
提出日 要望書名 提出先 

1995. 7.  「鎌倉市立御成小学校」改築についての要望書  

1996. 7.  「小田原城内小学校」保存要望書  

1997. 4.  「東京都復興記念館」保存要望書 東京都知事 

1997. 4.  「東京都復興記念館」保存要望書 東京都生活文化局 

1997. 4.  「丸ビル」保存要望書 三菱地所 

1997. 9.  「晴海高層アパート」保存要望書 東京都知事 青島幸男 

 「晴海高層アパート」保存要望書 中央区都市計画部長 

 「晴海高層アパート」保存要望書 住宅都市整備公団東京支社長 

1997.10.  「誠之堂」・「清風亭」保存要望書 第一勧業銀行 

1997.10.  「誠之堂」・「清風亭」保存要望書 清水建設 

1997.11.  「吉田五十八邸」保存要望書 二宮町教育委員会 

1998. 1.  「誠之堂」・「清風亭」文化財登録・移築検討委員会設置要

望書 

 

移築受入れ敬意表明（深谷市） 

1998. 3.31 「下田村大浦小学校ならびに大銀杏」の保存に関する要

望書 

下田村長 佐藤寿一 

1998. 6. 8 光友倶楽部（旧伊藤博文別邸）の保存に関する要望書 株式会社ニコン代表取締役 吉田庄一郎 

 光友倶楽部（旧伊藤博文別邸）の保存に関する要望書 品川区長 高橋久二 

1998. 6.18 旧吉田五十八邸保存に対する要望書 二宮町長 西山喜徳郎 

 旧吉田五十八邸保存に対する要望書 西和彦 

1998. 6.29 日本工業倶楽部会館保存に関する要望書 東京都知事 青島幸男 

 日本工業倶楽部会館保存に関する要望書 （社）日本工業倶楽部理事長 平岩外四 

 日本工業倶楽部会館保存に関する要望書 三菱地所株式会社取締役社長 福沢武 

 日本工業倶楽部会館保存に関する要望書 千代田区長 木村茂 

1998. 9.17 旧吉田五十八邸保存に対する要望書 神奈川県知事 岡崎洋 

 旧吉田五十八邸保存に対する要望書 神奈川県教育長 小森良治 

1998. 9.30 野方給水塔の文化財登録に関する要望書 中野区長 神山好市 

1998.10.20 日本工業倶楽部会館に関する要望書 （社）日本都市計画学会日本工業倶楽部会館 

歴史検討委員会座長 伊藤茂 

1998.11.  「同潤会清砂アパート」保存についての要望書 江東区長 室橋昭 

1999. 9.14 第一勧業銀行碑文谷グラウンド内旧日本勧業銀行別棟

（妻木頼黄設計）およびグラウンドクラブハウス保存に対す

る要望書 

目黒区長 薬師寺克一 

1999. 9.27 同潤会江戸川アパートメントの文化財登録に関する要望

書 

同潤会江戸川アパートメント管理組合理事長 伊藤直明 

1999. 9. 東京中央郵便局の重要文化財指定に関する要望書 郵政大臣 野田聖子 

 東京中央郵便局の重要文化財指定に関する要望書 文化庁長官 林田英樹 

1999.11.29 群馬音楽センター・井上房一郎邸保存に関する要望書 高崎市長 松浦幸雄 

1999.12. 1 「三島町立脇野町小学校」の保存に関する要望書 三島町長 木戸保之 

 「三島町立脇野町小学校」の保存に関する要望書 三島町教育長 山田英一 



2000. 5. 2 交詢社ビル保存に関する要請書 （社）交詢社理事長 石川忠雄 

2000. 6. 5 同潤会青山アパートメント保存についての要望書 東京都知事 石原慎太郎 

 同潤会青山アパートメント保存についての要望書 渋谷区長 小倉基 

