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The purpose of this paper is to explore the concepts and features of the riverside greenbelts plan that was made in post-
war period is some cities (Maebashi, Toyama, Hiroshima, Kure, Ube, Kagoshima, and Tokushima) in Japan. It is known 
that Hiroshima developed riverside greenbelt plan in post-war period as a core project as with 100-meter-rwide street 
and central park projects in order to establish a beautiful river city, but in other cities the details of the greenbelts plan 
has not been clarified yet. In this paper, each riverside greenbelt plan was characterized in terms of their layout plan, 
use and scale. Then, it was clarified that the riverside greenbelt was thought important for urban beauty in each city as 
same as Hiroshima by reviewing not only official documents but also journals and newspapers at post-war period.  
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1．はじめに 

(1) 研究の背景と目的 

気候変動により甚大な水害・土砂災害が発生している現

代の都市においては,河川行政のみではなく都市行政と一

体で治水に取り組む必要が生じている。また、都市におけ

る河川は景観形成上重要な位置づけを有する。日本におい

ては、戦災復興都市計画により日本の複数都市において河

川沿い緑地が計画されたことは、広く知られている 1)が、

その成立背景については不明な点が多い。 

 最もよく知られる広島市の河川沿い緑地については平

和記念都市建設計画の骨子の一つに「市内を南北に貫流し

ている７つの川の美を生かすために、河岸緑地を計画した」

とあるように、河岸緑地が復興都市計画の一つの大きな柱

と位置づけられていた。広島市の戦災復興都市計画やその

後の事業の様子は『戦災復興事業誌』3)に、当時の新聞記

事は『広島新史 都市文化編』4)に、復興審議会の議事録

は『広島新史 資料編2（復興）』5)に既に一程度詳細にま

とめられており、明らかにされている部分が多いが、本研

究では河川沿い緑地の成立の視点で取り上げて情報を再

整理する。神戸市の河川沿公園計画の成立過程は山口ら

（2014）2)が示しているので取り上げない。本論文で取り

上げる広島市以外の都市の河川沿い緑地の詳細について

は明らかにされていない。 

そこで本研究は、都市計画により河川沿い緑地の形成が

図られたいくつかの都市の戦災復興都市計画に着目し、そ

の計画の特徴や趣旨を明らかにすることを目的とする。 

(2) 研究の対象 

 河川沿い緑地には、河川区域内の土地（高水敷など）を

利用したものと、河川区域外であるが河川と一体で整備し

たものがある。本研究では後者を対象として、都市計画に

よる河川沿い緑地の形成を取り上げる。 

 研究対象の選定においては、建設省編の戦災復興誌 6)に

より、戦災都市 115 都市の復興都市計画の概要を確認し、

河川沿いの帯状緑地の計画が確認出来た都市のうち、一定

程度の規模または系統立った緑地帯が見出せ、それが実現

された（計画が縮小されて実現されたものも含む）7都市

（前橋市、富山市、呉市、広島市、宇部市、鹿児島市、徳

島市）を研究対象とした。 

(3) 研究の方法と構成 

 研究対象とする都市の戦災復興計画について、第2章で

は計画決定された河川沿い緑地の特徴を明らかにするた

めに、復興事業誌のほか、公文書、行政刊行資料等を用い

て分析を行った。第3章では河川沿い緑地が計画された目

的や、計画決定に至った背景を明らかにするために、第2

章で用いた資料に加え、戦災復興計画立案当初の新聞記事

や雑誌記事等を用いて分析を行った（1）。 

 上記の資料上の制約から、河川沿い緑地に関する記述と

しての十分な量を見出せたとはいえず、また情報も断片的

ではあるが、現時点で確認した記述から考察を行う。 

 なお、本稿では読みやすさを優先し、資料原文の漢字の

旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに適宜改めて引用

した。 

 

2．計画決定された河川沿い緑地の特徴 

 本章では、建設省及び各市編の『戦災復興誌』を参考に

したほか、国立公文書館と市政専門図書館での資料調査及

び各県市への資料に関するヒアリング調査の結果をもと

に、戦災復興都市計画で決定された河川沿い緑地の特徴を

明らかにする。河川沿い緑地の特徴を表-1に、公園配置図

を図-1に整理した。広島市以外の都市の公園配置図は、河

川沿い緑地が計画決定された年のものは収集出来なかっ

たため、収集し得たものの中で、当初河川沿い緑地が決定

された年より後、最も近い年に発行されたものを分析資料

として用いた。
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公園名称 公園の分類* 河川級数 全長(m) 幅(m) 面積（ha）

