
序章　はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0-1　研究の背景と目的
　研究対象とする大阪緑地計画は、1941 年 9 月に「大阪
緑地計畫圖」をもって発表された、「緑地帯」「山地施設帯」
４つの「事業大緑地 ( 服部・鶴見・久宝寺・大泉 )」を含む
広域的緑地計画である。既往研究においては、同時期の史
料からその計画理念が理解されており、1939 年の東京緑
地計画の計画思想を受けて計画されたという見解が一般的
である。しかし、社会情勢の変化に伴って計画理念が変化
していった戦前の緑地計画の本質を把握するためには、そ
の策定過程を詳細に把握する必要がある。本研究は大阪緑
地計画の策定過程と特質を明らかにすることを目的とする。
0-2　研究の位置付け
　戦前の大阪緑地計画を対象とした研究は少ない。佐藤 1 
石田 2 , 石川 3, 越澤 4 らは、1939 年の東京緑地計画を中心
とした戦前の緑地計画史の概要が明らかにしているが、大
阪緑地計画は一事例として取り上げているのみでる。越澤 5、
赤澤 6、山脇 7 は、大阪の公園緑地計画通史の中で大阪緑地
計画図や断片的な史料を用いて記述しているのみである。
　本研究は大阪緑地計画に関連する上位計画、都市形成理
論、先行緑地計画との関係を考察することによって、大阪
緑地計画の策定過程とその特質を明らかにする点で、独自
性がある。
0-3　研究の方法
　大阪緑地計画に関する議論の過程を追跡する上で有力な
史料のひとつが都市計画大阪地方委員会の議事速記録であ
る。しかし、1938 年 2 月から 1945 年に該当するものは見
当たらない。そこで本研究は、史料として同時期に発表さ
れた公園緑地、都市計画に関する雑誌、関連する会議の会
議録等を用いる。雑誌や会議録等の中で主張されている内
容を経年的に追うことによって、大阪緑地計画の至るまで
の緑地計画構想を把握することを試みる。
0-4　研究の構成
　まず１章で既往研究による緑地計画の知見を整理する。

続いて２章で大阪緑地計画と当時の都市計画、施設の関係
を把握し、３章で大阪緑地計画の検討過程を把握する。４、
５、６章でそれぞれ大阪緑地計画の上位計画、関係する都
市形成理論、先行計画との関連を考察し、７章で結論とする。

戦前の大阪緑地計画の策定過程とその特質
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「大阪都市計畫區域は勿論大阪府下全般に至る一大緑地計畫案
が樹立されたので、之に基いて既設公園計畫の變更を上申し
た。而して本案のうち、大阪市が公園事業として實施しやう
とする部分のみに就き取りあへず計畫變更の件が昭和十四年
五月内閣の認可を得たのである。」10

3-2　「防空の百年計画」と大阪緑地計画の関係                                         
　その後、1939 年 8 月に五大都市で防空緑地を建設する
ことが決定すると、都市計画大阪地方委員会が「防空の百
年計画」を雑誌にて発表した 11　。その内容は以下である。

・服部、茨木、布施、大和川下流に「防空公園」を設置
・防空公園を貫く「内線環状緑地帯」を設置し、風致地区、
　空地地区に指定。建築制限を行う ( 面積 2000 万坪 )
・「放射緑地帯」を設置、建築制限を行う ( 面積 2000 万坪 )
・箕面、千里山、生駒連山付近を「外線緑地帯」として
　指定し、保安林とする。

　緑地計画の構成要素がほぼ同一であることから「防空の
百年計画」は大阪緑地計画の前身の計画と言える。両計画
の相違点は２点ある。１点目は防空緑地の位置が異なるこ
とである。「防空の百年計画」において、防空緑地は鶴見、
久宝寺ではなく、茨木、布施に構想されていた。２点目は
全緑地帯に占める放射状緑地帯の面積比の違いである。大
阪緑地計画では約 18％であるのに対し、「防空の百年計画」
は約 50%の面積が放射状緑地に充てられていた 12。
　その後、都市計画法改正により、都市計画施設に緑地が
追加され、1941 年 9 月に大阪緑地計画は４つの防空緑地
の計画・事業決定をもって発表された。

