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１　はじめに

  当館は2012（平成24）年に開館100周年を迎え，３月27日に記念式典を挙行し，７月13日付け
で開館100周年記念誌『山口博物館100年のあゆみ』（以下「本編」）を発行した。本編には多数
の写真を掲載したが，編集の段階ではさらに多くの写真を収集しており，掲載できなかったも
ののほうが多い。本稿ではこれら掲載できなかった写真の中から，旧館（1917（大正６）年完成）
の解体から新館（現在の建物）の完成に至る工事関係の写真を選び，編集した。あわせて，日
時順に流れを追っていけるよう，館務日誌の抜粋を中心に，工事関係の記事を表にして掲載し
た。期間は，工事のため休館した日（1966（昭和41）年１月15日）から，新館の開館日（1967（昭
和42）年10月１日）までとした。なお，実際には工事関係の写真は，数百枚に及ぶ。新館の建
設については，本編の30 ～ 31ページに記述してあるが，本稿はこれを補足するものである。

２　凡　　例

　表は左に年月日，右にその日の行事や作業を記載した。行事や作業は主に館務日誌によるが，
適宜「山口県文化センター建築工事一件綴」を参照し，補った。個人名等は一部省略した。写
真はできるだけその日付に近いと思われる作業のものを掲載した。工程とは必ずしも一致しない。

写真１　1965（昭和40）年頃の旧館外観 写真２　解体前の旧館周辺

１）山口県立山口博物館（歴史）
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３　旧館の解体と新館の建設

写真３　雪景色の旧館

写真７　片付けを始めた旧館理工展示室

写真４　南側から撮影した旧館

写真６　事務室を理科教育センターに移転写真５　旧館の事務室で執務する職員

写真８　片付けを始めた旧館生物展示室

年月日 行事・作業等
1966（昭和41）年

01月15日（土） 工事のため休館
01月17日（月） 展示室片付け（各室共），歴史美術室棚吊り工事
01月21日（金） 引家工事
01月25日（火） 文化センター構想新聞発表（知事・教育長合同）
02月07日（月） 旧館解体開始，ケース運搬開始
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写真９　旧館から運び出される秋吉台のジオラマ

写真11　解体が進んだ旧館

写真13　旧館が解体されほぼ基礎だけとなった状態

写真10　旧館の解体が始まった様子
手前右の建物は1941（昭和16）年完成の赤道儀室

写真12　ほぼ解体された旧館

写真14　 基礎を解体し土地造成を開始

02月25日（金） 旧館の解体ほぼ完了
02月26日（土） 前庭樹木植え替え，旧館解体中水道破損のため修理
03月02日（水） 文化センター建築工事入札（於建築課，間組落札）
03月25日（金） 土地造成開始（中田組）
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写真15　起工式会場の外観

写真17　式辞を述べる橋本正之知事

写真16　起工式会場

写真18　玉串を奉奠する臼杵華臣館長

04月14日（木） ボーリング工事開始
04月18日（月） 文化センター工事工程説明会（於建築課）
04月20日（水） 文化センター工事場（外柵）開始，石棺の移動位置決定（間組に連絡）
04月26日（火） 文化センター空調設備工事現場説明会
05月04日（水） 文化センター空調設備工事入札（於建築課，三機工業落札）
05月11日（水） 維新100年記念行事について打ち合わせ（以降同様の記述多数）

開館記念となる展覧会は，来るべき明治維新100年にあわせた内容とすべく，
県をあげて取り組むこととなった。

05月12日（木） 展示ケース及び展示構想について打ち合わせ（坂倉事務所，建築課，当館）
05月13日（金） 文化センター工事定例協議会（於建設業会館）

関係者間の連絡・調整のため，月に１回協議会を開催することとした。当
館の他，建築課・社教課・坂倉事務所（設計者）・間組（施工者）他の業者
などが参加した。

05月31日（火） 坂倉事務所より設計図４部受理
06月08日（水） 坂倉準三氏を交えて協議会（於正庁会議室）
06月10日（金） 文化センター工事定例協議会
06月11日（土） 歴史考古美術関係展示計画打ち合わせ（坂倉事務所，社教課，館長他）
06月29日（水） 坂倉事務所へ理工・天文の展示内容設備について説明書を交付

03月27日（日） 管理人室引家工事，電話・水道取り外し，電灯線付け替え依頼
03月30日（水） 文化センター起工式
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写真19　基礎工事施工中

写真21　コンクリート打込み施工中（受付付近）

写真20　鉄筋組み施工中

写真22　コンクリート打込み施工中（屋外トイレ付近）

07月08日（金） 展示ケース，理工・天文展示室の備品等について協議（坂倉事務所，建築課，当館）
07月08日（金） 文化センター工事定例協議会
07月09日（土） 坂倉事務所と展示ケース及び展示方法について各部担当ごとに協議
07月11日（月） 文化センター工事変更に伴う予算について打ち合わせ（坂倉事務所，建築課，当館）
07月12日（火） 文化センター工事設計変更内容の検討と予算検討（坂倉事務所，社教課，館長他）
07月13日（水） 坂倉事務所と床仕上げをクリンカータイルとするよう協議（予算約40万円増額見込）
07月14日（木） 天体ドーム設計打ち合わせ（アストロ光学製造部長，坂倉事務所，当館）
07月20日（水） 中国電力へ理工関係展示物寄贈について挨拶（館長他）
07月20日（水） 文化センター後部機械室壁面セメント仕上がり
07月21日（木） 文化センター工事中の写真撮影
07月25日（月） 文化センター工事，１階主柱セメント流し込み枠の組立工事中（８月16日まで）

