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【航空写真 (1976 年 / 国土地理院 )】

①【正門】( 門柱のみ伝統的建造物 [ 工作物 ])
石造門柱は建設当初のものと思われる。当初は門柱が㸲
本建っていたが ( 写真右 )、史料から昭和 37 年に内側の
２本が撤去されたことが分かる。鋳鉄製の門扉もこの時
に設置されたものと思われる。

②【東門】

③【西門】
東門と同じ意匠の門柱に木製の門扉が取付く。年代は不
明だが、東門と同じく昭和 37 年の新築と考えられる。
また、史料から大正期には石造で鉄扉付の門であったこ
とが分かる。

昭和 37 年の新築。当初は石垣の耳石が現在よりも内側
にあったが、おそらく車両通行用に門の幅が当初より拡
幅されたため、それとともに耳石が移動された ( 写真右 )。
史料から、大正期には石造で鉄扉付の門であったことが
分かる。

④【石垣 ( 正面 )】( 伝統的建造物 [ 環境物件 ])

⑤【庭園】
斜面地を造成。明治行啓時の記録には｢庭園の築造等｣と
ある。周辺と植生が異なり景石を配置している。正面の
函館湾に対し、函館山側の景観を意識したものか。

切石積で、正面から東西の門柱まで廻り込む。史料に「外
廻堤上に多行松植付」とあり、多行松は明治行啓時に植
えられたことが分かる。各部に雨染みが見られ、一部に
はツタが覆っている。西側の隅付近では大きく孕んでい
る箇所がある ( 写真右 )。

⑥【石垣 ( 背面 )】

⑦【失われた建造物】
当初敷地内に建っていたはずの建造物のうち、本館と附
属棟以外は昭和修理前に取り壊されている。現在のポン
プ室周辺には、職務住宅と便所が建っていた。

本館突出部背面側の法面。正面側の石垣とは仕上げが異
なる。石垣の中央付近は大きく乱れ、南側斜面の土砂や
雨水の影響と思われる。斜面は土質が柔らかく、土砂が
流れやすい。また斜面をコンクリートで覆っていた痕跡
がある ( 写真右 )。

職務住宅
ᅗ 㸬ᩜᆅࡢኚ㑄⌧≧㸦㸰㸧
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便所
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保存区域















将来的な公開


保全区域

・剪定や伐採を含めた

樹木の手入れ



整備区域







重要文化財



庭園






石垣（背面）

管理用動線
ᕷ㐨ඖ⏫㸳ྕ⥺

・舗装材の敷設の検討
・防災設備の更新



ᪧภ

東門

ポンプ室

物置

㤋 本館
༊බ  ᇽ

附属棟

バリアフリー用動線
・舗装材の敷設の検討
・本館へのスロープ設置
西門

見学者用動線
・ロードヒーティング
設備の設置
石垣（正面）

正門

ᕷ㐨ᑎ⏫༑㛫ᆏ⥺

石垣（正面）
ඖ ⏫
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ࡋࠊ㧗ࡉ࣭ᖜࡀ㹫௨ୗࠊỈᖹᢞᙳ㠃✚੍௨ୗࡍࡿࠋ

㸦ࠕภ㤋ᕷඖ⏫ᮎᗈ⏫ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࡢಖᏑ㛵ࡍࡿィ⏬ࠖࡽᢤ⢋ࠋ㸧
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㸱㸫㸳㸬ᘓ㐀≀ࡢ༊ศಖ᪉㔪
㸦㸯㸧 ᘓ㐀≀ࡢ༊ศ
ィ⏬༊ᇦෆᡤᅾࡍࡿ㔜せᩥ㈈ᘓ㐀≀௨እࡢ࡚ࡢᘓ㐀≀㸦ᕤస≀࣭⎔ቃ≀௳ࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸
࡚ࠊ௨ୗࡢᶆ‽ⓗ࡞༊ศ‽ࡌ࡚༊ศࡍࡿࠋ
ࠑಖᏑᘓ㐀≀ࠒ
ಖᏑ༊ᇦᡤᅾࡍࡿᘓ㐀≀࡛ࠊ㔜せᩥ㈈ᘓ㐀≀‽ࡌ࡚ಖᏑࢆᅗࡿࡶࡢࠋ
㸯㸧ᆅ᪉බඹᅋయࡼࡾᣦᐃ࣭Ⓩ㘓➼㸦Ⓩ㘓ࡣᅜⓏ㘓ࢆྵࡴ㸧ࡢಖㆤࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭷ᙧᩥ
㈈ᘓ㐀≀ཬࡧྐ㊧࣭ྡ➼ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡞ࡗ࡚࠸ࡿᘓ㐀≀
㸰㸧ࡑࡢᡤ᭷⪅➼ࡀ⮬ⓗಖᏑࢆᅗࡿࡇࡍࡿࡶࡢ

