その他

54.御巣鷹山慰霊碑、慰霊の園

震災・災害・戦災名称
日航ジャンボ機墜落事故
（1985 年（昭和 60 年）8 月 12 日）

所在地

施設の種類

群馬県多野郡上野村大字楢原 2218-23

慰霊碑

開設年月日

事業主体

1986 年（昭和 61 年）8 月 1 日

財団法人慰霊の園

面積

管理者

－

財団法人慰霊の園

事業費
・日本航空からの寄付金 12 億円のうち 10 億円で整備。残りの基金で慰霊供養。
施設概要
（設置の概要）
・1985 年（昭和 60 年）8 月 12 日、日航ジャンボ機墜落事故が発生し、乗員乗客 524 名のうち死亡
者 520 名という、世界で類を見ない事故となった。この犠牲者の供養を目的に、飛行機の墜落現
場周辺（御巣鷹の尾根）に「昇魂之碑」が、ふもとに「慰霊塔」「納骨堂」が整備された。
・慰霊の園にある納骨堂には、身元識別不可能の犠牲者の遺骨が 123 の壷に納められている。
・「昇魂之碑」は、地元群馬県多野郡の有志により寄贈されたものである。
（設計者）
慰霊の園（慰霊塔）：半田富久（彫刻家）
（主要施設）
［追 悼］：昇魂之碑、慰霊塔、納骨堂
［伝 承］：－
［減 災］：－
［象 徴］：－
［活性化］：－
（セレモニー）
毎年 8 月 12 日には慰霊登山が行われている。
参考資料・URL
・読売オンライン： http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/kikaku/025/2.htm
・慰霊の園 HP： http://www.goennet.ne.jp/~hohri/n-index.htm
施設平面図・写真等

写真４－130

昇魂之碑

写真４－131 慰霊塔と納骨堂

I-4-92

その他

55．ナショナル 9．11 メモリアル＆ミュー 震災・災害・戦災名称
9.11 アメリカ同時多発テロ

ジアム

（2001（平成 13）年 9 月 11 日）

The National September 11 Memorial & Museum at
the World Trade Center
所在地

施設の種類

アメリカ合衆国ニューヨーク市

博物館

開設年月日

事業主体

2011 年（平成 23 年）10 月

ニューヨーク市、公社

面積

管理者
The World Trade Center Foundation

約 3.2ha

(ワールド·トレード·センター財団)

事業費
－
施設概要
（設置の意図・経緯）
・飛行機によるワールドトレードセンター衝突テロ事件では、衝突されたビルのほか、敷地内の他のビルに
おいても崩壊・炎上し、多大な被害を受けた。この地の再建に当たり設立されたロウアーマンハッタ
ン開発公社が、一般市民、遺族、地元の商店主、企業、建築家、プランナーなどの専門家、港湾
公社、旧世界貿易センタービルの賃借権者、ニューヨーク州・市等の多様な主体の意見を調整し、
再建案をまとめる討議型都市計画として進めている。
・事業を進めるにあたっては、数千人もの市民の参加や、２回の国際コンペティション等を行い、
様々な意見の集約、デザインの検討がされている。
・敷地は、遺構物や旧世界貿易センタービルの跡などを活かした空間づくりをおこなっている。
・旧世界貿易センターの南・北 2 棟の場所に設置した追悼の滝の周囲には、9.11 の被災者や、93
年の世界貿易センターのテロでの犠牲者 2,983 名の氏名が彫り込んである。
（遺構物）
・旧世界貿易センターの南・北の２棟の正確な場所に追悼の滝を建設し、遺構跡を活かした設計と
なっている。
（設計者）
・Michael Arad，Peter Walker and Partners（設計競技により選出）
（主要施設）
［追 悼］：追悼の滝（記念碑）、Names on the Memorial（追悼の滝の外周）
［伝 承］：博物館
［減 災］： －
［象 徴］：記念プラザ（広場空間約 2.2ha）
［活性化］：博物館（本館：地上1階建 建築面積 約1500㎡）
（セレモニー）
・9.11 米国同時多発テロ 10 周年の追悼式が行われた。
参考資料・URL
・9．11 メモリアル＆ミュージアム HP：http://www.911memorial.org/
・近藤民代「米国世界貿易センタービル同時多発テロ後の都市再建プロセス－多様な主体による討議
型都市計画に向けて－」日本都市計画学会学術研究発表会論文集 No.42-3, pp.295-300
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施設平面図・写真等