 同潤会青山アパートメント保存についての要望書 同潤会青山アパートメント団地管理組合法人 

理事長 石井徹 

2000. 6.19 東京都港湾労働者第二宿泊所（芝浦・協働会館）に関する

要望書 

東京都知事 石原慎太郎 

2000. 7.18 旧小笠原邸保存活用に関する要望書 東京都知事 石原慎太郎 

2001. 3. 6 旧東京大学生産技術研究所・東京大学物性研究所（旧歩

兵第三連隊兵舎）保存活用に関する要望書 

文化庁長官 佐々木正峰 

2001. 6. 6 旧 J．H．モーガン邸及び庭園の保存活用に関する陳情書 藤沢市議会議長 二上喬 

2001. 7.13 サッポロライオン銀座七丁目店の保存に関する要望書 サッポロビール株式会社代表取締役社長 岩間辰志 

 サッポロライオン銀座七丁目店の保存に関する要望書 株式会社サッポロライオン代表取締役社長 茂木陽雄 

 サッポロライオン銀座七丁目店の保存に関する要望書 中央区長 矢田美英 

2001. 9.19 「旧千代田生命本社ビル」の保存活用に関する要望 目黒区長 薬師寺克一 

 「旧千代田生命本社ビル」の保存活用に関する要望 目黒区「新しい庁舎の利用計画を考える会」 

2001.11.29 旧川越織物市場建物の移築保存に関する検討要望書 川越市長 舟橋功一 

 旧川越織物市場建物の移築保存に関する検討要望書 川越市議会議長 栗原賢一 

2001.12.28 栃木県庁舎の保存に関する要望書 栃木県知事 福田昭夫 

2002. 2.13 旧井上房一郎邸の購入並びに保存に関する要望書 高崎市長 松浦幸雄 

2002. 2.13 旧同潤会大塚女子アパートメントの保存に関する要望書 東京都知事 石原慎太郎 

 旧同潤会大塚女子アパートメントの保存に関する要望書 東京都住宅局長 橋本勲 

 旧同潤会大塚女子アパートメントの保存に関する要望書 文京区長 煙山力 

2002. 7.29 JR国立駅舎の保存活用に関する要望書 東京都知事 石原慎太郎 

 JR国立駅舎の保存活用に関する要望書 東日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長 大塚陸毅 

2003. 1. 6 慶應義塾大学萬来舎（第二研究室）の保存についての要

望書 

慶応義塾塾長 安西祐一郎 

2003. 1.21 旧正田邸購入活用の要望書 品川区長 高橋久二 

2003. 1.21 緊急：旧正田邸解体を中止し売却先（品川区）にその活用

を委ねることの要望書 

財務大臣 塩川正十郎 

2003. 2.14 東京中央郵便局の顕彰に関する要望書 東京都知事 石原慎太郎 

2003. 8. 5 国際文化会館の建築ならびに庭園の保存についての要

望書 

（財）国際文化会館理事長 嘉治元郎 

 国際文化会館の建築ならびに庭園の保存についての要

望書 

港区長 原田敬美 

2005. 1.31 三信ビルディング保存に関する要望書 三井不動産株式会社代表取締役社長 岩沙弘道 

2005. 6. 2 新発田カトリック教会の前庭を含めた環境保存に関する要

望書 

新発田市長 片山吉忠 

2005. 6. 3 旧国立衛生院白金庁舎の保存活用についての要望書 厚生労働大臣 尾辻秀久 

2005. 9. 7 「本牧スタンダード石油社宅（ソコニーハウス）」及び敷地

の保全に関する要望書 

神鋼商事株式会社 代表取締役社長 森脇亜人 



 「本牧スタンダード石油社宅（ソコニーハウス）」及び敷地

の保全に関する要望書 