ఏᘓᆅ༊ࡢఏ⤫ⓗᘓ㐀≀㸦ᕤస≀࣭⎔ቃ≀௳㸧ࡋ࡚ಖㆤࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿṇ㛛ཬࡧṇ㠃ࡢ
▼ᇉࡍࡿࠋ
ࠑಖᘓ㐀≀ࠒ
ಖᏑᘓ㐀≀௨እࡢᘓ㐀≀࡛ࠊṔྐⓗᬒほࡸ⎔ቃࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡋ࡚ಖࢆᅗࡿࡶࡢࠋ
ᮾすࡢ㛛ཬࡧ⫼㠃ࡢ▼ᇉࡍࡿࠋ
ࠑࡑࡢࡢᘓ㐀≀ࠒ
Ṕྐⓗᬒほࡸ⎔ቃࢆᦆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࠊࡲࡓࡣᩥ㈈ࡢಖㆤཬࡧ㜵⅏ୖࡢぢᆅ
ࡽᨭ㞀ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊᑗ᮶ಟᬒࡸ᧔ཤࡍࡿࡇࡍࡿࡶࡢࠋ

㝃ᒓᲷᮾഃࡢ࣏ࣥࣉᐊཬࡧ≀⨨ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧 ᘓ㐀≀ಖㆤࡢ᪉㔪
㸯㸧ಖᏑᘓ㐀≀
ṇ㛛㸦㛛ᰕࡢࡳ㸧ṇ㠃ࡢ▼ᇉࡣࠊఏᘓᆅ༊࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗᘓ㐀≀㸦ᕤస≀࣭⎔ቃ≀௳㸧ࡋ
࡚ಖㆤࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㛵ಀࡍࡿྛ✀ィ⏬࡞ࠊᙜヱᘓ㐀≀ࡢไᗘⓗ⨨ࡅᇶ࡙࠸࡚ᡤ
⟶ᶵ㛵ࡢᣦᑟ࣭ຓゝࢆᚓ࡚ಖㆤດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ṇ㛛ࡣࠊᮦᩱ⮬యࢆಖᏑࡋ࡚⌧≧ࡢᙧᘧࢆಖᣢࡍࡿࡇࢆཎ๎ࡍࡿࡀࠊ㕲〇ࡢ㛛ᡬࡣࠊ᭷ຠ
࡞ά⏝ࡢࡓࡵ⾜࠺⾜Ⅽࠊࡲࡓࡣ⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐᇶ࡙ࡃཎ࡛࠶ࡗ࡚ᩥ㈈ⓗ౯್ࢆྥୖࡉࡏࡿ
┠ⓗ࡛⾜࠺⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡣࠊᙧ≧ࢆኚ᭦࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸧ಖᘓ㐀≀
ཎ๎ࡋ࡚⨨࣭つᶍ࣭ᙧែࢆಖࡍࡿࠋ
⫼㠃ࡢ▼ᇉࡣᩳ㠃ࡢᅵ␃࡞ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛✚ࡳ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
ᮾすࡢ㛛ࡣᙜึࡢᙧᘧࡇࡑ࡛᫂࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
᫂  ᖺ  ࡣ⌧ᅾྠࡌ⨨Ꮡᅾࡍࡿࠋ
⌧ᅾࡢ㛛ࡣᘓ⠏ᚋ  ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ◚ᦆࡶ࡞࠸ࡇࡽᇶᮏⓗࡣ⌧≧ࢆಖࡋࠊᑗ
᮶ⓗ࡞እᵓィ⏬ࡢぢ┤ࡋࡢ㝿ࠊᨵࡵ࡚ಖ᪉㔪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㸱㸧ࡑࡢࡢᘓ㐀≀
Ṕྐⓗᬒほࡸ⎔ቃࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡇࢆཎ๎ࡋࠊᑗ᮶ⓗ࡞ಟᬒࡣ⨨࣭つᶍ࣭Ⰽᙬ࡞ࢆ⪃៖
ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࠋ
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保全建造物












