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大磯は、明治期に海水浴場や鉄道駅が開設されて以降、別荘地として発展し、初代内閣総理大臣の伊藤博文
をはじめ、８人の総理大臣経験者が建物を所有するなど、「政界の奥座敷」とも言われた。
特に、伊藤博文は、我が国の立憲政治の確立に最も貢献した先人の一人とされており、明治29年（1896年）
に滄浪閣（別荘）を大磯に建設し、翌年には本邸としたことが契機となり、政財界人等の別荘が急増。
現在、別荘の多くは老朽化し、取り壊されてマンションになったり、敷地の一部が売却されたりするなど往
時を偲ぶことが難しくなりつつある。このため、現存する邸宅は貴重な歴史的遺産として、その保存・活用
が求められている。

白砂青松のこゆるぎの浜

東海道沿いに松並木を整備
江戸時代

「よろぎ(ゆるぎ、こゆるぎ、こよろぎ)の磯」と呼ばれ、
万葉・古今・新古今などの歌にも詠まれた

奈良時代

東海道の松並木

明治後期頃の大磯駅（大磯停車場）

日本初の海水浴場が開設
明治18 年 （1885）

明治中期の大磯海水浴場（祷龍館繁栄之図）
（大磯町郷土資料館所蔵）

明治期から現在

旧大隈重信別邸・旧古河別邸 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸

旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）

旧吉田茂邸
（神奈川県立大磯城山公園）

旧

旧

「政界の奥座敷」大磯 ～大磯と明治期の立憲政治の確立等に貢献した先人との関わり～
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大磯町における歴史的建物の状況

立憲政治の確立に重要な役割を果たした先人の建物が、旧伊藤博文邸を中心として、
集中して残っていることは希有なことであり、これほどの「場」は他に例がない。
老朽化が進み保存状態もよくない歴史的建物もあり、対応が急がれている場でもある。

「明治期の立憲政治の確立等に貢献した先人の業績等を次世代に遺す取組に関する検討会（報告書）」より

★大磯町役場
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大磯を含む相模湾沿岸地域一帯は、明治期から別荘地・保養地として発展し、多くの政財界人や文化人が憩い、
交流することで、湘南 の「邸園文化」を育んできた。

神奈川県では、官民協働により新たな文化発信の場や地域 住民と来訪者による多彩な交流の場として保全活用し、
地域の活性化 につなげようとする「邸園文化圏再生構想」を推進している。
「邸園文化圏再生構想」の具体的な取組として、相模湾沿岸地域一帯の邸園を活用した文化的な催しである
「湘南邸園文化祭」を毎年開催している。

大磯町では、「地域資源を生かした観光の振興」や「自転車ネットワークの 整備」等を推進している。

神奈川県立大磯城山公園
旧三井別邸地区、旧吉田茂邸地区

地域との連携 ～湘南の「邸園文化」～
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「明治150年」関連施策の推進について」
「明治150年」関連施策各府省庁連絡会議（内閣官房）

平成30 年（2018）は明治元年（1868）から起算して満150 年に当たることを踏まえ、
明治以降の近代化の歩みを次世代に遺すため、

国は地方公共団体等と連携して「明治150 年」関連施策を推進

「明治期の立憲政治の確立等に貢献した先人の業績等を次世代
に遺す取組に関する検討会」（内閣官房）

伊藤博文等の立憲政治の確立に重要な役割を果たした先人の建物が滄浪閣を中心として
歩いて移動できる範囲内に集中して残っていることは希有なこと等の理由から、
大磯地区を「明治150 年」関連施策の取組を進めるべき具体的な「場」と提言

「明治記念大磯邸園 明治１５０年記念公開」の実施
実施期間 ： 平成30年10月23日～12月24日 来園者数 ： 20,791名

「明治記念大磯邸園（仮称）」の設置 閣議決定
「明治150 年」関連施策の一環として、国は、地方公共団体との連携の下、
神奈川県中郡大磯町の一部の区域に、明治記念大磯邸園（仮称）を設置する。