横浜市長 中田宏 

横浜市都市整備局長 寺澤成介 

2005. 9.30 「歌舞伎座」の保存活用に関する要望書 松竹株式会社代表取締役社長 迫本淳一 

 「歌舞伎座」の保存活用に関する要望書 株式会社歌舞伎座代表取締役社長 大谷信義 

2005.10.11 「丸の内八重洲ビル」の保存活用に関する要望書 三菱地所株式会社取締役社長 木村惠司 

2005.10.14 「旧山口勝蔵別荘」の保存活用に関する要望 大磯町長 三澤龍夫 

2005.11.30 「栃木県庁舎議会議事堂」の保存活用に関する要望書 栃木県知事 福田富一 

2005.12. 2 ｢東京中央郵便局庁舎」および「大阪中央郵便局庁舎」の

保存活用に関する要望書 

総務大臣 竹中平蔵 

 ｢東京中央郵便局庁舎」および「大阪中央郵便局庁舎」の

保存活用に関する要望書 

日本郵政公社総裁 生田正治 

2005.12.16 「中銀カプセルタワー」保存再生に関する要望書 中銀マンション株式会社取締役社長 平岡繁行 

 「中銀カプセルタワー」保存再生に関する要望書 中銀カプセルタワー管理組合理事長 山下清兵衛 

2005.12.27 「旧帝蚕倉庫事務所と周辺の歴史的建造物群」の保存活

用に関する要望書 

北仲通北地区再開発協議会会長 小倉正彦 

2006. 4.14 「文化学院校舎」の保存活用に関する要望書 学校法人文化学院理事長 松崎淳嗣、校長 西村八知 

2006. 5.26 「東京中央郵便局庁舎」および「大阪中央郵便局庁舎」の

保存活用に関する要望書 

日本郵政株式会社 代表取締役社長 西川善文 

2006. 7.19 「横浜ストロングビル」の保存活用に関する要望書 STRONG&COMPANY(FAR EAST) LTD. 

2006. 9. 8 JR国立駅舎の保存活用に関する要望書 国立市長 上原公子 

 JR国立駅舎の保存活用に関する要望書 国立市議会議長 関文夫 

2006. 9.29 坂倉準三設計「旧飯箸邸」の保存に関する要望書 今泉卓也 

 坂倉準三設計「旧飯箸邸」の保存に関する要望書 世田谷区長 熊本哲之 

2006.11.27 「大学セミナー・ハウス」の保存活用に関する要望書 財団法人大学セミナー・ハウス理事長 佐藤東洋士 

館長 荻上紘一 

2006.11.27 「元町公園および旧元町小学校」の保存活用に関する要

望書 

文京区長 煙山力 

 「元町公園および旧元町小学校」の保存活用に関する要

望書 

文京区議会議長 成澤廣修 

2007. 1.18 「東京女子大学旧東寮及び旧体育館」の保存活用に関す

る要望書 

東京女子大学理事長 原田明夫、学長 湊晶子 

2007. 3.23 三信ビルディングの保存・活用に関する要望書 三井不動産株式会社代表取締役社長 岩沙弘道 

 三信ビルディングの保存・活用に関する要望書 東京都知事 石原慎太郎 

 三信ビルディングの保存・活用に関する要望書 千代田区長 石川雅己 

2007. 6.29 旧日本相互銀行本店の保存活用に関する要望書 株式会社三井住友銀行頭取 奥正之 

2007.10.16 講談社野間道場の保存・活用に関する要望書 桐生市長 亀山豊文 

 講談社野間道場の保存・活用に関する要望書 桐生市議会議長 佐藤光好 

 講談社野間道場の保存・活用に関する要望書 講談社代表取締役社長 野間佐和子 

2008. 1.25 学習院大学ピラミッド校舎と校舎群の保存活用に関する

要望書 

学校法人学習院理事長・院長 波多野敬雄 

 