その他の建造物







保存建造物









重要文化財




庭園







石垣（背面）
・修理
ᕷ㐨ඖ⏫㸳ྕ⥺



ᪧภ

東門

ポンプ室

物置

㤋 ༊බ

本館 

附属棟

ᇽ

西門

石垣（正面）

正門

ᕷ㐨ᑎ⏫༑㛫ᆏ⥺

石垣（正面）
ඖ ⏫

ᅗ 㸬ᘓ㐀≀ࡢ༊ศ

⾲ 㸬ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࠾ࡅࡿチྍ⏦ㄳ➼㸦ᘓ㐀≀㸧
ಖ➼ࡢ⾜Ⅽ

ᇶ‽➼
ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀࣭ᕤస≀ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡋ࡚ࡑࡢእほࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊཎ๎ࡋ࡚⌧≧⥔
ᣢࡲࡓࡣཎಟ⌮ࡍࡿࠋ
⎔ቃ≀௳ࡣᪧࡍࡿࠋ

ಟ⌮

ᬒほᙧᡂୖ㔜せ࡞ᙺࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ▼ᇉࡀᩜᆅෆᏑᅾࡍࡿሙྜࡣࠊ✚ᴟⓗ࠸ࡍࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
ᘓ≀ࡢእほࢆಟ⌮ࡍࡿሙྜࠊせࡍࡿ⤒㈝ࡢ௨ෆࡢ㢠ࢆ⿵ຓࠋ㸦ࡓࡔࡋࢆ㝈ᗘ㸧
⎔ቃ≀௳ࢆಟ⌮ࡍࡿሙྜࠊせࡍࡿ⤒㈝ࡢ௨ෆࡢ㢠ࢆḟ⿵ຓࠋ㸦ࡓࡔࡋࢆ㝈ᗘ㸧
ఏ⤫ⓗᘓ⠏ᵝᘧࡢពࠊᮦᩱࠊⰍᙬ➼㓄៖ࡋࡓࡶࡢࡍࡿࠋ

ಟᬒ

୍⯡ᘓ⠏≀ࢆఏ⤫ⓗᘓ㐀≀㢼᪂⠏ࠊᨵ⠏ࡍࡿሙྜࠊせࡍࡿ⤒㈝ࡢ௨ෆࡢ㢠ࢆ⿵ຓࠋ
㸦ࡓࡔࡋࢆ㝈ᗘ㸧
ᩥ㈈ࡸᬒほᙧᡂୖ㔜せ࡞ᙺࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿᘓ⠏≀➼ࡢ࿘㎶࡛ࡣࠊࡑࡢᘓ⠏≀ࢆ㜼ᐖࡋ࡞
࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋ
ᘓ⠏≀ࡢពࠊᮦᩱࠊⰍᙬ➼ࡣࠊṔྐⓗ㢼⮴ࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
ᘓ⠏≀௨እࡢᕤస≀ࡢ㧗ࡉࡣࠊ㹫௨ୗࡍࡿࠋពࡣࠊ࿘㎶ㄪࡉࡏṔྐⓗ㢼⮴ࢆⴭ
ࡋࡃᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡋࠊᘓ⠏≀ࡢእほⰍᙬࡢᇶ‽ྠᵝࡍࡿࠋ