また、明治元年から起算して満150年にあたる平成30年10月を目途に、
一部の建物を含む区域の公開を目指すものとする。

明治記念大磯邸園の事業経緯

平成28年
12月

平成29年
6月

平成29年
11月

平成30年
10～12月
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明治記念大磯邸園
旧大隈重信別邸庭園及び陸奥宗光別邸跡庭園の

一部区域を公開
令和2年11月3日開園から令和4年3月31日までに34,997人が来園。

「明治記念大磯邸園 基本計画」を策定
平成31年

4月

明治記念大磯邸園 邸宅保存活用計画 を策定
「明治記念大磯邸園基本計画」に基づいた
今後の保存活用に関する基本的な方針

明治記念大磯邸園の事業経緯

明治記念大磯邸園に関する基本的事項
歴史的な邸宅や庭園の保存・活用の考え方

今後の整備及び管理運営における基本的な方針

令和3年6月
令和4年3月

令和２年
11月
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邸宅
（建物）

庭園 松林 こゆるぎの浜

海への眺望富士山への眺望

松並木 ｴﾝﾄﾗﾝｽ

(近景) (中景) (遠景)(近景)(中景)(遠景)

●重視する構成要素

● 景観軸

（大磯町提供）

庭園 白砂青松の
こゆるぎの浜

富士山 東海道
松並木

（大磯町提供）

明治記念大磯邸園は「明治１５０年」関連施策の一環として、多様な主体が連携し、
明治期の立憲政治の確立等に貢献した人物の邸宅や周辺の緑地等が集中する希有な場を
積層する歴史を今日に伝える佇まい(風致)として一体的に保存・活用し、
立憲政治の確立等に関する歴史やその意義を後世に伝えるとともに、
湘南の邸園文化の象徴として、
文化の発信や、憩いと交流の拠点となる場を創出するものとする。

明治記念大磯邸園基本計画

基本理念

風致計画
本邸園の
風致の保全を
図るため
重視する
構成要素と
景観軸を
設定
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1.明治期の立憲政治の確立等の歴史や意義を伝える
2.湘南の邸園文化を象徴する佇まい（風致）を保全する
3.歴史的遺産を活用した文化の発信、憩いと交流の拠点を創出する

西園寺公望別邸跡

旧滄浪閣

旧大隈重信別邸 陸奥宗光別邸跡

２．邸園文化を象徴する佇まいの中で、
往時に想いを馳せる空間

１．明治期の立憲政治の確立等の歴史や意義等を学ぶ空間

３．邸園文化の発信と憩い・
交流の空間

明治記念大磯邸園基本計画

基本方針

空間構成計画

基本理念実現のための取組の方向性

基本理念・基本方針を実現するため、以下の３つの役割を担う空間
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明治記念大磯邸園基本計画

空間基本計画 建物を含む本邸園全体の整備の考え方

・利用者スペース：歴史資料等の展示空間、資料・図書コーナー

西園寺公望別邸跡・
旧池田成彬邸

旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）

陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸
旧大隈重信別邸・旧古河別邸

・利用者スペース：邸宅・庭園の歴史等に関する展示など

エントランス施設（新設）

2020年夏公開時の案内所（仮設）
明治期の立憲政治の確立等の歴史や人物等に関する学習空間

エントランス・ガイダンス機能

展示や収蔵規模等により邸宅内への配置も検討

※

・利用者スペース：邸園の解説や観光･地域情報発信空間、

ロビー等

・利用サービススペース：トイレや授乳室・救護室等

・管理用スペース：事務所、倉庫 等

・利用者スペース：邸宅・庭園の歴史等に関する展示など

・利用サービススペース：イベント時の控え室や救護室など

・管理用スペース：詰所や管理用倉庫など

・利用者スペース：邸宅・庭園の歴史等に

関する展示、飲食機能など

・利用サービススペース：厨房、トイレなど
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明治記念大磯邸園基本計画