写真４－132

写真４－133 追悼の滝（記念碑）
ツインタワーがあった場所に作られている。一箇所約
3600 ㎡。周辺には犠牲となった 3000 名の名前が
刻まれた石版がある。

博物館

写真４－134

写真４－135 プラザ
プラザは、約400本の樹木が植えられている。

外観イメージ

写真４－136 ツインタワーモニュメント
モニュメントは、跡地から出てきた鉄骨を利用している。

図・写真等：http://www.911memorial.org/
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その他

56.Flight 93 National Memorial

震災・災害・戦災名称
9.11 アメリカ同時多発テロ
（2001（平成 13）年 9 月 11 日）

所在地

施設の種類

Flight 93 National MemorialP.O. Box 911

国立公園

Shanksville, PA 15560
開設年月日

事業主体

2011 年（平成 23 年）9 月 10 日

アメリカ合衆国

面積

管理者

約 890ha

アメリカ合衆国内務省・国立公園局

事業費
－
施設概要
（設置の意図・経緯）
・オハイオ州を飛行していたユナイテッド航空 93 便がハイジャックされ、ペンシルベニア州、ピ
ッツバーグ郊外シャンクスヴィルに墜落し、乗客 44 人が犠牲となった。この飛行機墜落場所に、
メモリアル施設が国立公園として整備されている。
・本メモリアルは、ワシントンの Nation’s Capital への突撃を封じたと言われている 93 便の乗
客及び搭乗員の栄誉を称えるものである。また、93 便墜落事件及び乗客・搭乗員たちの追悼がで
きるよう、開放型の施設として整備されている。
・建設にあたっては、計画段階より諮問委員会を一般公開し、遺族・地域住民・教育関係者・一般
市民から成る組織への説明会が行われながら整備が進められた。
（設計者）
・Bioｌinia and Paul Murdoch Architects
（ゾーニング）
①ゲートウェイ・ゾーン、②アプローチ／リターン・ゾーン、③ボウル・ゾーン（飛行機墜落跡地）、
④聖地ゾーン、⑤周辺ゾーン
（主要施設）
［追 悼］：献花台、Wall of Names
［伝

承］：ビジターセンター

［減

災］：－

［象

徴］：タワー

［活性化］：－
セレモニーの開催有無
・2011 年 9 月に開設され、9 月 11 日には 10 年目の記念祭が執り行われた。
参考資料・URL
・National Park Service

HP：http://www.nps.gov/flni/index.htm
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○Flight 93 National Memorial の施設概要
ゾーン
①ゲートウェイ・ゾーン
②アプローチ／リターン
・ゾーン

③ボウル・ゾーン

④聖地ゾーン
⑤周辺ゾーン※

施設概要
エントランス、タワー、タワーを中心とした放射状の植栽、イン
フォメーションセンター、駐車場
ボウル・ゾーンへ続く 2 車線の並木のアプローチ道路（自動車及
び自転車用）、別の方向からアクセスできる 1 車線のリターン道
路、園内を眺望できる森（池、原っぱ、牧草地があり、野生生物
が生息する自然の森）の中を抜ける歩道
墜落現場を囲むように自然にできたボウル状の跡地、ボウルへと
下り湿地を抜けて聖地ゾーンへ通じる落葉樹の道、ボウルへ通じ
るエントランス（高台から墜落までの飛行経路上にある）、ビジ
ターセンター、聖地ゾーンの広場へ続く歩道、駐車場、屋外の飲
食エリア
墜落現場へ続く広場、墜落現場の入り口となるセレモニアル・ゲ
ート、墜落現場のバリアとなる草地、駐車場
緊急時の避難路となる道路

※園内の眺望を確保し、外部からの妨害を防ぐエリア

①ゲートウェイ・ゾーン
②アプローチ／リターン・ゾーン

①

③ボウル・ゾーン
④聖地ゾーン
⑤周辺ゾーン

②

③

④

⑤

図４－34

Flight 93 National Memorial のゾーニング
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施設平面図・写真等