 学習院大学ピラミッド校舎と校舎群の保存活用に関する

要望書 

学習院大学長 福井憲彦 

2008. 4.30 山下居留地遺跡の保存活用に関する要望書 神奈川県知事 松沢成文、神奈川県教育委員会教育長  

山本正人、横浜市長 中田宏、 

横浜市教育委員会教育長 田村幸久、 

独立行政法人都市再生機構理事長 小野邦久、 

日本放送協会横浜放送局長 壱岐哲平、 

株式会社ｾﾞﾌｧｰ本社代表取締役 飯岡隆夫、 

株式会社大和地所代表取締役 押川雅幸 

2008. 6.23 「東京中央郵便局庁舎」の保存活用に関する要望書 千代田区長 石川雅己 

2008. 6.23 「東京中央郵便局庁舎」の保存活用に関する陳情につい

て 

千代田区議会議長 高山はじめ 

2008. 6.25 「東京中央郵便局庁舎」および「大阪中央郵便局庁舎」の

保存活用に関する要望書 

郵便局株式会社代表取締役会長 川茂夫 

代表取締役社長 寺阪 元之 

2008. 7.23 検見川送信所の千葉市指定文化財指定に関する要望書 千葉市長 鶴岡啓一 

 検見川送信所の千葉市指定文化財指定に関する要望書 千葉市教育委員長 津田英彦 

千葉市教育長 飯森幸弘 

2008. 7.23 検見川送信所の千葉市指定文化財指定に関する陳情書 千葉市議会議長 中島賢治 

2008.10. 3 「横浜松坂屋本館」の保存活用に関する要望書 J.フロント リテイリング代表取締役社長兼最高経営責任

者 奥田務 

2008.10.15 「東京中央郵便局庁舎」の保存活用及び、プレス発表され

た計画案に関する見直し要望書 

郵便局株式会社代表取締役会長 川茂夫 

郵便局株式会社代表取締役社長 寺阪元之 

2009. 1.28 両国公会堂の保存・活用に関する要望書 墨田区長 山崎昇 

2009. 2.16 山梨県庁舎第一南別館（旧山梨県立図書館）保存活用に

関する要望書 

山梨県知事 横内正明 

 山梨県庁舎第一南別館（旧山梨県立図書館）保存活用に

関する要望書 

山梨県教育委員会委員長 廣瀬孝嘉 

2009. 6.29 世田谷区民会館を始めとする庁舎群及び外部空間の保

存・再生に関する要望書 

世田谷区長 熊本哲之 

2009. 9.29 ｢博報堂旧本館｣の保存活用に関する要望書 株式会社博報堂 代表取締役社長 成田純治 

 ｢博報堂旧本館｣の保存活用に関する要望書 株式会社博報堂 DYホールディングス 

代表取締役社長 戸田裕一 

 ｢博報堂旧本館｣の保存活用に関する要望書 千代田区長 石川雅己 

2009. 9.29 「博報堂旧本館」の保存活用に関する陳情について 千代田区議会議長 桜井ただし 

2010. 2.16 「片倉工業旧本社ビル」の保存活用に関する要望書 片倉工業株式会社代表取締役社長 竹内彰雄 

2010. 2.24 「歌舞伎座」の保存活用に関する再要望書 松竹株式会社代表取締役社長 迫本淳一 

 「歌舞伎座」の保存活用に関する再要望書 株式会社歌舞伎座代表取締役社長 大谷信義 

2010. 3. 2 「歌舞伎座」の保存活用に関する要望書 東京都知事 石原慎太郎 

2010. 3. 5 「歌舞伎座」の保存活用に関する要望書 文化庁長官 玉井日出夫 

2010. 3.17 「野方配水塔」の文化財登録について 中野区長 田中大輔 

 「野方配水塔」の文化財登録について 中野区教育委員長 大島やよい 

2010. 3.31 「虚白庵」保存についての要望書 堀野哲司 