空間基本計画

管理運営方針 本邸園が目指す管理運営の実現に向けた基本的な考え方

憩い・交流の空間イメージ 旧滄浪閣の庭園のイメージ 陸奥別邸跡から眺める庭園の
イメージ

1.邸園の一体的な管理・運営
（国と大磯町の連携）
2.関連する歴史文化資産等との連携
3.関係機関や地域活動団体等との公民連携

建物を含む本邸園全体の整備の考え方
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伊藤博文、大隈重信、陸奥宗光、西園寺公望の４名にゆかりのある建物群及び
周辺の緑地等を「明治記念大磯邸園」として整備等を行い、
立憲政治の確立等に関する歴史的遺産の一体的な保存・活用を図る。

約6.3ha（国：3.6ha、町：約2.7ha）
うち、「大磯こゆるぎ緑地」及び「稲荷松緑地」等の小淘綾(こゆるぎ)海岸松
林特別緑地保全地区の一部の区域（約0.9ha）を含む。

約0.3ha

明治記念大磯邸園の敷地

旧滄浪閣（伊藤邸跡・
旧李王家別邸）

西園寺別邸跡・旧池田邸

旧大隈別邸・旧古河別邸

陸奥別邸跡・旧古河別邸

伊藤博文
（国立国会図書館所蔵）

西園寺公望
（国立国会図書館所蔵）

大隈重信
（国立国会図書館所蔵）

陸奥宗光
（国立国会図書館所蔵）

敷地面積：

目 的 ：
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創建時の用途 邸宅 商業施設 邸宅 邸宅 邸宅

名称
外観・内観

旧滄浪閣
(伊藤博文邸跡・旧李王家別邸)

（旧）ホール棟
旧ホテル滄浪閣ホール棟

西園寺公望別邸跡
・旧池田成彬邸

旧大隈重信別邸
・旧古河別邸

陸奥宗光別邸跡
・旧古河別邸

建築面積 566.16 ㎡ 200.23㎡ 主屋 475.13㎡
旧車庫 61.69 ㎡ 410.89㎡ 355.21㎡

延べ面積 546.90 ㎡ 238.08 ㎡ 主屋 799.85㎡
旧車庫 91.60㎡ 388.42㎡ 362.03㎡

建築年 大正15年（1926） 昭和27~28年
（1952~1953） 昭和7年（1932） 明治28年（1895） 昭和5年（1930）

設計者 中村與資平（可能性） 不明 曽禰中條建築事務所 不明 葛西田中建築事務所

居間御客間、御居間 神代の間 湯殿地階

明治記念大磯邸園内の文化財

園内に現存する4邸宅及び伊藤博文邸跡地の商業施設は、いずれも「大磯町指定有形文化財」に指定されている。
【文化財指定状況】指定名称／指定年月

旧滄浪閣（旧李王家別邸・伊藤博文邸跡）5 棟 附 敷地１筆、杉戸絵4枚 ／平成20年11月（令和２年12月指定事項変更）
旧ホテル滄浪閣ホール棟1 棟 ／令和 2年12月
旧池田成彬別邸（西園寺別邸跡）１棟 1基（主屋、車庫、ポンプ室、門） ／令和 3年10月
旧大隈重信別邸・旧古河別邸 １棟 附 敷地２筆 ／令和 2年 8月
旧古河別邸（陸奥宗光別邸跡） １棟 附 敷地２筆 ／令和 2年 8月 12



図 旧大隈重信別邸・旧古河別邸平面図
（出典：大磯町教育委員会『大磯のすまい』1992）に着色

旧大隈重信別邸・旧古河別邸

富士の間 神代の間

本邸宅は、大隈重信が明治30年に別荘
として購入し、利用していたものです。
明治34年に古河家に譲渡されて以降、
民間企業の迎賓施設として利用され、
一部増改築が施されているものの、明治
期の主要構造部が残されています。
大磯が明治期に別荘地として最も発展
した時代の海浜別荘建築として価値が
高いものとされています。
※令和２年に大磯町有形文化財に指定