13.14* 1952
15.72* 1956（変更）
8.18* 1952
8.19* 1956（変更）

（右岸）約780** 2.22* 1946
（左岸）約870** 2.07* 1955（変更）

西二河公園（右岸） 近隣公園 二級 約900** 約20** 1.33* 1946

宇
部

真締川公園（両岸） 近隣公園 二級 約2700** -約20** 9.76* 1956
線路以南は
含まれた

有
（1941年）

甲突川右岸緑地 児童公園 約1440* 約20-40** 2.26*

甲突川左岸緑地 約1950* 約20-40** 6.14*

徳
島

第4号緑地
（新町川左岸）

河岸緑地帯
一級

（吉野川水系）
約1400** 約20-60** 3.051* 1947 含まれた 無

約3250** 15* 1948
10-15* 1949（変更）
8-15* 1955（変更）

約1200** 2.63* 1947
2.63* 1955（変更）

2.63***
約2600** 9.43* 1947

9.19* 1955（変更）
1.8***

約3100** 8.92* 1947
7.42* 1955（変更）
0***

約3900** 10.09* 1947
5.86* 1955（変更）
2.5***

緑地 約10-15** 含まれた

緑地

計画年*
区画整理の
範囲に含ま
れたか*

戦前の公
園計画の
有無

含まれた
有

（1941年）

有
（1933年）

含まれた

無
二級 約20**

いたち川公園
（両岸）

含まれた

含まれた

含まれた

1956
鹿
児
島

二級

一級
（神通川水系）

15-35*

一級
（神通川水系）

30*

河
川
形
態

堀川公園
（両岸）

15-30*

一級
（全て太田川水系）

約10-20**

都
市

河川沿い緑地

自
然
河
川

広
島

東部河岸緑地

西部河岸緑地

呉
堺川公園（両岸） 防火緑地

*「戦災復興誌」（建設省）を参照　　**公園配置図等を参照　　***「富山戦災復興誌」（富山市土木部都市計画課，1962）を参照

人
工
河
川

前
橋

広瀬川公園道路
（両岸）

公園道路
一級

（利根川水系）
含まれた

有
（1941年）

富
山

赤江川公園
（両岸）

一級
（神通川水系）

15-30* 含まれな
かった

有
（1939年）

松川公園
（両岸）

図-1戦災復興都市計画による公園配置 

表-1 河川沿い緑地の諸元 
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(1) 河川の形態と河川沿い緑地の配置 