2010. 4.27 明石小学校をはじめとする「復興小学校」校舎の保存・活

用に関する要望書 

中央区長 矢田美英 

 明石小学校をはじめとする「復興小学校」校舎の保存・活

用に関する要望書 

中央区教育委員会委員長 鈴木ゆか 

 明石小学校をはじめとする「復興小学校」校舎の保存・活

用に関する要望書 

中央区教育委員会教育長 高橋春雄 

2010. 6.23 旧三吉小学校「横浜市立復興小学校」校舎の保存・活用

に関する要望書 

横浜市長 林文子 

2010. 8. 4 赤坂プリンスホテル（グランドプリンスホテル赤坂）新館の

保存・活用に関する要望書 

株式会社西武ホールディングス代表取締役社長 

後藤高志 

 赤坂プリンスホテル（グランドプリンスホテル赤坂）新館の

保存・活用に関する要望書 

株式会社西武プロパティーズ取締役社長 田島幸夫 

 赤坂プリンスホテル（グランドプリンスホテル赤坂）新館の

保存・活用に関する要望書 

株式会社プリンスホテル代表取締役社長 小林正則 

2010. 8. 9 復興小学校解体工事に関する一時中止についての書簡 中央区長 林美英 

2010. 9. 6 法政大学 55年・58年館校舎の保存・活用に関する要望書 法政大学総長 増田壽男 

2010.11.15 長野市民会館の保存・活用に関する要望書 長野市長 鷲澤正一 

2010.12.22 神奈川県立近代美術館鎌倉館存続の要望書 神奈川県知事 松沢成文 

 神奈川県立近代美術館鎌倉館存続の要望書 神奈川県教育委員会教育長 藤井良一 

2011. 1.12 旧麻屋百貨店（旧麻屋呉服店店舗）の保存・活用に関する

要望書 

前橋市長 高木政夫 

 旧麻屋百貨店（旧麻屋呉服店店舗）の保存・活用に関する

要望書 

前橋市教育委員会委員長 丸山和貴 

前橋市教育委員会教育長 佐藤博之 

 旧麻屋百貨店（旧麻屋呉服店店舗）の保存・活用に関する

要望書 

前橋市議会議長 岡田修一 

2011. 2. 3 旧お茶の水スクエア A館の保存・活用に関する要望書 日本大学総長 酒井健夫 

 旧お茶の水スクエア A館の保存・活用に関する要望書 日本大学理事長 田中英壽 

2011. 3. 4 早稲田大学文学部校舎の解体にあたっての要望書 早稲田大学総長 

2011. 6.13 震災被災文化財建造物の保存活用に関する要望書 真岡市長 井田隆一 

2011. 6.16 本郷館保存活用に関する要望書 株式会社ボナール代表取締役 若井とよ子 

2011. 6.21 本郷館移築保存活用に関する要望書 文京区長 成澤廣修 

2011. 9.20 横浜市における歴史的建造物に関する要望書 横浜市長 林文子 

2012. 1.16 旧山崎歯科医院の保存・活用に関する要望書 山崎一郎 

 旧山崎歯科医院の保存・活用に関する要望書 松本市長 菅谷昭 

2012. 3. 8 新村駅舎の保存・活用に関する要望書 松本市長 菅谷昭 

 新村駅舎の保存・活用に関する要望書 アルピコ交通代表取締役社長 古田龍治 

2012. 4. 6 武蔵豊岡教会およびその景観の保全に向けた要望書 入間市長 木下博 

 武蔵豊岡教会およびその景観の保全に向けた要望書 入間市教育委員会委員長 河村佳樹 

2012.10. 3 千代田区立九段小学校・幼稚園校舎の保存・活用要望書 千代田区長 石川雅己 