16畳と10畳の続きの大広間です。
社交家の大隈はここでよく宴を開いた
というエピソードが残されています。
広縁(テラス)部分は古河別邸時代に
増築されています。

富士の間(左)と神代の間(右)の外観

富士の間(内部) 神代の間(内部)
神代杉(長期間、地中や湖底で埋もれ、
半化石化した杉)が戸などに用いられ、
大隈の書斎として使用されていました。
昔の図面には、床の間付近に 「暖炉」
の記載があり、 爆弾襲撃を受け片足を
失った大隈が冬はここで暖をとったと
言われています。

神代の間の戸には、明治期に西欧
で行われていた手吹き円筒法に
より製造された”大正ガラス”が
用いられています。外の景色が
揺らめいて見えるのが特徴です。

神代の間(ガラス戸)玄関

家相的には好ましくないとされる西向きに
配置されています。これは西隣が大隈の
出身地である佐賀藩藩主の鍋島別邸で
あったためと言われています。

玄関

「大磯別荘の侯爵」
出典：「畫譜憲政五十年史」（1942）画譜
憲政五十年史刊行会編. 大日本皇道奉賛会
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図 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸平面図

（出典：大磯町教育委員会『大磯のすまい』1992）に着色

陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸

本邸宅は、陸奥宗光が明治29年に別荘として建築し、
療養で利用していたものです。陸奥の死後、次男（潤吉）
の養子先である古河家の別邸となりましたが、関東大震
災で大破し、昭和５年に改築された古河別邸が現存して
います。旧大隈別邸とともに古河別邸として利用された後
、民間企業の迎賓施設として利用されていました。
海浜での遊楽に配慮した造りや、 瀟洒で静閑な数寄屋
風の佇まいは、昭和初期における上質な和風の海浜別荘
建築として価値が高いものとされています。
※令和２年に大磯町有形文化財に指定

陸奥宗光別邸跡の外観

和室玄関

円覚寺の管長である太田晦巌より、
「聴漁荘」と名付けられた扁額が
掲げられています。
「漁の声を聴く荘」の意味や、「学を
漁り、聴く荘」の意味とも云われて
います。

化粧室・湯殿 化粧室・湯殿へと続く廊下

大磯の松林で憩う陸奥宗光
（ハンモックで寝そべるのは山縣有朋）

陸奥は近隣の四,五里を日々散策し、
農夫等と語り合うなど療養していたと
言われています。また、自身の外交
記録である「蹇蹇録」の原稿を大磯
で執筆したと言われています。

けんけんろく

湯殿は大きな曇りガラスを使った格子
窓のため明るく、また、湯気を換気する
構造や、当時は珍しいシャワーが取り
付けられています。

縁側から湯殿まで、畳を
濡らさずに歩けるよう、
畳廊下の脇に縁甲板
張りが施されるなど海浜
での遊楽に配慮した
造りとなっています。

陸奥宗光 山縣有朋

まいがんかんちょう

ちょうぎょそう

えんこういた

じゅんきち

しょうしゃ

和室

玄関

化粧室
湯殿

14



陸奥宗光邸時代の往時の松林の様子

陸奥宗光 山縣有朋

15



図 伊藤博文邸跡・旧李王家別邸平面図
（出典：大磯町教育委員会『大磯のすまい』1992）に着色

旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）

本邸宅は、初代内閣総理大臣である伊藤
博文が明治 29 年に大磯に建てた別邸を
翌年本邸としたものです。伊藤の没後は、
李王家に譲渡され、 別邸として利用されまし
たが、 関東大震災により倒壊し、 建て直され
ました。 戦後は、増改築され民間企業の商業
施設として利用されていましたが、今日まで
“滄浪閣”の名が継承され、主要な部屋等は
李王家別邸の姿が残されています。
※平成20年に大磯町有形文化財に指定