 各都市の河川沿い緑地計画から、河川と緑地の配置形態

の特徴を確認した。広島市では都市全体を太田川の複数の

支流が貫流することに対応し、河川沿い緑地も複数の河川

沿いに系統的に分散して計画された。一方、徳島市では吉

野川の複数の支流が市街地を貫流するが、都心部の新町川

左岸にのみ緑地帯が計画された。呉市、宇部市、鹿児島市、

ではそれぞれ市街地を貫流する河川沿いに連続した線形

緑地が計画された。前橋市、富山市では人工河川沿いに系

統的に緑地が計画された。 

(2) 河川沿い緑地の分類 

 計画決定された河川沿い緑地の分類として、「公園」、「緑

地」、「公園道路」の三種類が確認された。1946年9月に戦

災復興院が発表した緑地計画標準によると、本研究の事例

で見られる「児童公園」や「近隣公園」とは市民の保健、

慰楽に供するものであり、「公園道路」とは散歩、乗馬、ド

ライブ等の用に供するものである 7)。この「緑地」とは、

公園も含む「広義の緑地」（2）ではなく、公園とは区別され

る「狭義の緑地」であると考えられる。 

 富山市の公園の分類については確認できなかったが、前

橋市の広瀬川公園道路同様、富山市についても、公園をつ

なぐようにして各河川沿いに緑地が計画されており、公園

の分類は前橋市と同様に「公園道路」であったと考えられ

る。戦災復興院の公園道路計画標準7）においても、その配

置標準は「公園其の他の緑地及準緑地を連絡すること」、

「沿岸地又は眺望地等視界の公潤なる地を選ぶこと」等と

記載されており、その標準にも当てはまる。 

(3) 河川沿い緑地の規模 

 幅員に着目すると、広島市では幅10mから20mの緑地帯

が計画決定されたのに対し、呉市、宇部市、鹿児島市、徳

島市では幅20m以上の緑地帯が計画決定され、特に徳島市

では最大幅員60mと大規模な緑地帯が計画決定された。広

島市の河川沿い緑地は、幅員は他事例と比べて大きくない

が、その合計面積は最大であり、河川沿い緑地が計画され

た箇所の多さが特徴である。前橋市、富山市では15mから

35m幅の緑地帯が計画された。公園道路の幅員標準は、遊

歩道は「3メートル以上」とあり 7）、公園道路として単な

る遊歩道以上の規模のものが計画決定されたといえる。  

 

