一室
が配された変則的な間取りであったと推定され、「三

み

間取
ま ど

り広間
型農家」の発展形式と考えられる。



由  来 旧平岩家住宅は東加茂郡豊栄
とよさか

村
むら

大字歌石字タコ市十六番（現豊

松町タコイチ 28）にあった旧庄屋平岩家の主屋を移築したもの

で、建築年代は江戸中期頃と伝えられてきた。 
昭和 42 年 1月 16 日の豊田市郷土資料館の開館に伴い、その
付属施設である民俗資料館として移築され、失われてゆく庶民の
生活用具を収集・保存・展示し、かつての人々の暮らしぶりを体
験できる施設として今日まで活用されてきている。 
移築工事は昭和 41年 11月 15日から同年 12月 15日に実施
され、その後、平成 15年度に耐震補強工事として仕口ダンパー
の取付けが行われ、平成 17 年 10 月から 12 月には茅を覆う波
型鉄板を亜鉛メッキ鋼板に葺替える修繕が実施されている。

指定理由 旧平岩家住宅は、市内の山間地区にあった江戸時代の庄屋の主
屋を移築したもので、建築年代は江戸時代中期から後期（18 世
紀後半 19 世紀前半）頃と推定され、市内でも数少ない近世の
民家建築の遺構である。 
寄棟造、茅葺の農家で、「四つ建」と呼ばれる古式な構造を残
し、柱には榁の変木を用い、各所に手斧仕上げの部材を使用する
など古風な技法を留めている。また茅葺屋根の工法にも伝統的手
法を残している。間取りは、移築前にかなりの改造を受けていた
と考えられ、建築当初の姿を正確に復原することは困難である
が、「三間取り広間型」の発展形式と考えられる変則的な平面構
成をとっており、当地域における農家の発展過程を示す貴重な遺
構であるといえる。また、中古の改造は産業や暮らしの変遷を示
すものでもある。 
民俗資料を展示する施設として郷土資料館と同時に開館し、こ
れまで 54年間にわたって多くの市民に親しまれ、体験学習の場
として活用されてきた建物でもある。建物自体にも民俗文化財的
価値が十分に認められ、今後も永く保存され一層の活用が期待さ
れる。
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補 遺 