和室棟（外観）

明治期の伊藤博文邸 洋館（左）と和館（右）

洋室棟（外観）（1992年頃）

滄浪閣前での伊藤博文（右）
と大隈重信（左）

庭園（明治末期）

伊藤は海辺や邸宅から見える富士山等
の大磯の景観を気に入り、しばしば庭園
の先の松林を抜けて浜辺を散策してい
たと言われています。また、庭の一角に
は、梅子夫人の温室や、四賢堂（※）が
立てられていました。

※現在残されているのは、伊藤時代のものではなく李王家別邸の姿です。

洋室棟
和室棟

庭園

大磯の子ども達と
触れあう伊藤博文

伊藤は10銭（現在の
約1,500円）ずつ⼊っ
た郵便貯⾦通帳を、
⼤磯⼩学校の全校
児童のために贈る
など地元の子ども達
等と交流を深めて
いたと言われてます。 ※四賢堂…伊藤が尊敬する４名（木戸孝允、大久保利通、岩倉具視、三条実美）が祀られたもの。

伊藤の死後、伊藤博文、西園寺公望、吉田茂が祀られ、現在は七賢堂として、神奈川県立大磯城山公園に移築されている。

16



大磯滄浪閣にて伊藤博文(右)と大隈重信(左)
伊藤のもとには政財界の要人が頻繁に来訪し、同郷の井上
馨、同じ大磯に別荘を持つ山縣有朋、西園寺公望、大隈重
信、陸奥宗光等とは昼夜を問わず会合を開いていたという。

海岸の砂山に立つ伊藤博文
滄浪閣からはそのまま海に出ることができ、激務
の合間を見つけては頻繁に散歩に出かけ、町民と
気軽に話をするなど交流を深めていたという。

伊藤博文邸時代の往時の邸園利用の様子

滄浪閣洋館の前にて(一番左が伊藤博文)
敷地の西側に洋館、東側に和館が建てられていた。
和館は主に居宅として使用し、洋館は伊藤の居間や書斎の他、
来賓の応接室や接待室等の公的な機能を備えていた という。

大磯の子ども達と
触れあう伊藤博文

17



伊藤博文邸時代の往時の邸園の様子

伊藤梅子
（伊藤博文夫人）

伊藤朝子
（伊藤博文 娘）

「滄浪閣前庭にて（明治末期）」（大磯町郷土資料館所蔵）を色彩分析して作成

18



西園寺公望別邸跡・旧池田別邸

本邸宅は、明治32年に西園寺公望が伊藤博文の紹介で
別荘（隣荘と命名）として利用していたもので、大正６年に
は池田成彬に譲渡しました。池田は別邸として利用して
いましたが、 関東大震災を機に昭和７年に建てた洋館が
現在まで残されています。戦後は民間企業の厚生施設と
して利用されていましたが、昭和50年代以降は利用が
なされていません。
本格的な洋館建築に加え、門扉や付属屋等を屋敷構えも
創建時の姿をよくとどめており、鉄筋コンクリートの堅牢な
つくりは昭和初期の建築技術を今に伝えています。
※平成元年に「かながわの建築物100選」に選定。

食堂 （旧）車庫（外観）

図 西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸平面図

昭和24年春・大磯にて［撮影：⼟⾨拳⽒〕（
左は池田成彬、中央は艶夫⼈）
出典「池⽥成彬伝」(1962)
池⽥成彬伝記刊⾏会編慶応通信

南側外観（温室及びテラス）広間

開口部の扁平アーチや広間の柱や梁の表し、各所に配置された窓や暖炉、温室等の随所に英国風の洋式を意識した意匠が
見られ、随所に輸入品が用いられた本格的な洋館建築となっています。
使用人の部屋以外は全て靴を履いた椅子式の生活空間となっており、地下の（旧）気かん室から各部屋に暖房が供給される
セントラルヒーティングなど、建築当時の最先端の設備が用いられています。

