
「住宅遺産」の保存と継承に関わる一連の社会活動

一般社団法人住宅遺産トラスト



OUR MISSION
私たちは、歴史的、文化的に価値ある住宅を「住宅遺産」と呼び、その持続的な継承を目指します。



一般社団法人住宅遺産トラストは、相続や老朽化などをきっかけに消失する事例があとを

たたなかった貴重な住宅建築について、住宅の所有者に寄り添い、従来にはなかった独自

の活動を続けてきた。

これまで、多くの保存活動が特定の建築についての運動であったのに対し、住宅遺産トラ

ストでは、歴史的・文化的価値が高い住宅建築（住宅遺産）の保存継承のプラットフォー

ムの構築を目指し、各事例における阻害要因を分析し、その解決手法についての経験を積

み重ねている。

活動について



常に所有者に寄り添い、

共に考える姿勢

所有者からの依頼を受け、どうすれば次世代に残せるのか、所有者の置かれた状況

と希望を尊重しつつ、個々の住宅にふさわしい解決策を共に考え、継承後も必要に

応じて新所有者に並走する。

平時から予防的に所有者の

相談に対応

住宅遺産が解体の危機にさらされてから活動をはじめるのではなく、常設の窓口

を開設し、危機的な状況になる前から所有者の相談に応じる体制を整えている。

幅広いネットワークを

駆使した解決策

建築、建築史、不動産、法律、まちづくりを専門とする本団体の理事・顧問と共に、

行政や大学等の諸機関、金融、相続、文化財、歴史的建造物の修繕などの分野に精

通する専門家、地元協力者など、外部のサポート・ネットワークを駆使し、案件ご

とに柔軟な解決策を導き出す。

住宅遺産の社会的な

価値を高める活動

特定の建築の保存継承の枠を超え、見学会、展覧会、セミナーなどのイベントや、

積極的な出版への協力を通じ、継承者や支援者のネットワークの構築、住宅遺産の

社会的価値を高めるための活動に力を入れている。

４つの特徴





継承プロジェクト（2008.11〜2021.11現在）



2008年、居住者（賃貸人）から前川研究者へ連絡が入り、短

期間に継承者を捜すこととなった。

新・前川國男自邸（1974年）
2008年現地継承

東京都品川区

構造：RC 造地下 1 階地上 2 階建

延床面積：456.82 ㎡

敷地面積：495.2 ㎡



ピアニスト故園田高弘の自宅として設計された。夫人からの

相談を受け、地元有志と専門家による音楽と建築のサロンを

5年間継続、展覧会「昭和の名作住宅に暮らす」の報道を通

じて個人へ継承された。新所有者の協力を得て、住宅遺産ト

ラスト管理下に私邸でありながら、音楽と建築に関する使用

に限って公開されている。

園田高弘邸（吉村順三設計／1955年）
登録有形文化財 - 2013年現地継承

東京都目黒区

構造 : 木造 2 階建

延床面積 :77.0 ㎡

敷地面積 486.77 ㎡



座談会 見学会・レクチャー

園田高弘邸の継承と活用を考える会の活動



建築レクチャー
（内田祥哉氏）

園田夫人企画による演奏会

音楽と建築の響き合う集い（2008年より全23回～現在も続く）



展覧会と新聞記事により園田邸が継承

↓

一般社団法人住宅遺産トラスト設立

展覧会とその新聞記事により園田邸が継承

2013年
一般社団法人住宅遺産トラストの設立



富士見の家

（アントニン・レーモンド/1970年）

2014年現地継承

東京都千代田区

構造：RC 造地下 1 階地上 3 階建

延床面積：231.73 ㎡

敷地面積：105.91 ㎡



設計者（坂本一成）からの相談を受け、見学会とレクチャー

を経て継承。坂本一成氏の改修設計により個人邸として再生

された。

代田の町家（坂本一成設計／1976年）
2014年現地継承

東京都世田谷区

構造：木造２階建m 

延床面積：129.69 ㎡

敷地面積：130.63 ㎡



見学会とレクチャー

リニューアル工事

設計監理：坂本一
成・アトリエアン
ドアイ



施主遺族からの相談を受け、専門家と地元サポーターに

よる「加地邸保存の会」を結成。掃除会、展覧会、シン

ポジウムを経て継承。現在は民泊による活用がスタート

している。

加地邸（遠藤新設計／ 1928年）
登録有形文化財 - 2016年現地継承

神奈川県葉山町

構造：木造（一部 RC 造）地下 1 階地上 2 階建

延床面積：364.38 ㎡

敷地面積：1,129.52 ㎡



加地邸シンポジウム

家具実測草刈り

掃除
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邸
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に