図４－35

図４－36

入口にある犠牲者名が刻まれた壁

来訪者の休憩所と記念広場入口

図４－37

記念広場

図４－38

栄誉の地
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その他

57.帝都復興事業（1924 年～1930 年）

震災・災害・戦災名称
関東大震災（1923 年（大正 12 年）9 月 1 日）

地域

事業主体

東京、横浜

帝都復興院（内務省復興局）

概要
・1923 年（大正 12 年）9 月 1 日の関東大震災で被害が甚大だった東京や横浜の復興事業で、帝
都復興院（内務省復興局）により、復興計画が作成、実施された。
・帝都復興事業では、区画整理により道路・公園の整備を行い、都市の防火帯として公園を確保し
た。公園においては、国施行の三大公園（隅田公園、浜町公園、錦糸公園）と東京市施行の 52
ヶ所の小公園が設置された。また横浜においても山下公園、野毛山公園、神奈川公園も国施行で
行われた。
・建設費用は、三大公園についてはその四分の一を東京市が負担し、市施行の小公園についてはそ
の三分の一が国庫による補助を受け、総額 25,744,158 円（現在換算：約 137 億円※）であった。
内容
①設計の考え方
・「復旧ではなく復興」（計画策定の中心的役割を果たした後藤新平の計画思想）
・三大公園は、帝都復興局公園課の折下吉延らによって設置が進められ、普段は市民の憩いの
場として、非常時には避難場所としての役割を果たすように設計された。
②主な整備内容
・震災による焼失区域 1,100 万坪の全域に対する区画整理を実施し、密集市街地の浦宅地（道
路に面していない宅地）や畦道のまま市街地化していた地区は一掃され、いずれも幅４ｍ以
上の生活道路網を形成している。
・公園は、三大公園（隅田公園、錦糸公園、浜町公園。国施行）と 52 小公園（公園は小学校
に隣接。市施行）が新設された。猿江恩賜公園、清澄庭園、旧安田庭園、旧芝離宮恩賜は、
御料地・財閥の寄付により公園がつくられている。また、被服廠跡地は震災記念堂が建てら
れ、横網町公園として整備された。
・道路は、昭和通り、大正通り（現靖国通り）東西・南北
２大幹線として多数の幹線道路（蔵前橋通り、清澄通り、
浅草通り、三目通り、永大通りなど）が新設された。
・上下水道、ガスも整備された。
・橋梁は、隅田川の駒形橋、蔵前橋、清洲橋が新設された。
・小名木川、築地川など河川運河は、水運のため拡幅された。

図４－39 街路の復興図
（横網町公園復興記念館所蔵）

参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画 幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書
・石川幹子（2001）「都市と緑地」岩波書店
※企業物価戦前基準指数による換算
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その他

58.帝都復興事業でつくられた公園
隅田公園（東京都墨田区、台東区）

震災・災害・戦災名称

所在地

施設の種類

東京都墨田区向島一丁目、二丁目、五丁目

墨田区：都市公園（風致公園）

東京都台東区花川戸 1-1、花川戸 2-1、浅草 7-1

台東区：都市公園（風致公園）

開設年月日

事業主体

1931 年（昭和 6 年）3 月 24 日

帝都復興院（内務省復興局）

面積

管理者

約 8.1ha（墨田区）、約 10.7ha（台東区）

墨田区・台東区

関東大震災（1923 年（大正 12 年）9 月 1 日）

事業費
－
施設概要
（設置の意図・経緯）
・帝都復興事業の三大公園のひとつとして整備された公園で、日本初の本格的なリバーサイド
パークである。隅田川の両岸に延長 1,300ｍにわたり整備された。
・隅田公園の地は元来、墨堤の桜で有名な場所であった。そこで、日本の伝統的な風景と西欧
近代の公園手法を結びつけ、幅員 18 間（33ｍ）の桜並木、遊歩道を主体とし、道路と公園が
一体となった道路公園（ブールバール）をつくりあげた。これは、震災の前後につくられた
明治神宮外苑の４列の銀杏並木、内外苑連絡道路と並んで、日本の都市計画上、画期的な街
路のひとつである。
・現在は、区立公園となっている。隅田公園は日本さくら名所 100 選に選ばれ、多くの花見客で
賑わい、隅田川花火大会や灯篭流しなど、多くのイベントが開催される全国的に有名な観光名
所となっている。