 千代田区立九段小学校・幼稚園校舎の保存・活用要望書 千代田区教育委員会教育長 山崎芳明 

 千代田区立九段小学校・幼稚園校舎の保存・活用要望書 千代田区教育委員会委員長 中川典子 



 千代田区立九段小学校・幼稚園校舎の保存・活用要望書 千代田区立九段小学校校長・九段幼稚園園長 

鈴木邦夫 

 千代田区立九段小学校・幼稚園校舎の保存・活用要望書 九段小学校幼稚園施設整備検討協議会会長 田中康博 

委員各位 

2012.10. 3 九段小学校・幼稚園施設整備計画の公開資料等について

の質疑書 

千代田区教育委員会教育長 山崎芳明 

 九段小学校・幼稚園施設整備計画の公開資料等について

の質疑書 

千代田区教育委員会事務局 子ども施設課 

2012.10. 3 「九段小学校・幼稚園施設整備計画」について参考とな

る、保存活用参考事例及び保存活用事例 

千代田区長 石川雅己 

 「九段小学校・幼稚園施設整備計画」について参考とな

る、保存活用参考事例及び保存活用事例 

千代田区教育委員会教育長 山崎芳明 

 「九段小学校・幼稚園施設整備計画」について参考とな

る、保存活用参考事例及び保存活用事例 

千代田区教育委員会委員長 中川典子 

 「九段小学校・幼稚園施設整備計画」について参考とな

る、保存活用参考事例及び保存活用事例 

千代田区立九段小学校校長・九段幼稚園園長 

鈴木邦夫 

 「九段小学校・幼稚園施設整備計画」について参考とな

る、保存活用参考事例及び保存活用事例 

九段小学校幼稚園施設整備検討協議会会長 田中康博 

委員各位 

2012.10. 3 九段小学校・幼稚園施設整備計画の公開資料等について

の質疑書提出のご報告（添付・要約） 

関係各位 

2012.12. 3 和田堀給水所 1 号・2 号配水池と付属施設群の文化的価

値保存等に関する要望書 

東京都副知事 秋山俊行 

 和田堀給水所 1 号・2 号配水池と付属施設群の文化的価

値保存等に関する要望書 

東京都水道局長 増子敦 

2012.12.14 和田堀給水所 1 号・2 号配水池と付属施設群の文化的価

値保存等に関する要望書 

世田谷区長 保坂展人 

 和田堀給水所 1 号・2 号配水池と付属施設群の文化的価

値保存等に関する要望書 

世田谷区教育委員会教育長 堀恵子 

2013. 2.28 片倉工業松本社有地と建物群の保存活用に関する要望

書 

片倉工業株式会社代表取締役社長 竹内彰雄 

2013. 3. 7 片倉工業松本社有地と建物群の保存活用に関する要望

書 

松本市長 菅谷昭 

2013. 4.22 千代田区立九段小学校・幼稚園施設のプロポーザル実施

に関する要望書 

千代田区長 石川雅己、千代田区教育委員会委員長 中

川典子、千代田区教育委員会教育長 山崎芳明 

2013. 4.22 「千代田区立九段小学校・幼稚園施設のプロポーザル実

施に関する要望書」提出のご報告 

九段小学校幼稚園施設整備検討協議会会長 田中康博 

2013.10.23 「旧帝蚕倉庫及び事務所」の保存活用要望書 横浜市長 林文子 

 「旧帝蚕倉庫及び事務所」の保存活用要望書 森ビル株式会社代表取締役社長 辻慎吾 

2013.10.24 「旧帝蚕倉庫及び事務所」の保存活用要望書 丸紅株式会社代表取締役社長 國分文也 

2013.10.23 神奈川県立近代美術館鎌倉館の建物の活用とその景観

の保全に向けて要望書 

神奈川県知事 黒岩祐治 

 