3．戦災復興都市計画で決定された河川沿い緑地の目的 

 3章では、河川沿い緑地の目的を関連資料の分析により

明らかにする。広島市以外の都市は以下の手順で分析を行

った。第一に、公園計画の目的、河川沿い緑地の計画、戦

前の公園の状況に関する記述を、戦災復興誌、終戦後最初

の都市計画公園決定の際の理由書及び都市計画地方委員

会議事録より確認した（表-3）。加えて、雑誌『復興情報』、

『新都市』と終戦直後の各地方新聞を確認した（表-4）。以

下では、これらをもとに考察を行う。

意見者 河川沿い緑地に関する意見の抜粋（下線は筆者）
復興審議会でみられた意見（「広島新史　資料編2（復興）」所収の復興審議会議事録を参照）

渡辺滋

（経済界）

「私の案を遊覧都市と評する人があるが私の考えはそこに中心があるわけではない、然し水を利用してモーターボート位は通

したい。横の運河を沢山造ったのも其の意味である。水が濁るという点は専門的に研究を要する。河岸は左岸を街路に右岸を

住宅地に利用したい」（第2回（1946年3月1日）復興審議会）

長島敏（広島

市復興局長）

「河川は改修して運河的に発展せしめたい。横に連絡して一つの交通線としたい。河岸の内左岸は主に公園道路として市民に

開放し右岸は住宅として利用せしめたい。」（第11回（1946年5月17日）復興審議会）

石川栄耀（東

京都都市計画

課長）

「広島の魅力が問題で観光客が出入するわけだが広島の観光価値がどうかで、この附近全体を併せて考える必要がある。大体

広島の管轄範囲は半径百キロメートルでありこの中の人々の一年間の決済を広島でつけることになる。支那人の好む町は神戸

であり西洋人の好む町は福岡である。工場でたつ町は工場を持って来ればよいが工場が二次的になるとすれば西洋人に一番良

い町は広島であるという様にしたい。水の都である広島が水を重く見ていない。自分は嘗てヴェニスに行ったことがあるが

ヴェニスの水は汚い。水都広島ではその感じが出ていない。近隣界隈の産物を売る丈では駄目であって百キロメートル以内の

人の生活の上りをしなければならない。東京でも隅田川や東京湾の感じがしないがヴェニスでは水の都の感じが出ている。そ

れは折角の美しい川を個人で占めているためである。自分は今度隅田川の沿岸を勇気を振って家を取り払った。広島で日本に

一つの水の都を作りたい。緑地計画が広島では大切である。ヴェニスには海に向かい「サンマルト」といふ広場があり、ここ

には商店もある。山に登り其の山に苦しむ丈で帰って来る様な感じである。美しいこの水の感じが町に浸透していない。実行

力のあり想像力の深い局長が来ていられる。別府の海岸は緑があって良かったが今では家が立ってよくない。福岡が西洋人に

好かれるのは中の水をよく使っているからである。商工経済会の附近の島を公園に使うことは結構で元安川と本川の合流点か

ら上流、鉄道迄の両側を緑地にしてどちらから見てもよい水上公園を作る、橋で眺め舟で眺める丈でなく岸の形が大切であ

る、河川の軸がつき当る所が大切でここに立派な建物を建てるとよい（…）東は比治山下から工業試験所まで西は中島附近南

は百米道路北は練兵場の公園で結んで水上公園を作るとよい。水上公園はリバーサイドパークではなくリバーパークとする必

要がある。マリンパークも海が公園である。東京では或る地域は一流の建築でないと設計出来ない様にし様と思う。（…）駅

から斜線が出来ているが其交りを重視して都心を作るとよい。広島の都心は水に沿ってゐた方がよいと思う。ウェストミンス

ターの写真はテームス河側からとる。ニコライ堂も水に沿っていてよい。広島は文化の中心とす。音楽会や展覧会をやる。こ

れと大学を結びこれを線で囲う。」（第12回（昭和21年5月28日）復興審議会）

長島敏 「河岸は、川を取り入れての公園という風に考えたい」（第14回（1946年6月10日）復興審議会）

長島敏

（補助路線計画に関連する公園緑地について）「河岸は内務省の方針により最少五ｍを残した。水を活かす為には、河か公園

で沿岸は其の一部であるという考えで、緑地化したい。特に比治山対岸は料亭等にしたい。」（第18回（1946年7月26日）復興

審議会）

復興当初の「中国新聞」の記事にみられた意見

竹重貞蔵（広

島県都市計画

課長）

「河岸は50～100ｍぐらいの空地として、河岸に遊歩道、公園などを設ける。」（1945年9月14日付）

太田洋子

（作家）

（1946年2月22日楠瀬県知事主催広島市復興座談会にて）「ヴェニスは水で栄えたが、広島は水で悩まされた。広島の今後の発

展に、川は大きな問題となっている。旧広島は川のすぐ傍に道路があったが、あれはいけない。川べりはすべて緑地帯として

公園をつくるべきだ。市の周辺にアパートを多くつくり戦災者にはやくバラックの生活をやめさせたい。」（1946年2月24日

付）

福井芳郎

（画家）

（1946年2月22日楠瀬県知事主催広島市復興座談会にて）「道路を広々と川べりを緑地帯にしたい。日本的な独創的な日本文化

の最高度を発揮した近代都市に広島を作ってもらいたい。」（1946年2月24日付）

表-2 広島の河川沿い緑地計画策定時における議論 
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都市計画公園決定
の理由書より抜粋

都市計画地方委員会議
事録より抜粋

公園計画の目的 河川沿い緑地の計画 都市構想 公園計画の目的 河川沿い緑地の計画 戦前の公園の状況

呉
・保健・防災・美観・
健全な復興建設

防空・都市の美観（*2）

・産業港湾都市
・広幅員街路及び公園、
緑地、河川等による防火
帯・生活圏の分離
・港の表玄関たる中央桟
橋から市背後地に通ずる
輸送街路を根幹とする
・中央公園を設置して市
民の憩の場とする
・昭和50年の人口35万人

・近代都市として
・在来公園を拡張

二河川に望む、大正4
年に造園された約3万
坪の二河公園が唯一
の憩い、散策の場で
あった

宇
部

（*1） （*1）

・大鉱工業都市
・中小商業都市
・文教都市
・人口30万人

・近代都市
・在来公園を拡張
・保健・衛生・慰楽・
防火・防災・美観・健
全な発展

東部の神原公園、遊園
地、総合グランド市民の
慰楽、保健等に供して
いた

鹿
児
島

（*1） （*1）

・国際観光都市
・南九州地方文化・行政・
経済の中心
・太平洋西岸の寄港地

・市街地内の児童、
運動公園を重視

「甲突川両側（延長右岸
約1、440ｍ、左岸約1、
950ｍ）に平均幅25ｍの
緑地
（…）防火帯として河川の
保護、都市の緑化上」

市街地の公園は計画
決定を受けたのみで、
実施は皆無に近かった

徳
島

（*1） （*1）

・政治・経済・交通・文化・
教育の中心
・阪神経済圏の衛星都市
・都市機能の向上
・地方的美観の発揚
・昭和50年の人口25万人

・既存景勝地の保全
・防災・保健・都市美

眉山、海、清流、城山を
中心とする徳島公園等
が、レクリエーションの
場であった

前
橋

・保健・防災・将来の
健全なる発展

（*1） ・政治・経済・文教都市

前橋公園が、利根川を
眼科に上毛三山を遠望
する風影園であり、安
息場であった

富
山

・保健・衛生・情操教
育・近代都市として
の文化生活・市民の
体位向上と保健慰楽

（*1）
・県の首都としての品格
・地理的特徴を活かす
・快適な都市生活

・保健・衛生・休養・
防火・体育教化の向
上
・戦災地の回復

「特筆すべき事は松川及
びいたち川の両岸に公
園用地をとり、緑地を確
保したことである。」

都
市

戦災復興誌より要約と抜粋

「市内を貫流する広瀬川畔に公園道路を計画
し、これによって前橋公園と東公園とを連絡する
（…）これが市民の散策道路となり、また防火防
災帯となった。」（*3）

（*1）…国立公文書館での資料調査及び県市へのヒアリング調査の結果、資料が確認されなかった。
（*2）…（第40回都市計画広島地方委員会議事録，広島県所蔵）より抜粋。
（*3）…（前橋市（1964），「戦災と復興」，p.636-646）より抜粋。他は建設省編と各市編の戦災復興誌における復興計画に関する記述は同様である。