08月02日（火） 文化センター常時運営費（水道・電気・ガス・重油）について協議（建築課，当館）
08月03日（水） NHK山口放送局へ空調等常時運営費について調査
08月18日（木） 展示計画（展示ケース他備品関係調達）について協議（坂倉事務所，建築課，当館）
08月19日（金） 文化センター工事定例協議会
08月22日（月） 館内建築会議（倉庫の設備，展示ケースに関する調整），坂倉事務所担当者同席
08月23日（火） 館内建築会議（歴美室・考古室，展示ケース）

07月04日（月） 文化センター基礎工事完成，一部埋め戻し実施
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08月24日（水） 館内建築会議（生物展示室，資料倉庫関係）坂倉事務所担当者同席
08月25日（木） 展示ケース及び家具什器設備工事関係について社教課と協議
09月06日（火） 展示計画，定員要求等について教育長・次長に説明
09月13日（火） 展示ケース，造園計画について協議及び建築状況見学（坂倉事務所，建築課，当館）
09月14日（水） 展示ケース，天文展示室の構造一部変更について協議（坂倉事務所，当館）
09月16日（金） 文化センター工事定例協議会，電気・ボイラー技師早急に決定のこと
09月17日（土） 文化センター工事に伴う木材及び廊下の撤去打ち合わせ（以降数回同様の記述）
09月22日（木） 給排水設備工事申請を水道局に提出
10月06日（木） 展示ケース及び展示計画書，総務課を通じ知事・副知事・秘書課長へ渡す
10月13日（木） 文化センター工事の防盗設備について協議（坂倉事務所，建築課，当館）
10月14日（金） 文化センター工事定例協議会，展示ケースの各部門要望事項取りまとめ
10月14日（金） 展示計画等について知事に説明（於知事公舎）
10月17日（月） 間組より鉄板（波形）120枚借用，囲柵取り除き実施

10月18日（火） 展示ケースの規格について坂倉事務所と館内協議
10月19日（水） 文化センター工事のため渡り廊下撤去，桜３本・メタセコイア１本伐採
10月21日（金） 文化センター工事，浄化槽位置の縄張り実施
10月21日（金） 展示資料寄贈依頼先会社選定のため商工部次長と協議（館長）
10月27日（木） 資料中特大品（トラ・クマ・ラクダ類）について調査
10月28日（金） 館長，教育長・次長とD60-1蒸気機関車の件で協議（以降この関係の記述多い）

写真23　２階天井組み施工中

写真25　２階バルコニー等施工中

写真24　２階床組み施工中 

写真26　全体の外観が見えてきた様子
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写真27　天体ドーム・屋上施工中

写真29　ワイヤ天井施工中 写真30　リフトカゴ・
　　　　プランジャー施工中

写真31　図書室照明試作中

写真28　サッシュ取り付け施工中

11月09日（水） 第20回山口県科学振興展覧会開会（～ 13日）於大殿小学校講堂
休館中だが毎年の科学振興展は休止できないので，大殿小学校で開催した。

11月11日（金） 文化センター工事定例協議会
11月20日（日） 第20回山口県科学振興研究発表会（中学校・高校の部）於柳井市民会館
11月25日（金） 展示室の電気差込口配置について坂倉事務所と協議（全員）
11月27日（日） 第20回山口県科学振興研究発表会（小学校の部）於美祢市役所
11月28日（月） 文化センター各室の鍵について坂倉事務所と協議
12月06日（火） 中国電力と資料寄贈に関する具体的な打ち合わせ（以降この関係の記述多い）
12月09日（金） 文化センター工事定例協議会
12月14日（水） 造園計画等について設計会議（館長，庶務係長・学芸係長）
12月14日（水） ドーム屋根葺き終わる（外側アルミ板）

12月15日（木） 天体ドーム関係打ち合わせ（坂倉事務所，当館）
12月20日（火） 建築課において室内調度品の納入時期打ち合わせ
12月24日（土） 燻蒸室・工作室・天文台・電気受電に伴う時期等について協議（坂倉事務所，当館）

1967（昭和42）年
01月05日（木） 天文・理工展示計画について県政課と協議，以降同様の記述あり
01月12日（木） 教育長・総務課長・社教課長等工事視察
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01月13日（金） 文化センター工事定例協議会
01月16日（月） 文化センター工事裏玄関ピロティ天井縄張り完了
01月19日（木） 文化センター電気設備について日本電設と打ち合わせ
01月19日（木） 造園計画，機関車設置位置等について教育長に対する説明・協議（建築，社教，当館）
01月20日（金） 社教課より，名称は従来通り山口県立山口博物館とする旨，知事との話し合いの報告