①設計思想
「隅田川上流両岸にして大体吾妻橋付近と白髭橋付近に至る沿岸に道路公園を設定せむと
す。是れ平時にいたりては四時行楽の地となり一朝非常時に際しては群衆の避難場たらしめん
とす。殊に此処は古来史蹟に富めるが故に此等旧蹟を保存すると同時に東京唯一の臨川公園た
らしむを得べし。」（帝都復興院理事会で決定された政府原案の中にある公園設置理由書）

②設計内容
・遊歩道を主体として、道路と公園が一体となった道路公園として整備した。
・浅草川は、河岸 12,000 坪を埋め立てている。
・当時東京都唯一のボートレースの場所であり、隅田公園を水上のスポーツシンボルとし、
公園北端にボート艇庫を移転させ観覧席は共通に使えるように整備した。またボートレー
スの観覧ために幅２間の遊歩道を河岸沿いに設けている。他に、プール、テニスコート、
陸上競技場、児童遊園を整備された。
※隅田公園の設計思想の根幹である川辺のプロムナードは、キャサリン台風、キティ台風の被災
後、防潮堤が整備され、一部川べりから隅田川が眺められなくなっている。
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図４－40

写真４－137

隅田公園平面図（開園当時）

桜堤（本所側）〈開園当時〉

写真４－149

広場（浅草側）〈開園当時〉

写真４－138

桜堤（本所側）〈現在〉

写真４－140

プール（浅草側）

参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画

幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書

・墨田区 HP：http://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/park/kunai_park_annai/sumida_park/park33.htmlrk/park33.html
・当時の写真：土木学会附属土木図書館所蔵
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その他

59. 帝都復興事業でつくられた公園
浜町公園（東京都中央区）

震災・災害・戦災名称

所在地

施設の種類

中央区日本橋浜町二丁目 59 番 1 号

都市公園（風致公園）

開設年月日

事業主体

1929 年（昭和 4 年）

帝都復興院（内務省復興局）

面積

管理者

4.6ha

中央区

関東大震災（1923 年（大正 12 年）9 月 1 日）

事業費
－
施設概要
（設置の意図・経緯）
浜町公園は、日本橋、京橋のビジネスセンター地区に従来大きな公園が存在しないことから設置
された。

①設計思想
・広い面積の芝生を主体にしたデザインを採用し、清洲橋通りから浜町公園のアプローチは
幅員 20 間（36ｍ）の４列並木の公園道路となっており、その延長は公園の中心線で、シン
ボル性を持たせている。
※戦後、改修が行われ、当時の設計思想はあまり反映されていないが、スポーツ施設が併設されるなど、
地域住民の憩いの場として多くの人に利用されている。

（主要施設）※公園は改修され、当時の施設はほとんどない。
総合スポーツセンター、浜町運動場、噴水、池、デイキャンプ場、健康こみち、ブランコ、滑り台、ジャン
グルジム、砂場、複合遊具、シーソー、鉄棒、スプリング遊具、バスケットゴール。モニュメント：
「小便小僧」、
「スポーツ讃歌」、「中央区宣言碑」

図４－41（左：巨木が多い園内〈現在〉。中：平面図〈現在〉。右：平面図〈開園当時〉）
当時の施設はほとんど無いが、巨木が多く、また区内で最も大きな公園であり、地域の貴重なオープンス
ペースとなっている。

参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画

幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書

・中央区 HP：http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/koento/tokusyoku/index.html
・当時の写真：土木学会附属土木図書館所蔵
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その他

60. 帝都復興事業でつくられた公園
山下公園（神奈川県横浜市）

震災・災害・戦災名称

所在地

施設の種類

神奈川県横浜市中区山下町 279

都市公園（風致公園）

開設年月日

事業主体

1930 年（昭和 5 年） 3 月 15 日

帝都復興院（内務省復興局）

面積

管理者

7.4ha

横浜市環境創造局

関東大震災（1923 年（大正 12 年）9 月 1 日）

事業費
・公園用地は、国有地の無償貸付を受けている。
施設概要
関東大震災の復興事業として市内の瓦礫などを埋め立て、大正 14 年から４年がかりで造成された
公園である。
（設置の意図・経緯）
・開園５年後の昭和 10 年３月に復興博覧会が行われ、パビリ
オンが建ち並び、賑わいを見せたといわれている。戦後は米
軍に接収されたが、昭和 29 年から段階的に解除され、昭和
36 年には再整備が完了し、ほぼ現在の姿となった。
・現在、年間約 500 万人が訪れる横浜市でもっとも有名な都市
公園のひとつであり、「ＨＯＰＥ