 

（1）広島市 

広島市では終戦直後の 1946 年に復興都市計画公園計画

が決定された。その内容は同年の第 40 回都市計画広島地

方委員会において、竹重貞蔵（広島県都市計画課長）によ

り「市街地の1割を公園緑地として確保する」戦災復興基

本方針に沿ったと説明されたものの、河川沿い緑地の目的

については述べられなかった 9)。  

河川沿い緑地の構想は、終戦直後からさまざまな主体が

言及しており、その代表的な内容を表-2に示した。たとえ

ば、第12回復興審議会に招かれた石川栄耀（3）（東京都都

市計画課長）は、河岸には家を建てさせずに緑地帯を確保

することで日本に一つの水の都をつくりたいと述べ、広島

の観光価値により半径100ｋｍの範囲の人々の一年間の決

済を広島でつけ、広島が国際的な観光都市として栄えるた

めに河岸緑地計画が重要であると主張した。 

 1952年の広島平和記念都市建設計画において東部・西部

河岸緑地が計画決定された。当時の『市政要覧」では、平

和記念都市建設計画及び事業においては「市内を南北に貫

流している 7 つの川の美を生かすために、河岸緑地を計

画」、「平和記念公園、中央公園、100米街路及び河岸緑地

を基盤とし、多数の公園を全市に配して公園系統を樹立」 

 

等と報じられており 10)、河岸緑地が都市の基盤として大き

く位置づけられた。 

（2）呉市  

呉市の復興公園計画については、計画決定の理由書にお

いて「美観」に寄与する目的が明記されていた。また、公

園計画決定の際の第 40 回都市計画広島地方委員会の議事

録には、堺川の西岸及び二河川の西岸は「河岸公園」とあ

り、防空と「美観」に重点を置いて計画されたことが確認

出来た。なかでも、緑地と河川が一体で防火帯をなすこと

が考慮された。 

戦災復興誌や雑誌、新聞等においては河川沿い緑地に関

する主だった記述は確認されなかったが、戦災復興誌によ

れば戦前は市北西部にある二河川沿いの二河公園が唯一

市民の代表的な憩いの場となっていたことと、市の中央部

に憩いの場として中央公園が計画されたことから、堺川公

園は港と中央公園をつなぐ河川沿いかつ「輸送街路」沿い

の散策路として構想された可能性が考えられる。 

（3）宇部市 

宇部市の公園計画は、戦災復興誌によると「美観」が意

識された計画であった。宇部市では戦前の 1941 年に都市

計画公園が決定されており 11)、市街地北部の真締川沿いに

表-3 公文書及び復興誌より確認された各都市の記述 
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都
市

（）内と下線は筆者。「」内は抜粋。
典
拠

（鈴木登市長）「平和産業都市できればこれに併せて文教都市として再建する。」（1945年11月10日付）

（広島県商工経済会呉支部の輿論調査）「理想人口は三十万程度で、工業を主とし、商業を従とする商工業的性格都
市」（1946年2月23日付）

宇
部

「文化都市、貿易都市及び観光都市として発展すべく、この目的を助長する商工業が将来考えられなければならぬ」
（「鹿児島市」，（1946年8月号），戦災復興院，p.10，11)

『

復
興

情
報
』

「新日本最南端の玄関口として一大地位を占むることを期待（…）県内史蹟と温泉、山水風光の明媚とを利用して国
際観光都市たらしむる等の構想の下に将来全市域の人口を三十万と想定し各種の計画を樹立」（梶山浅次郎、「鹿児
島市の復興事業展望」，（1947年5月号），都市計画協会，p.10）