この時点まで当館の正式名称が決定していなかったことになる
01月24日（火） 社教課から博物館条例一部改正案を提示

旧館時代は入館無料だったが，新館開館を機に観覧料を徴収することとなった
01月25日（水） 坂倉事務所と電気主任技師の３月中の日程協議
01月27日（金） 電電公社と展示資料寄附関係協議
01月28日（土） 20㎝赤道儀購入に関する館内打ち合わせ
01月31日（火） 天体望遠鏡見積もりについて日本光学森村氏来館
01月31日（火） 研究室・暗室・工作室・電話機について打ち合わせ
02月16日（木） 浄化水槽工事中，東側の部分半分取りかかる
02月17日（金） 坂倉事務所と日本光学の望遠鏡工事工程打ち合わせ
02月18日（土） 日本電設より電気保安規程について協議
02月25日（土） 日本電設を通して電気保安規程提出（通商産業局へ），主任技術者選任申請書も同様
03月01日（水） ボイラー技師着任
03月09日（木） 日本光学よりアンカーボルト埋め込みの測定来館
03月12日（日） 博物館横の溝の土管がトラック通行でつぶれ排水困難のため善処方申入れ
03月22日（水） 天体望遠鏡アンカーボルト埋め込み
03月22日（水） 中国電力ジオラマ搬入
04月01日（土） 理工学芸員着任
04月04日（火） 危険物貯蔵庫完成検査（消防署・三機工業立会）
04月08日（土） 建物竣工検査前に建物使用上の細部について点検（学芸係全員）以降各室，

各設備点検
04月14日（金） 建物竣工検査（～ 15日）

　建築工事・空調工事・給排水工事・エレベーター工事の検査を行った

04月19日（水） リフト操作技術指導を受ける
04月20日（木） 機械室・リフト室鍵引継，望遠鏡入荷・設置開始，庁用備品入荷（机・椅子）

写真32　外階段仕上がり状態
　　　　現在は改修されている

写真33　建築工事ほぼ完了 
　　　　「近代国家への歩み」の看板も設置 
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05月02日（火） 第２回竣工検査
05月04日（木） 新館引き渡し（仮引継）各関係者立ち会い，以降各室点検
05月08日（月） 新館移転開始，アルバイト学生雇用
05月09日（火） 電話機設置検査，各室鍵引継
05月13日（土） 理科センター旧事務所清掃（19日引継完了）
06月05日（月） 消防署より消火設備について点検
06月10日（土） 報道記者建物竣工案内
06月19日（月） 展示室清掃完了
06月20日（火） 展示ケース（陸上競技場に保管中のもの）運搬（７月10日完了）
06月21日（水） 物品棚搬入（オカムラ），造園工事に伴う樹木伐採開始
07月01日（土） 監視員発令，物品棚完成，冷房試験（以降数回）
07月07日（金） 物品棚最終検査（オカムラ，坂倉事務所）
07月08日（土） 倉庫・技師室・電気室・階段清掃完了

07月27日（木） 燻蒸室テスト始め
08月02日（水） 大阪城築城石材及び石棺移転（間組が日通に請け負わせる）
08月09日（水） 生物ジオラマ・発電ジオラマ組立開始，稲田産業４名
08月10日（木） 生物資料燻蒸完了，資料を倉庫へ移動

04月22日（土） 望遠鏡設置完了，引継を受ける

写真34　天体望遠鏡を吊り上げ屋上に運搬
写真35　天体望遠鏡の設置施工中（ドームへ搬入）

写真36　機械室竣工 写真37　電気室竣工
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写真38　２階展示室竣工

写真40　盛況の「近代国家への歩み」展

写真39　１階資料室竣工

写真41　展示が完了した地学展示室 

08月19日（土） 宮崎ガラスより展示ケースガラス納入（以降数日）
08月26日（土） 西尾製作所生物ジオラマ製作（以降数日）
08月31日（木） 防長先賢堂の歴史美術資料を搬入，燻蒸
09月02日（土） 展示ケース中間検査
09月12日（火） 銘板（山口県立山口博物館・山口県文化センター）設置
09月14日（木） 竣工式
09月15日（金） 理工展示室ジオラマ製作（以降数日）
09月21日（木） 地学展示資料（地震の模型），理工ヘリオスタット室資料入荷
09月22日（金） 理工展示室電電公社関係工事完了
09月24日（日） 臨時宿直３名体制開始（維新展資料搬入に備え）
09月25日（月） 展示ケース清掃（三宅商事），仮検査，鍵引継
09月28日（木） 生物展示室ジオラマ完成
09月30日（土） 維新展開会式（10時自治会館，11時博物館）
10月01日（日） 新館開館，維新100年記念全国展「近代国家への歩み」開会（11月05日まで）

４　おわりに

　写真内容の確認にご協力いただいた当館旧職員の皆様及び写真の整理にご協力いただいた皆
様にお礼申し上げます。

−94−

伊原　慎太郎  〔山口博物館研究報告