～横浜の子どもたちが贈

る 希望 笑顔 元気～」など、さまざまなイベントが開催さ

写真４－141

公園外観

れ、多くの利用者で賑わっている。
（主な施設内容）
沈床花壇、芝生広場、お祭り広場、氷川丸、世界の広場、意思のステージ、中央広場、
歌碑「かもめの水兵さん」、「赤い靴はいてた女の子」像、インド水塔、水の守護神、
リカルテ将軍記念碑
（セレモニー）
・1935 年 3 月 26 日（～5 月 24 日）公園内にて復興記念横浜大博覧会を開催。
・近年では震災復興に関するセレモニー等は実施していない。
参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画 幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書
・石川幹子（2001）「都市と緑地」岩波書店
・http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/yokohama/kouen008.html
・http://www.city.yokohama.lg.jp/bunka/outline/miryoku/hope.html
・写真 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/yokohama/kouen008.html
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その他

震災・災害・戦災名称

61.戦災復興事業 （1924 年～1930 年）

太平洋戦争（1945 年（昭和 20 年）8 月 15 日終戦）

地域

事業主体

北海道～鹿児島県

戦災復興院

概要
・1945 年 12 月 30 日「戦災地復興計画基本方針」が閣議決定された。
・事業の基本方針では、整備する主要施設として、街路、緑地、港湾、運河、飛行場、その他（電
線地中化、下水道など）を取り上げている。
・公園緑地については、「公園、運動場、公園道路、その他の緑地は系統的に配置せらるること」
とし、公園緑地系統（パークシステム、緑のネットワーク）の思想を示している。
・緑地の総面積は市街地面積の 10％以上という緑地率の数値を示し、
「必要に応じて市街外周にお
ける農地、山林、原野、河川等、空地の保存を図るため、緑地帯を指定し、その他の緑地と相俟
って、市街地への楔入を図ること」とし、1930 年代の東京緑地計画に始まるグリーンベルト思
想をうたっている。
内容
○戦災復興事業における設計標準
「都市計画調査資料及計画標準二関する件」（
『特別都市計画法関係法規集』戦災復興院、1946 年）
戦災地復興基本方針にもとづき、一連の計画基準が 1946 年（昭和 21 年）10 月まで通牒
「都市計画調査資料及計画標準ニ関する件」が全面改正された形となっている。
① 戦災都市土地利用計画設定標準
② 緑地地域指定基準
③ 緑地計画標準
④ 緑地地域の取り扱いについて
⑤ 復興土地区画整理設計標準
⑥ 過小宅地並びに過小借地整理標準
⑦ 街路計画標準
⑧ 駅広場計画標準
①戦災都市土地利用計画設定標準
「土地利用計画は、都市計画区域内における土地の用途に関する基本計画であって、地域・地区の
指定、道路・広場・公園・緑地等の計画、土地区画整理の設計、主要営造物の配置計画等の基準とな
るものである。」としている。
土地利用計画は市街地配分計画、地域地区計画、主要営造物計画からなる。市街地配分計画は都市
計画区域を市街地区域（既成市街地、近い将来市街地に開発育成する区域）、緑地地域、保留地域」
（災
害の危険が多い土地、近く市街化する見込みがない地区）に三区分し、将来目標人口と人口密度標準
によって補正する方法論を示している。これは、1964 年、67 年の宅地審議会答申、1968 年都市計画
法の線引き制度、人口フレームの方法論と同一である。この線引き制度の考え方は 1964 年に通牒とし
て示されていた。また、地域地区計画は商業・工業・住宅地域は 11 地区、特別地区（公館、港湾、文
教など 6 地区）に細区分して図示するように求めている（特別用途地区の先駆け）。
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②緑地地域指定基準
1924 年のアムステルダム会議（IFHP 大会）
、東京緑地計画の環状緑地帯と続くグリーンベルト思想
を特別都市計画法により法制度化したものである。緑地地域は、市街地の膨張抑制、家屋の連担防止
のために、農地、池沼、樹林地を包含して指定すべきことを指示している。
緑地地域は規制（建ぺい率一割以下の建物は許容する）のみで、農地山林を買い取る措置はなかっ
た。そのため、実際の指示は全国約 10 都市のみであり、農地のスプロール、乱開発が進行し、東京で
は次々に指定を解除し、1968 年都市計画の際、制度そのものが廃止された。しかし、開発抑制ゾーン
の思想は市街化区域に継承された。
③緑地計画標準
市街地の 10％を緑地とし、10％のうち 5％は近隣公園、児童公園とし、人口一人あたり一坪以上と
している。これは、1937 年の「都市計画土地区画整理決定資料ニ関する件」で示された 3％を大きく
上回っている。
緑地の配置については、従来から存在した公園の誘致距離の配置論に加えて、相互の有機的連絡、
防火区画の構成を強調している。都心における十分な緑地の確保、低湿地・建築不適地の緑地利用、
海岸沿い・河川沿い・水辺地の原則緑地化、駅前・橋詰・主要建造物付近に街路計画と相俟った広場
の設置、街路への植樹地帯の設置、共同墓地の設置などを指示している点が斬新である。
④街路計画標準
街路の構造、設計の一般的な内容以外に、大都市における高速度交通路線の配置、
「重要公共施設の
配置に即応して、広路または広場に配置し、都市の防災並びに美観に資すること」、「街路の配置当た
りては視観[引用者注、ヴィスタを指す]を重視し、建造物、公園、山嶽等を背景とする美観道路を配
置すること」を設計標準として明確に示していることは注目に値する。
幅員 16 メートルから幅員 100 メートルまで図示された戦災復興都市計画街路標準断面図は、特に幅
員 40～100 メートルについては、街路樹、植樹帯、歩道空間が重視されたことが明確に見て取れる。
この戦災復興の街路標準が実現し、今日まで維持されている代表例が仙台の定禅寺通り、広島の平和
大通、鹿児島のナポリ通りなどである。
（※以上、越澤明（2005）
「復興計画