「我が国最南端の観光鹿児島として発展し東洋の『ナポリ』として国内は勿論世界の鹿児島として一大観光地として
発展せんことを望む」（鹿児島市建設部土木課公園係，「公園緑地について」，新都市（1952年8月号），都市計画協
会，p.39-42）

「鹿児島市と桜島を底辺とし日当山を頂点とする二等辺三角形が形づくる観光鹿児島地区は、桜島、指宿とならんで
南日本観光のビッグスリーの一つとして、そのりんかくを（…）浮かび上らせてきた」（1947年1月22日付）

公
園

計
画

（公園計画は市内に八ヶ所の運動公園の他）「甲突河畔両岸、原良方面の道路べり、市内各神社附近には別に散歩道
としての緑地帯など」（を計画し、公園敷地としては）「約三十五万坪をあてて名実ともに鹿児島県の中心文化都
市、南日本唯一の観光都市とし一ヶ年ゆうに数百万の観光外来客をも吸収しうるものとする」（1947年1月25日付）

公
園

計
画

「廣長県土木課長の説明（…）緑地としてはすでに市内には城山公園があるがこのほかに新町川の両岸に緑地帯を設
けた。この付近は市の中心であり都市の美観上よりも是非必死で（…）利用計画を進めてゆきたい」（1945年11月16
日付）

（吉見勢之助（徳島県商工会議所第13代会頭）らの陳情）「眉山、城山、吉野川の風光自然に恵まれている本市に緑
地などを設ける必要はなく焦眉の必要に迫られている住宅倉庫などの復興の地盤を与えよ（…）都市計画委員会が比
較的この問題には利害関係の少ない人々で組織されているためこのような意見が尊重されなかったのだと思う。今日
の我々の問題は百年の計ではなく『いま』を救うことにある。」（1946年11月13日付）

（吉見勢之助らの陳情）「新町川は過去の市発展の歴史から見て一種の運河で大いに利用されなければなぬ、（…）
徳島には眉山、城山などがあって今更緑地帯は必要でない、今度の計画は経済的方向を無視している」（1947年1月17
日付）

（原菊太郎（徳島県商工会議所第14代会頭）の意見）「私は緑地帯に賛成だ、眉山、渭山は山であって、これがある
から街路緑化は不要ということにはならない。（…）倉庫地帯、荷揚場なら河口に近いところへ（…）適当な土地が
ある筈だ。（…）欧米の都市には街の真中に街全部を占領してしまいそうな広大な公園があるときく、（…）利害だ
けしか考えない頭の硬化した人々が都市計画を論ずる資格はない」（1947年1月18日付）

緑
地
帯
の

意
味

（井上羽城（新聞記者）の意見）「（新町川沿いの）緑地帯は、おそらく市の美観をますというのが第一の主旨であ
ろう（…）ただ美観をますというだけならば、さまで広い土地をとらなくても、他にいくらも方法があろう（…）美
しい町にしなければならぬが、それが観光客を引くためというのであったならば、少々の緑地帯ぐらいでは何の効果
もないであろう。」（1947年1月27日付）

「このほど開催した緑地委員会に於て東西船場のみを緑地帯から除外する事に内定した」（これに対し富田浜一丁目
の天野幸七は、）「緑地委員会が東西船場のみを除外に内定したことに就て我々は全く不可解という以外に言葉を知
らない。船場とその地続きの富田浜側とはあらゆる面で条件を一つにしていることは何人が考えても明らかです。」
（1947年2月5日付）

緑
地
化
反
対
運
動

へ
の
意
見

（社説）「問題は緑地帯の必要の有無にあるのではなく、どこに設けることが必要であり、また効果的であるかに存
している。この観点からさきに新町川の両岸の緑地化が決定されたときいている。（…）船場から発達したから船場
を残すべきだというが如きは考古学的論議か徳島発達史という歴史的見地からはともかく今後の新しい徳島市をどこ
を中心に、どのような規模で、またどんな内容の都市を作るべきかという問題（の解決においては意味がない。）都
市計画には明らかに倉庫地帯は設けられているし、そこなら直接に船から荷揚げできるのである。（…）倉庫と店舗
とがくっついていなければならないと考えることすらも既にとらわれた考え方以外のものではない。（…）　換地が
未決定であることが緑地化反対の理由となりうるのではなく、換地の未決定はそれ自身として速やかに決定するよう
推進すべきであるにとどまる。（…）東西船場を緑地化から除外するという論は主観的な気持ちとしてはとにかく、
客観的には理由のないことがらである。それを公園緑地部会が除外することを内定したのはわれわれの了解に苦しむ
ところである。」（1947年2月6日付）