 旧平岩求家住宅（豊田市郷土資料館・民俗資料館）について、豊田市史資料調査会から『歌

石村個人別宅地建物図面綴』に収録された「地間建物図面」の資料提供を得た。また、令和

3 年 11 月 24 日にご当主である平岩求
もとむ

氏から直接、移築前の主屋の状況を聞き取る機会を

得た。これらにより、新たな知見を得ることができたので、ここに加筆しておく。 

 『歌石村個人別宅地建物図面綴』に収録された図面は「豊栄村大字歌石字タコ市十六番地

間建物図面」と記載され屋敷図で、平岩家の敷地と「本宅」「小屋」の二棟の建物が描かれ

ている。年記は無く、明確な成立年次を知ることはできないが、東加茂郡豊栄村
とよさかむら

は明治 22

年（1889）に発足し、同 39 年（1906）に廃止されて松平村となっているので、この間に描

かれた図であることが推定できる。 

 「一 本宅 間口七間 奥行三間五分 屋根草葺 天井板張 二十四坪五合 但平屋 

豊栄村大字歌石壱番戸 平岩友吉」「一 小屋 間口貮間半 奥行壱間四尺 三坪七合七夕 

屋根草葺平屋 天井竹張」の記載があり、平岩友吉は現当主求氏の祖父であるという。また、

本宅の規模、平屋建、草葺、板天井などの仕様は現存する旧平岩家住宅と一致する。 

 紙面の中央に敷地が単線で描かれ、方位も記載されている。敷地は不整形な形状で、本宅

は南西を正面にして配されている。本宅の東側に小屋が西を正面にして配され、南側には井

戸の印が記されている。 

 本宅の建物は、外郭線が単線で描かれ、室境の間仕切りが点線で描かれているので、当時

の間取りを窺い知ることができる。図によると、東端に間口２間、奥行３間半の土間と思わ

れる広い室があり、その西側に同規模の広間が続いている。広間の西には南北二列、東西二

室の四室が変則的に配されており、北側の二室は共に間口１間半、奥行１間半の４畳半で、

南側の二室は東を間口１間、奥行２間の４畳とし、その西は間口１間半、奥行２間の６畳と

間口半間の「床」と記された部分で構成されている。 

描かれた間取りは現状（移築後）とほぼ一致するが、異なる点もある。現在の広間（ダイ

ドコ）の西には間口１間、奥行３間半の縦長の一室（ナカノマ）が接し、南北の間仕切りは

設けられていない。また、西端に南北に並ぶ二室（デイとナンド）も桁行の柱間が現在は同

じになっているので、東側の柱筋が一直線に通っており、図のように二室の柱筋に半間のず

れは生じていない。 

図示された間取りは、明治期における平岩家住宅主屋の様子を描いたものと考えられる

が、建造当初の状態を保持したものであったかは不明である。 

移築前の状態については、現当主である平岩求氏（旧平岩家住宅の寄贈者）から直接お話

を伺った。求氏は昭和 10年 9月 30 日生まれで、父ショウザブロウ氏から家督を継いだ後、

昭和 41 年に新居再建のため主屋を解体することになり、その際、当時の松平町長と商工会

議所の仲介によりこれを豊田市に寄贈し、郷土資料館の開館に合わせて移築保存されるこ

とになったと言う。 
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現在の平岩家は、南に開けた斜面に石垣を築いて屋敷地を構え、旧主屋の跡地には昭和 42

年に新築された居宅が建ち、その東側には明治期の屋敷図と同じ位置に同規模の小屋が存

在する。ただし、現在の小屋は往時のものではなく、その後再建されたものと思われる。居

宅の西側には二階建の土蔵が南を正面にして建っている。この土蔵は明治期の屋敷図には

描かれておらず、当時存在しなかった可能性がある。また、主屋の南には井戸があり、これ

は明治期の図に示された通りである。主屋移築前の平岩家には、これらの建物の他に南側の

一段下がった場所に牛舎があり、家畜として牛を飼っていたと言う。また、これに隣接して

堆肥小屋もあったと言う。 

主屋の間取りに関しては、昭和 41年に豊田市建設部建築課が作成した平面図があり、こ

れが移築前の状態を示したものであることが確認できた。土間と広間は共に南北二室に分

割されおり、広間の西側には南に 10 畳、北に３畳と４畳半の三室があったと言う。南土間

には南東隅にフロがあり、北土間には東側に焚口を設けたクドがあって、その北側に水を蓄

えておくカメと薪を置くタナがあり、東面には勝手口もあったと言う。また、土間上部の簀

子天井は茅置き場として使用されていたと言う。南北に間仕切られた広間の北側には現在

と同じ位置にイロリがあった言い、部屋は全て板間でムシロを敷いて生活していたと言う。

北西隅の４畳半の室が親の寝間で、その東の３畳が子供の寝間であったと言う。南側 10畳

の西端の押入内には仏壇が置いてあったと言う。年３回の養蚕を行い、繁忙期には全ての部

屋が蚕室として使われたので、押入の中で就寝した記憶があると言う。各部屋の呼称につい

ては特に記憶にないとのことで、室名を明らかにすることはできなかった。 

以上の話は、求氏が子供だった頃の思い出も含まれていると思われ、昭和 40 年頃には畳

が敷き込まれていたと考えられる。間取りの改造もいつ頃行われたのか不明であるが、明治

期の様子とは異なっており、移築後の現状とも若干違っている。 

新たな資料と聞き取り調査により、旧平岩家住宅主屋の旧所在地が明確になり、主屋が南

に開けた傾斜地に南西を正面にして建っていたことが判明した。また、明治期の間取りと移

築前の間取りも知ることができ、その変遷過程の一端が解明された。さらに、仏壇やフロ・

クドの位置、養蚕時の暮らしぶりなども知ることができた。 

調査にご協力いただいた平岩求氏に記して感謝の意を表します。 

（豊田市文化財保護審議会委員 岩田敏也） 
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『歌石村個人別宅地建物図面綴』 

「豊栄村大字歌石字タコ市十六番地間建物図面」 （明治 22 年～39年頃） 
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古写真 移築前の平岩家 全景（平岩家所蔵） 