幕末・明治の大火から阪

神・淡路大震災まで」（中公新書）より抜粋）

参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画

幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書

・石川幹子（2001）「都市と緑地」岩波書店
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その他

62.戦災復興事業でつくられた緑地等
定禅寺通緑地（宮城県仙台市）

震災・災害・戦災名称

所在地

施設の種類

宮城県仙台市青葉区

街路

開設年月日

事業主体

1957 年（昭和 32 年）

仙台市

面積

管理者

・延長約 0.7km

仙台市

太平洋戦争（1945 年（昭和 20 年）8 月 15 日終戦）

施設概要
（設置の意図・経緯）
・定禅寺通りは、青葉城の鬼門に当たる定禅寺へ向かう参道として、古くから整備されてきた直
線街路である。戦災復興事業においては、藩政時代から続いた幅員 12ｍの道路を幅員 46ｍの道
路中央の緑地帯として残し、両側の歩道の植栽帯とあわせて４列にケヤキ植栽を行っている。
それにより、ゆとりある空間に相応しい緑豊かな街路が形成されている。

○設計思想
・街路計画標準（再掲）
街路の構造、設計の一般的な内容以外に、大都市における高速度交通路線の配置、「重要公
共施設の配置に即応して、広路または広場を配置し、都市の防災並びに美観に資すること」、
「街路の配置に当たりては視観〔ヴィスタのこと〕を重視し、建造物、公園、山嶽等を背景す
る美観道路を配置すること」を設計基準として明確に示している。（戦災復興計画基本方針に
もとづき、計画標準が 1946 年（昭和 21 年）10 月までに通牒として策定。

写真４－142

定禅寺通り（平成 24 年 3 月 9 日撮影）

参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画 幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書
・http://www.city.sendai.jp/toshiseibi/1192295_2658.html
・http://www.sendaitanabata.com/
・http://www.j-streetjazz.com/
・http://www.nilim.go.jp/lab/ddg/seika/ks/tnn0433.html
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その他