公
園
計
画

（1947年2月28日開催の都市計画復興委員会での決定事項）
「（一）渭北の緑地を（…）寺の墓場の空地に移す　（二）東西船場、富田浜（…）および（…）町三角地帯の緑地
帯は廃止するが橋の両側に道路幅員の長さ、道路幅員の半分の幅員の空地をこれを緑地とする　（三）伊月町の緑地
は適当なる場所へ移す　（四）駅前の五十米道路は縮小しない　（五）内町（…）はなお区民の世論にきいた上決定
する　（六）徳島駅の裏口に出口を設ける　（七）徳島川の倉庫地帯は原案通りとする」（1947年3月1日付）

都
市
構
想
・

公
園
計
画

（産業復興の展望は）「利根、勢多、群馬三郡の養蚕地帯を周辺にもつ立地条件からすれば、先づ製糸工業に重点を
置くことが至当」（と考えられ、緑地については）「市内を貫流する廣瀬川は水質清洌、水量豊富にして、好ましい
環境を形成している故、この流域は相當幅員の緑地を配することが適當である。その他既存の前橋公園及び敷島公園
を整備すると共に、市東部に新しく公園を設置することが必要である。」（丹下健三・浅田孝，「前橋土地利用計画
報告」，（1947年1月号），p.32-35）

『

新
都
市
』

（復興前橋の構想によると、）「中でも駅前通りと広瀬川の沿岸一帯は大規模な緑地となし随所に小規模な公園を造
り、一般市民の散策地とする。」（1945年9月25日付）

（都市計画は）「市当局から内務省へ認可申請中ではあるが（…）既に内定した主なる街路の幅員及び緑地帯等は次
の通りである。（…）広瀬川両沿道岩神町広瀬橋より（…）広東橋に至る間を緑道とす」（1945年10月9日付）

都
市

構
想

（城石正友の意見）「主要眼目とすべきは次の四項目である。
「1。人口の適宜配分 2。産業の適所配置 3。地方文化の確立と振興 4。不燃都市の建設」（1945年10月10日付）

（金岡又左衛門（県商工経済会会頭）の意見）「富山は商業都市（…）として再建復興すべきである（…）緑地帯に
関しては旧城址を公園化して漸次市内、郊外に放射的に小緑地帯を設定」（1945年10月19日付）

「同市出身の内務省牧野技師」（の意見）「呉羽山、護国神社、日枝神社境内にも公園をつくり松川べりおよび磯部
堤を公園道路として整備拡充」（1945年11月26日付）

「以下県民に送る県都復興の報告書である。（…）縦横に緑地帯（その概要は）市民の保健的見地から二十八万坪の
緑地帯を松川両岸（片側二十メートルづつ）いたち川両岸（片側十五メートルづつ）と四ツ谷川両岸（片側十五メー
トルづつ）それに旧城址、護国神社周辺と星井町慈済院附近一円、富山駅前及び元練兵場跡につくり」（1946年7月25
日付）

『

富
山

新
聞
』

徳
島

都
市
構
想

『

中
国

新
聞
』

呉
都
市

構
想

『宇部時報』（1946年1月15日付から1947年4月5日付の期間）を確認したが、関係する記事は見られなかった

公
園
計
画

『

南
日
本

新
聞
』

『

徳
島
新
聞
』

『

北
日
本

新
聞
』

『

上
毛

新
聞
』

『

新
都
市
』

新
町
川
の
緑
地
帯

に
反
対

緑
地
帯
に

賛
成

富
山

鹿
児
島

前
橋

公
園

計
画

表-4 戦災復興当時の雑誌及び地方新聞記事より確認された各都市の記述 
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も公園が計画されたが、この公園計画は「市民の保健休養