古写真 移築前の平岩家 主屋（平岩家所蔵） 
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旧平岩家住宅主屋 移築前平面図 



１ 取組内容                            
（１）足助資料館の展示機能の一部を試行的に伝建地区・旧田口家住宅に移転（R3.6～）

旧田口家では、し好立地を生かし、地域の交流拠点、町並みのガイダンス、歴史や
文化の情報発信（足助地域核エリア再生事業と連携） 

（２）足助資料館の開館日見直しに伴い豊田市文化財施設管理規則を改正
開館日：土、日（11月は平日も開館） 

2 入場者数（人） ※R3は 11月末まで 
年 度 H30 R１ R2 R3 
足助資料館 1,056 1,153 1,388 1,303
中馬館 11,254 9,698 9,031 4,133
旧田口家住宅 ― ― ― 5,514

3 アンケート報告 
（１）概 要 

実施期間 令和 3年 6月 10日から ※継続中 
場 所  旧田口家住宅
回収数  162 件（市外：82件、市内 80 件）（10月末まで） 

（２）展示に関する感想 
■全体 
・田口家の活用の幅が広がったこと、資料館に足を運ばなくても町並みで見られるよう
になって便利になった。（足助・50代） 
・各展示はわかりやすく説明されており、よく理解できました。いつも外側からは見え
るが中は余り見れなかったのが今回は見れて良かった。（市内・70代ほか） 
・足助の歴史についてふれることができた。建物も町家のおもかげを残したもので、タ 
イムスリップしたような体験ができてよかった。（市外・20代） 
 ■歴史パネルについて 
・足助の歴史がパネルで良くわかった。（市外・60代） 
・説明用パネルが多すぎる。旧家の雰囲気が減。（市内・50代） 
 ■企画展示について 
・昔の道具が逆に新鮮だった。（茶びつ、米だわら、おかんじょう道具など）（市外・ 
30 代） 
・昔のはかりに実際に乗って自分の体重を計量し、なつかしさを実感した。（市外・ 
60 代ほか） 
・昔の人々の民具等、貴重な物が見れた。（市内・50代） 
■その他 
・よく工夫され展示されていた。昔の足助に思いをはせることができた。（足助・70代） 
・入りやすい。写真等の説明が老眼の私には見にくかった。大きな写真がたくさん見た
い。昔なつかしい物が見れてよかった。（市外・50代）

  ・もう数軒、こういった住宅が点在すると町歩きが楽しくなると思う。（市内・60 代）

旧田口家での展示活動について（進捗報告） 
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博物館整備の進捗状況について（報告） 

１ 令和３年度の進捗状況及び今後の主な予定 
令和 3年
11月 17日 ・「電気工事」「空調・管工事」仮契約 

→契約の相手方として、東光・小野建設共同企業体（電気）、三建・三河建
設共同企業体（空調・管）を選定

11月 24日 ・「建築工事」仮契約 
→清水・トヨタ T＆S・三栄建設共同企業体を選定

12月 23日 ・上記「旧平岩家住宅」の件について、当審議会答申（見込み）
12月下旬 ・12月議会において「建築工事」「電気工事」「空調・管工事」「展示・収

蔵環境等製作業務委託」12月議会の議決を受け本契約
令和 4年
1月 ・「建築工事」「電気工事」「空調・管工事」「展示・収蔵環境等製作業務委

託」の業務開始

２ 市民周知の取組
① PR動画「はくぶつ chan」（全 5回）を製作・放映 
・令和 4年３月までひまわりネットワークで放送、随時 YouTubeで公開
②パンフレット（全８頁）の製作（令和４年１月から配布） 
③インスタグラム「とよたの新しい博物館」および準備室ホームページでの情報発信
④交流館等における市民周知活動
・博物館模型の交流館巡回展示 
・交流館の歴史講座における PR（朝日丘交流館、猿投台交流館、逢妻交流館） 
⑤記憶あつめるプロジェクト
・成人式や出産など「人生の節目の記憶」や「足助の町並みの記憶」収集
⑥資料あつめるプロジェクト ※継続実施 ₍ ₎は 11月末時点
・市民による昆虫・岩石の標本製作（全 11回／延べ参加人数 105人）
・とよた歴史マイスターによる拓本製作（全３回／延べ参加人数 30人）
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