耐火構造でガソリン保管庫を備え、
２階は運転手の控え室として利用
されていました。

となりそう

食堂

温室
テラス

広間

池田邸 車寄（年代不明 昭和14年以前）
（中條建築事務所『曽 禰達蔵・中條精一郎建
築事務所作品集』池田氏大磯別邸.1939）
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旧滄浪閣
（伊藤博文邸跡・
旧李王家別邸） 東海道の松並木

エントランス棟

花庭

大磯こゆるぎ緑地

特別緑地保全地区

町立大磯中学校

相模湾

こゆるぎの浜

駐車場

交流広場

案内棟

休憩施設

旧大隈重信別邸
・旧古河別邸

陸奥宗光別邸跡
・旧古河別邸

西園寺別邸跡・
旧池田成彬邸

特別緑地保全地区

竹林

（旧）ホール棟

本邸園の整備・管理運営方針

エントランス

サブエントランス

イメージパース

休憩施設

トイレ棟

特別緑地保全地区
稲荷松緑地
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■明治期の立憲政治の確立等の歴史や意義等を
学ぶ空間

■邸園文化を象徴する佇まいの中で往時
に想いを馳せる空間

■ 邸園文化の発信と憩い・交流の空間

大磯滄浪閣における
伊藤博文と大隈重信

邸宅・庭園を活用して本邸園の歴史を展示・再現・体感

滄浪閣前庭にて（大正初期）（大磯町郷土資料館所蔵）
ハンモックでくつろぐ

山縣と陸奥一家

庭園での美術展
（ガーデンミュージアム比叡

、同施設HP）

邸宅の設えを活かした飲食
（自由学園 明日館HP）

庭園でのマルシェ
（多摩部の都立公園HPより）

邸宅・庭園での音楽会
（旧岩崎邸 東京都公園協会HP）

邸園文化の情報コーナー
（世界自然遺産知床に関する

情報発信を行う世界遺産センター
、同施設HP）

ヘリテイジマネージャーの
技術研修

((公財）建築技術教育普及センターHP)

・邸宅や展示の観覧
・立憲政治の確立など明治期の歴史を学ぶセミナー
・小中高生等の校外学習・修学旅行、大学生のゼミ等
・立憲政治の確立等に貢献した人物にまつわる歴史体験イベント 等

・邸宅や庭園での飲食等の休息
・本邸園を活用した邸園文化に関する文化・芸術ｲﾍﾞﾝﾄ
・湘南地域の様々な邸園の情報発信
・邸園の保存等に係る技術を研鑽するための研修 等

・邸宅や庭園、松林の散策
・本邸園の歴史や海浜別荘の佇まいを巡るガイドツアー
・往時の生活文化を体感するイベント 等

歴史体験学習イベント
（関東学院大学HPより）

大学生のゼミ・研究活動
（関東学院大学HPより）

歴史セミナー
（関東学院大学HPより）

（會津藩校日新館HPより）

邸園ガイドツアー

生活文化体験
（観月会：横浜市三渓園ﾘｰﾌﾚｯﾄ）

宿泊体験イ
（新潟市旧小澤

基本
方針

空間
構成

邸園文化を象徴する佇まいの中で、
往時に想いを馳せる空間

明治期の立憲政治の確立等の
歴史や意義等を学ぶ空間 邸園文化の発信と憩い・交流の空間

明治期の立憲政治の確立等の
歴史や意義を伝える

湘南の邸園文化を象徴する佇まい
（風致）を保全する

歴史的遺産を活用した文化の発信、
憩いと交流の拠点を創出する

明治記念大磯邸園基本計画の基本方針・空間構成を踏まえた利用イメージ

利用イメージ

本邸園の利用イメージ
本邸園の整備・管理運営方針

※今後の詳細な設計や関係機関等との調整などにより変更する可能性があります。 21



明治記念大磯邸園の開園状況

R4年秋開園予定

R7年度開園予定

R5年度
邸宅公開予定

第１期開園範囲 約1.5ha
（R2.11.3開園（邸宅除く））

大磯町開園範囲 約0.8ha
（R3.4.1開園）

R2年11月の第１期開園以来、約35,000人が来園（R3年度末時点）
22
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