に資すると共に一朝有事の際における避難、防空の用に伴

せんとする」ものとされ 12)、先の戦災復興誌の記述と比較

すると「美観」の点は戦災復興時に新たに強調されたこと

が分かる。加えて、戦災復興の公園計画により、真締川公

園が 1941 年時の計画決定から範囲を拡大して海岸部まで

計画決定された。 

（4）鹿児島市 

鹿児島市は、戦災復興誌や雑誌、新聞記事において、南

日本一の「観光都市」となる構想がされたという記述が共

通して確認された。具体的には、観光都市の構想の下、甲

突川両岸の緑地帯は「散歩道」として、また「防火帯とし

て河川の保護、都市の緑化上配置」された。 

戦前の市街地の都市計画公園は、1933年に公園と公園道

路が都市計画決定されたが、戦前はほとんど実施をみなか

った。河川沿いでは甲突川西岸と新川東岸に公園道路が計

画された 13)。布田ら（2009）14)によると、公園計画では小

公園が計画の主眼とされ、全国標準案や他の地方都市の例

を参照しつつ鹿児島独自で設定された計画標準に従い公

園や公園道路が配置されたという。 

戦災復興では、鹿児島港と西鹿児島駅（現在の鹿児島中

央駅）の拡大整備の構想など、大きな都市改造が構想され

たが、甲突川両岸の緑地は、新たな都市の玄関である鹿児

島港と西鹿児島駅の間に位置し、観光戦略上も重要な公園

道路として構想された可能性が考えられる。 

（5）徳島市 

徳島市の河川沿い緑地は、「都市の美観」を目的として

計画されたことが複数の資料から明らかになった。『徳島

新聞』には新町川沿いの緑地が公園決定に至る経緯が示さ

れている。徳島市では当初新町川両岸に緑地を設ける構想

から出発し、結果としては左岸のみに緑地が計画決定され、

右岸は橋詰に緑地を設けることとして計画決定された。計

画者や緑地帯の賛成者は、都市の観光および美観上、中心

部の新町川沿いに大規模な緑地を設けることは重要であ

ると唱えた。反対者は主として、戦前に舟運・荷揚げ場と

して栄えた藍蔵が建ち並ぶ東西船場と富田浜の地権者で

あり、緑地帯ではなく住宅倉庫などの経済的土地利用を求

めた。結果的には、1947年2月28日に開かれた県市連合

の復興委員会において、地元の意見も取り入れつつ、都市

美の構想上重要な都心に緑地帯が計画された。 

（6）前橋市  

 複数の資料より、前橋市の戦災復興都市計画による広瀬

川公園道路は、市東部に新たに計画された東公園と前橋公

園とをつなぐ、水量豊かな広瀬川を生かした「散策地」（散

歩道）かつ防火帯として計画された。 

（7）富山市 

 富山の公園計画については「美観」に関する明確な記述

は確認できなかったが、当時の新聞からは、内務省技師が

「公園道路」の整備の意見や、市民の保健のため「縦横に

緑地帯」が形成されるよう計画されたことを確認した。富

山市内の河川沿いを歩けるようにするねらいが読み取れ

る。 

 

4．まとめ 

 本研究は、戦災復興都市計画において河川沿い緑地が計

画された都市を対象に、河川沿い緑地計画の特徴と趣旨を

明らかにした。広島市においては河川沿い緑地の構想が

種々の人々によって唱えられ、河川の美を生かすために計

画された。呉市、宇部市、鹿児島市、徳島市においても「都

市美」、「美観」、「観光」に寄与するねらいをもって計画さ

れた。徳島市においては、河川沿い緑地に関する論争の存

在も確認した。人工河川沿いに公園道路が計画された前橋

市と富山市では、水辺を散歩道として確保して公園間をつ

なぐという構想が確認された。 

【補注】 
(1) 戦災復興都市計画の立案当初の様子がわかる資料は多くの都市におい

て確認されていない。そのことは、地方都市の戦災復興の当初計画に着

目した【浅野純一郎（2012）、「地方都市の戦災復興都市計画における当

初計画理念の成立と戦前・戦中都市計画との関係性について ―熊本、高

知、岡山、岐阜を対象として―」、建築学会計画系論文集、Vol.77，No.671，

建築学会，p.27-36】においても指摘されており、浅野は「当初計画の内

容やその立案経緯を把握する上で特に重視したのが、地元紙の関連記事

である」と述べている。 

(2) 戦災復興院の緑地計画標準では、「緑地計画に於ては普通公園、自然公

園、運動公園、近隣公園、児童公園、公園道路、広場、植樹帯、緑地帯、

墓苑及其の他の緑地を包含せしむること」と定義されている。（参考文

献8），p.91-92） 
(3) 石川栄耀は商店街の権威として、商店街に関する意見を求められた。（参

考文献4），p.52） 
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