63. 戦災復興事業でつくられた緑地等
久屋大通公園（愛知県名古屋市）

震災・災害・戦災名称
太平洋戦争（1945 年（昭和 20 年）8 月 15 日終戦）

所在地

施設の種類

名古屋市中区錦 3

都市公園（特殊公園・大通り公園）

開設年月日

事業主体

1970 年（昭和 45 年）

名古屋市

面積

管理者

15.66ha

名古屋市

施設概要
（設置の意図・経緯）
・名古屋市では、第二次世界大戦末期に大空襲を受け、当時の市域の約 24％が焦土と化した。
このため、名古屋市は国の取り組みに先駆けて「中部再建の構想案」を公表し、火災等の災害
を防止し、避難場所となる目的で久屋大通と若宮大通の 2 本の 100ｍ道路を名古屋市街の中心
で十文字に配置し、戦災復興事業として具体化した。
・その後、広い中央分離帯の活用を目的に 1979 年に公園としての利用が開始され、コンサート
や集会など、さまざまなイベントが開催されるようになった。現在は、園内のシンボルとなっ
ているテレビ塔や、沿道にはオアシス 21 など、観光客などでにぎわっている。

○設計思想
・街路計画標準（再掲）
街路の構造、設計の一般的な内容以外に、大都市における高速度交通路線の配置、
「重要公
共施設の配置に即応して、広路または広場を配置し、都市の防災並びに美観に資すること」、
「街路の配置に当たりては視観〔ヴィスタのこと〕を重視し、建造物、公園、山嶽等を背景
する美観道路を配置すること」を設計基準として明確に示している。
（戦災復興計画基本方針
にもとづき、計画標準が 1946 年（昭和 21 年）10 月までに通牒として策定。）

写真４－143

久屋大通り１

写真４－144

久屋大通り２

参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画

幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書
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64.防火緑樹帯（北海道函館市）

震災・災害・戦災名称
函館大火（1934 年（昭和 9 年）3 月 21 日）

地域

主体

函館市

函館市

概要
・函館市では、明治初期から大火が相次いでいたが、特に 1934（昭和 9）年 3 月 21 日発生した大火
は大きな被害となった。そこで函館市では、内務省の指導や北海道庁の職員を導入しつつ、
「復興
計画案大綱」を決定し、緑樹帯（幅 55ｍ6 路線と、直行する 36ｍ幅 1 路線）を配置した都市復興
を計画した。
・現在では、函館市中心部の銀座通りなどでは、大正 10 年の大火後に建てられた鉄筋コンクリート
やレンガ造りなどの耐火建築が多く残され、大正ロマンを感じさせる観光スポットとなっている。
また、函館山から眺望できる緑樹帯沿いの街路照明による夜景は、世界三大夜景として有名となっ
ている。

①設計思想
復興計画案大綱
・土地区画整理を断行する。
・公園施設を増強する。
・幅員 55ｍ（30 間）の大道路などを増設する。
②設計・整備等に関する事項
・幅 55ｍと 36ｍの広幅員街路（防火道路）によって市街地を分断し、全市的な防火区画を形
成し、火災の延焼を止めるまちづくりを進めた。
・広幅員街路は、緑樹帯と命名され、その植樹については、愛国婦人会函館支部の有志が函
館市復興緑樹婦人団を結成し、「グリンベルトは婦人の手で」というスローガンのもとに、
募金活動をし、植樹を実施している。

図４－42

計画図

参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画
・函館市誌デジタル版

写真４－145

幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soumu/hensan/hakodateshishi/tsuusetsu_03/shishi_05-02/shishi_05-02-07-02-13.htm

・函館市公式観光情報サイト：

整備後の風景

http://www.hakobura.jp/walk/110331walk01.html
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65.火災復興都市計画事業「りんご並 震災・災害・戦災名称
木」（長野県飯田市）
飯田の大火（1947 年（昭和 22 年）4 月 20 日）
地域