 神奈川県立近代美術館鎌倉館の建物の活用とその景観

の保全に向けて要望書 

神奈川県教育長 藤井良一 

2013.12.27 岩舟町立小野寺北小学校旧校舎の保存に関する要望書 岩舟町長 市村隆 

 岩舟町立小野寺北小学校旧校舎の保存に関する要望書 岩舟町教育長 和久井紀明 

 岩舟町立小野寺北小学校旧校舎の保存に関する要望書 岩舟町議会議長 渡辺仁一 

2014. 3.17 逓信ビルの歴史的価値を未来に伝えるための検討委員

会設置のお願い 

独立行政法人都市再生機構理事長 上西郁夫 

 逓信ビルの歴史的価値を未来に伝えるための検討委員

会設置のお願い 

NTT都市開発株式会社代表取締役社長 牧貞夫 

2014. 5.16 「三原橋センターの歴史と価値を未来に伝えるための検討

委員会」設置のお願い 

東京都知事 舛添要一 

 「三原橋センターの歴史と価値を未来に伝えるための検討

委員会」設置のお願い 

中央区長 矢田美英 

2014. 7.11 武井武雄生家の保存活用に向けた要望書 岡谷市長 今井竜五 

2014. 8.22 ＫＮ日本大通りビル（旧三井物産横浜ビル・倉庫）の保存

活用に関する要望書 

株式会社ケン・コーポレーション代表取締役社長 佐藤繁 

 ＫＮ日本大通りビル（旧三井物産横浜ビル・倉庫）の保存

活用に関する要望書 

横浜市長 林文子 

 ＫＮ日本大通りビル（旧三井物産横浜ビル・倉庫）の保存

活用に関する要望書 

横浜市教育委員会委員長 今田忠彦 

横浜市教育委員会教育長 岡田優子 

2014. 8.29 中野サンプラザの活用に関する要望書 中野区長 田中大輔 

2014. 9.11 「日本橋野村ビルディング」の歴史的価値を未来へ伝える

ことのお願い 

野村證券株式会社代表執行役社長 永井浩二 

2014. 9.19 新潟市旧會津八一記念館の保存活用に向けての要望書 新潟市長 篠田昭 

 新潟市旧會津八一記念館の保存活用に向けての要望書 新潟市議会議長 志田常佳 

2014. 9.24 「九段会館」の歴史的重要性を未来に継承することのお願

い 

財務大臣 麻生太郎 

2014.12.26 旧豊多摩監獄正門の保存に関する要望書 法務大臣 上川陽子 

2015. 1.21 旧文化学院校舎アーチ部分の保存に関するお願い 日本 BS放送株式会社代表取締役社長 目時剛 

2015. 3.23 旧町立図書館について、解体計画の即時停止と保存利活

用を求める要望書 

鎌倉市長 松尾崇 

 旧町立図書館について、解体計画の即時停止と保存利活

用を求める要望書 

鎌倉市教育長 安良岡靖史 

2015. 4.13 「東京會舘」「富士ビル」「東京商工会議所ビル」の再開発

事業における昭和中期の建築遺産価値継承についての

お願い 

三菱地所株式会社代表取締役社長 杉山博孝 

2015. 9.30 旧ＮＨＫ富士見ヶ丘クラブハウス保存活用要望書 東京都知事 舛添要一 

2015. 9.30 数寄屋橋交番の活用継続要望書 東京都知事 舛添要一 

 数寄屋橋交番の活用継続要望書 警視総監 高橋清孝 

2015.12.22 鷺宮住宅の保存に関する要望書 東京都知事 舛添要一 

2015.12.22 旧豊多摩監獄正門の保存に関する要望書 中野区長 田中大輔 



 旧豊多摩監獄正門の保存に関する要望書 中野区教育委員会教育長 田辺裕子 

2016. 2. 5 栃木市小野寺北小学校旧校舎の保存に関する要望書 栃木県知事 福田富一 

 栃木市小野寺北小学校旧校舎の保存に関する要望書 栃木市長 鈴木俊美 

 栃木市小野寺北小学校旧校舎の保存に関する要望書 栃木市議会議長 関口孫一郎 

 栃木市小野寺北小学校旧校舎の保存に関する要望書 栃木市教育長 赤堀明弘 

2016. 6.24 神奈川県立近代美術館鎌倉館の保存活用に際して環境

と屋外彫刻の継承に関する要望書 

神奈川県知事 黒岩祐治 

 神奈川県立近代美術館鎌倉館の保存活用に際して環境

と屋外彫刻の継承に関する要望書 

神奈川県教育長 桐谷次郎 

2016.12.21 世田谷区本庁舎等整備にあたり前川國男設計の区民会

館及び現庁舎並びに外部空間の継承へ配慮した計画業

務進行プロセスの質の確保と透明化に関する要望書 

世田谷区長 保坂展人 

 世田谷区本庁舎等整備にあたり前川國男設計の区民会

館及び現庁舎並びに外部空間の継承へ配慮した計画業

務進行プロセスの質の確保と透明化に関する要望書 

世田谷区議会議長 上島よしもり 

2017. 2. 8 「衆議院憲政記念館（旧尾崎記念館）」の建築的・歴史的・

景観的重要性を未来へ継承することへの要望書」 

内閣府特命担当大臣 山本幸三 

内閣府大臣官房長 河内隆 

内閣府大臣官房公文書監理課課長 畠山貴晃 

 「衆議院憲政記念館（旧尾崎記念館）」の建築的・歴史的・

景観的重要性を未来へ継承することへの要望書」 

衆議院議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小

委員会 髙木毅 

 「衆議院憲政記念館（旧尾崎記念館）」の建築的・歴史的・

景観的重要性を未来へ継承することへの要望書」 

衆議院憲政記念館長 花島克臣 

2017. 2.24 「衆議院憲政記念館（旧尾崎記念館）」の建築的・歴史的・

景観的重要性を未来へ継承することへの要望書」 

独立行政法人国立公文書館長 加藤丈夫 

2018.10. 2 JR原宿駅木造駅舎の保存再生活用に関する要望 渋谷区長 長谷部健 

2018.10. 2 JR原宿駅木造駅舎の保存再生活用に関する要望 東日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長 深澤祐二 

2020. 9.28 神保町ビル別館（旧相互無尽会社ビルディング）の保存活

用に関する要望書 

小学館不動産株式会社代表取締役社長 相賀昌宏 

 