喜多源逸邸（藤井厚二設計／1926 年）
登録有形文化財 - 2016年現地継承

京都市左京区

構造：木造 2 階建

延床面積：225.75 ㎡

敷地面積：929.07 ㎡

住宅遺産トラスト関西（旧称）との連携により継承された。



谷口吉生の最初の住宅作品。旧所有者が依頼した宅建士より

相談があり、見学会を経て継承。谷口吉生氏の監修下に、元

施工の水澤工務店により改修された。

雪谷の家（谷口吉生設計／1975年）
2017年現地継承

東京都大田区

構造：RC 造 2 階建

延床面積：167.59 ㎡

敷地面積：283.66 ㎡



今後の永続的な保存のため、調査・記録を経て、安定的な場

所へ移築予定。

土浦亀城自邸（1935年）
東京都指定文化財 - 2018年現地継承

東京都品川区

構造：木造 地下 1 階地上 2 階建

敷地面積：285.98 ㎡



旧足立正別邸（佐藤功一設計／1933 年）

2019年現地継承

神奈川県葉山町

構造：木造 2 階建

延床面積：264.45 ㎡

敷地面積：1,696.22 ㎡

竣工時の用途：住宅

神奈川大学内田研究室による実測調査、見学会を経て継承。



岡本の洋館（木子七郎設計／1923 年）
神戸市指定文化財- 2020年現地継承

神戸市東灘区

構造：木造（一部 RC 造）3 階建 地下駐車場

延床面積：434.15 ㎡

敷地面積：1,032.09 ㎡

所有者が神戸と東京に別れて居住していたため、住宅遺
産トラスト関西（旧称）との協働で継承活動をおこなっ
た。



計画道路の予定地等、現地保存が困難な諸状況により、篠原

一男のアーカイブを管理する奥山研究室（東京工業大学)お

よび同大学山﨑研究室とともに移築を準備した。

現在、バーゼル近郊の野外建築博物館にて再建中。

から傘の家（篠原一男設計／ 1961 年）

2020年移築継承

東京都練馬区

構造：木造平屋建

延床面積：55.4 ㎡

敷地面積：204.99 ㎡



実測調査および解体 ドイツにおける再建：上棟式の様子



設計事務所からの依頼で継承活動を始めた。妹島和世建築設

計事務所の改修設計により、個人の別荘でありつつアーティ

スト・イン・レジデンスも予定されている。

森の別荘（妹島和世設計／1994 年）
2021年現地継承

長野県茅野市

構造：RC 造 2 階建

延床面積：198.84 ㎡

敷地面積：1,259.56 ㎡



VILLA COUCOU

（吉阪隆正＋U研究室設計／1957 年）

2021年現地継承

東京都渋谷区

構造：RC 造 2 階建

延床面積：67.2 ㎡

敷地面積：193.37 ㎡

調査を経て、オリジナルへ戻す改修設計中。



G 邸（旧中村邸）（浜口ミホ設計／

1965 年）

2021年現地継承

川崎市高津区

構造：木造一部 RC 造 3 階建

延床面積：309.41 ㎡

敷地面積：241.6 ㎡

東京工業大学塚本研究室から、本邸の解体危機の連絡を受け

短期間で継承者を捜した。同研究室とアトリエ・ワンにより

調査・改修設計監理。



朝井閑右衛門アトリエ

2022年現地継承

鎌倉市由比ガ浜

構造：木造2階建

延床面積：185.1 ㎡（約56坪）※その後増改築あり

敷地面積：668.79㎡（約202.3坪）㎡

洋画家朝井閑右衛門のアトリエ。1962年に建てられた民家を

購入し、本人の意図で増改築を重ねた。1983年画家の没後、

遺族がそのままの設えを維持して現在に至る。



その他の活動
（啓蒙・広報など）



見学会＆レクチャー

「ドーモ・アラべスカ」
富田玲子設計

1974年竣工

「旧山口萬吉邸」
内藤多仲・木子七郎・今井兼次設計

1927年竣工

「旧足立正別邸」
佐藤功一設計

1933年竣工



展覧会



セミナー＆シンポジウム

代官山ヒルサイドクラブセミナー
「名建築に暮らす：富士見の家」

住まい手をむかえて
（2017年）

シンポジウム
「加地邸：継承の実現へ」の様子

（2015年）



海外とのつながり

レイモンド・ノイトラ氏来日講演主催

「父リチャード・ノイトラの住宅と保存」
（2018年7月@国際文化会館）

発表
Iconic Houses Network の第５回国際大会

（2018年5月＠New Canaan,US）

「から傘の家」オンライン上棟式
（2021年11月＠Weil am Rhein, Germany）



オンライントーク

ZOOMによるオンライントークの様子

第１回 伊藤邸（旧園田高弘邸）から

（吉村順三設計/1955年竣工）

第２回 上原通りの住宅から

（篠原一男設計/1976年竣工)

第３回 VILLA COUCOUから

（吉阪隆正/1957年竣工）

第４回 増田夫妻のアトリエ（アトリエNo.7）から

（白井晟一設計/1959年竣工）



メディアへの協力

サライ連載執筆・取材協力
（年2回、現在継続中）

単行本監修『日本の住宅遺産』

家庭画報連載（全26回）
「住宅遺産：名作住宅の継承」監修

新建築住宅特集2021年5月
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