主体

長野県飯田市

飯田市、飯田市立飯田東中学校

概要
・1947 年 4 月 20 日 に飯田市では、延焼が 60ha にも及ぶ「飯田の大火」が発生した。この災害から
の復興のため、「飯田市火災復興都市計画事業」を策定した。整備内容は、中心市街地に２本の防
火帯道路が街の中心で交差し、街が 4 分割になるよう計画された。この防火帯道路のまん中に作ら
れた緑地帯に、当時の飯田市立飯田東中学校の生徒達によるりんご並木が提案され、1953 年 11 月
に植樹された。
・りんご並木の植樹後は、中学生の手で守り育てられ、生徒自ら給食で食したり、施設・官庁・報道
関係などへの無償配布、リンゴジュースにする等して、地域に親しまれている。
・現在では、8 月に行われる「飯田りんごん」、
「いいだ人形劇フェスタ」
、
「春の飯田やまびこマーチ」
の会場として使用されるなど、りんご並木はかつての大火復興のシンボルから街のシンボルとなっ
ている。
・これらの取り組みは、植樹当初より数多くのマスメディアに取り上げられているほか、1986 年に
日本の道百選、2002 年にかおり風景 100 選に選定されている。

○整備内容や経緯
区画整理（72ha）を実施し、東西南北２本の防火帯（広幅員街路、幅員 25ｍ）を十文字に配
置した。
・ 地元の飯田東中学校の生徒達は清掃部を設けて、復興道路の清掃活動を実施した。1952 年４
月、生徒達から自発的に「美しい都市をつくりたい」
「自分たちの手でリンゴ並木をつくろう」
という提案が出され、1952 年 12 月、飯田市は校長と生徒達からの申し出を受け入れ、街路樹
の植栽計画を変更している。防火帯の中央植栽帯、延長 400ｍの区間を生徒の植樹と手入れを
前提として、1953 年 11 月にリンゴ並木とすることが決定され、苗木 47 本が植樹された。
・

図４－43

位置図

写真４－146

りんご並木外観

写真４－147

参加者

参考資料・URL
・越澤明（2005）「復興計画 幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで」中公新書
・飯田市 HP： http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=1264
・飯田市 HP： http://www.city.iida.lg.jp/ii-maturi/
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66.防災都市づくり（山形県酒田市）

震災・災害・戦災名称
酒田大火（1976 年（昭和 51 年）10 月 29 日）

地域

主体

山形県

山形県、酒田市、国土交通省

概要
・1976 年 10 月 29 日に山形県酒田市で発生した大火で、酒田市内中心部の商店街を含め、約 22.5ha、
1,767 棟が焼失した。
・
「火災復興都市計画」の立案作業は、鎮火した翌日の 10 月 31 日早朝から、酒田市役所において、山
形県・庄内支庁建設部・酒田市都市計画課・建設省等により開始され、翌日の 11 月 1 日には「防災
都市づくりの計画概要」が完成している。
①計画思想
計画の柱「防災都市の建設」
・将来交通量に対応した幹線道路の整備
・近代的な魅力ある商店街の形成
・住宅地の生活環境の改善整備
・商店街と住宅街の有機的な結びつけ
図４－43

計画図

②主な整備内容
・幹線道路は４車線にし、幅員を最低 25ｍとした。特に内町通りにはショッピング街として
の歩道路植樹スペースを十分に確保するために、全幅員を 32ｍとている。
・歩道は浜町通りを地下道で横断し、新井田町の歩行者専用道路（幅８ｍ） 及び各種公園と
連絡させている。
・区画の計画について特に配慮された事項
１）商店街のサービス道路の新設
２）通過交通排除のため、従来の十字型交通網を整理しながらＴ字及びコの字型とする
３）全ての宅地は公道に面するようにする
４）酒田における冬期北西の風を考慮して、住宅地の道路は南北方向を主なる軸とする
・市街地中心部は都市公園配置上の空白地帯であったため、被災地を三ブロックに分けて五ヶ
所の公園（総面積 7,300 ㎡、区画総面積の 2.3％）を配置し、各公園は歩行者専用道路と有
機的に結合され、防災上の都市空間となるように計画されている。

写真４－148

写真４－149

大通り緑地

整備後のたくみ通り

参考資料・URL
・都市緑化技術開発機構・防災公園技術普及推進共同研究会
・酒田市 HP：http://www.city.sakata.lg.jp/sakata_tmp/taika/
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