᪂⠏➼

⤥Ỉ⟶➼ࡢᘓ⠏タഛࡣࠊබඹⓗ࡞ሙᡤࡽ┤᥋ぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࡋࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜ
ࡣࠊ᳜᱂➼ࡼࡾ┠❧ࡓ࡞࠸ࡼ࠺ᕤኵࡋࠊṔྐⓗ㢼⮴ࢆⴭࡋࡃᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
᪂ࡓ᧦ቨ➼ࢆタ⨨ࡍࡿሙྜࡣࠊ࿘㎶ㄪࡋࡓ⣲ᮦࢆ⏝ࡍࡿࡶ╔Ⰽࡣࡋ࡞࠸ࡶ
ࡢࡋࠊṔྐⓗ㢼⮴ࢆⴭࡋࡃᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
㛛ࡢ㧗ࡉࡣࠊ㹫௨ୗࠊሟࠊᇉࠊࡉࡃࡢ㧗ࡉࡣ㹫௨ୗࡍࡿࠋ
㛛ࠊሟࠊᇉࠊࡉࡃࢆタ⨨ࡍࡿሙྜࡣࠊ࿘㎶ࡢᬒほㄪࡍࡿᮦᩱࠊୖࡆࠊ╔Ⰽࡍࡿ࡞
Ṕྐⓗ㢼⮴ࢆⴭࡋࡃᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦ࠕภ㤋ᕷඖ⏫ᮎᗈ⏫ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࡢಖᏑ㛵ࡍࡿィ⏬ࠖࡽ㸧
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㸱㸫㸴㸬㜵⅏ୖࡢㄢ㢟ᑐ⟇
㸦㸯㸧 㜵⅏ୖࡢㄢ㢟
ィ⏬༊ᇦࡢ୍㒊ࡀᅵ◁⅏ᐖ㆙ᡄ༊ᇦཬࡧᅵ◁⅏ᐖ≉ู㆙ᡄ༊ᇦᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦➨㸲❶ࠕ㜵⅏
ィ⏬࡚ࠖᚋ㏙㸧ࠋ
ࡲࡓ㏆࠸ᑗ᮶ࠊᘓ㐀≀┤᥋ⓗ࡞༴ᐖࢆ࠼ࡿᜍࢀࡢ࠶ࡿ༴㝤ᮌࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ㏆ᖺࠊୗグࡢ
ࡼ࠺࡞ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᶞᮌࡢᐃࡸఆ᥇࡞ࠊ㐺ษ࡞⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺ㸦㸧 ᭶ 㞷ࡼࡾᩜᆅෆࡢ࣐࢝ࢶಽᮌ
࣭ᖹᡂ  ᖺ㸦㸧㸶᭶ ྎ㢼ࡢᙉ㢼ࡼࡾᩜᆅෆࡢ࣐࢝ࢶ࡞ಽᮌ

㸦㸰㸧 ⎔ቃಖタᩚഛィ⏬
㸯㸧ᅵ␃
⫼㠃ഃࡢ▼ᇉࡢୖ㒊ࡣᅵ◁⅏ᐖ㆙ᡄ༊ᇦཬࡧᅵ◁⅏ᐖ≉ู㆙ᡄ༊ᇦᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ▼ᇉࡢ
Ꮞࡳࡸᅵ◁ࡢὶฟࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣภ㤋ᒣࡽࡢỈࡢὶࢀࡼࡿᙳ㡪᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ
ὶฟ⟠ᡤࡀ㞄᥋ࡍࡿఫᏯᆅ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊヲ⣽࡞ㄪᰝࡼࡿཎᅉࡢᢕᥱດࡵࡿࠋࡉ
ࡽᾏ㐨࡞㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࢆᅗࡗࡓୖ࡛ࠊ࿘ᅖࡢṔྐⓗᬒほࡸ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓᮦ㉁ࡸᕤἲࢆ
㑅ᢥࡋࠊὶỈ⤒㊰ࡢᨵၿࡸᅵ␃ࡢᥐ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㸰㸧ቃ⏺ᰙ
㞄᥋ࡍࡿఫᏯᆅࡢ㛫ࡣࠊࡘ࡚ࡣᮌᰙࡀタࡅࡽࢀ࡚ᩜᆅࡀ༊⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣᶞᮌ
ࡼࡿ༊⏬ࡢࡳ࡛ࠊᩜᆅࢆ᫂☜༊ูࡍࡿቃ⏺ᰙࡣタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᚋࡣ㜵⅏ୖ࣭ά⏝ୖࡢ
ほⅬࡽࠊࡲࡓ㜵ⅆᛶ⬟ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊṔྐⓗ࡞ᬒほࡸ⎔ቃࡢㄪ␃ពࡋ࡚ቃ⏺ᰙࡢタ⨨ࢆ
᳨ウࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧 ࿘㎶ᶞᮌࡢ⟶⌮
ᩥ㈈ᘓ㐀≀㞄᥋ࡍࡿᶞᮌࡣࠊಽᮌ➼ࡼࡾᘓ㐀≀⿕ᐖࢆཬࡰࡍࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺⟶⌮ົࡵ
ࡿࠋᚲせᛂࡌ࡚ᶞᮌ་➼ࡢᑓ㛛ᐙ౫㢗ࡋ࡚デ᩿ࢆ⾜࠸ࠊᶞໃᅇࡸᨭᣢᮦࡢタ⨨ࠊࡲࡓᯞᡶ࠸࣭
ఆ᥇➼ࡢᑐ⟇ࢆࡍࠋ≉ᮏ㤋✺ฟ㒊㏆ࡣᶞᮌࡀ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊఆ᥇ࢆྵࡵࡓ㐺ษ࡞ฎ⨨
ࢆ⾜࠺ࠋ
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