第４章　近畿地方計画と大阪緑地計画の関係  　　　　　　              
4-1　全国都市計画協議会における近畿地方計画試案　　  
　1936 年 8 月に第三回全国都市計画協議会にて都市計画
大阪地方委員会が近畿地方計画の試案を発表した 13。その
中で緑地計画に関関連する２つの重点事項が提示され、そ
れぞれ試案が作成された。
　第一の重点事項は、「都市の過大膨張を抑制する為の土地
利用統制」であった。住宅、工場の計画的配置の為の「市
街地（建築）計画」と衛星都市を大都市から隔離する「緑
地（非建築）計画」が対をなして大都市の健全な発展を誘
導することが主張された。つまり、ここでいう「緑地」とは、
大都市を形作るための「非建築」地として考えられていた。
石田は、この試案の中で、環状緑地帯がすでに構想されて
いたことを指摘している 14。
　第二の重点事項は、「自然の風光を維持し、行楽に利用す
るための緑地保存」であった。その緑地保存の範囲を試案
として図示したものが図 4-1 である。指定された場所は山
地、沿岸地域であった。つまりここでいう「緑地」とは、

「行楽の対象となる自然の風致」であった。図中では観光地
として整備を図るべき名勝も示されていた。つまり自然の
保存と名勝の観光地化に
よって行楽・慰楽の地を
作りだそうとしていた。
4-2　山林保存計画と山地
施設帯
　1939 年 11 月に風致保
存地区の主な対象であっ
た金剛山、生駒山地に対
して「大阪近郊保健林の
計畫」が発表された。そ
の内容は、以下であった。
　

第１章　既往研究における戦前の緑地計画の理解　　　
1-1　戦前の緑地計画の推移
　欧米の田園都市論、地方計画論を発端として日本の緑地
計画は生まれた。日本では 1927 年に関一が紹介した「自
由空地」が「緑地」の概念へと変化していったとされている。
しかし「緑地」は徐々に「非建築」地ではなく、「緑豊かな
自然の地」として認識されるようになり、1939 年に東京
緑地計画が策定された。しかし 1937 年の日中戦争を契機
に緑地設置の目的は防空、国民の体位向上、生産拡充など
へと推移していき、最終的には防空空地および防空空地帯
の計画へと変化した。
1-2　策定時の史料から理解される大阪緑地計画の計画理念
　大阪緑地計画は、同時期の雑誌に以下のように紹介され
ている。よって大局的に、都市の過大化抑制と、防空が主
な目的であったと理解されている。

「一、 大阪市街の周辺に環状に、またなるべく都心近くから　
　　放射状に相当幅員の恒久緑地を保持すること
二、 大阪市街を疎開し、緑化すること
三、 大阪を囲続する山地を保全すること
國際情勢の急激なる變移に伴ひ、…放射環状緑地帶の要所は、
防空大緑地として急設を見ることとなった」

第２章　既存施設・計画や防空緑地設置理論との関連から
見た大阪緑地計画の構造　　　　
2-1　防空理論からみた大阪緑地計画
　「都市防空と緑地・空地」8による配置理論と照合した結果、
大阪緑地計画はおおむね当てはまることが明らかになった。
2-2　都市計画施設、風致地区と大阪緑地計画の関係　
　大阪、堺、布施、豊中、加美都市計画図、旧版地形図、
大阪緑地計畫圖を重ね合わせた。以下が明らかになった。

・市域外の風致地区の全てが緑地帯と関係している。
・風致地区に指定され、都市計画公園として計画決定さ
れていた服部公園は、防空緑地として計画・事業決定さ
れた。
・久宝寺緑地は２つの都市計画公園を拡張して計画され
　た。
・２つの都市計画墓地は緑地帯の対象地となった。

2-3　郊外行楽施設と大阪緑地計画の関係
　大阪都市計画区域外の府営公園、遊園地、ゴルフ場は、
緑地帯もしくは山地施設帯のいずれかの範囲内に含められ
ている事が分かった。　
2-4　地域地区、土地利用と大阪緑地計画の関係
　環状緑地帯は布施、加美、堺都市計画区域の周縁に設定
されている事が分かった。緑地帯の対象となった場所は、

①都市計画区域外である場所
②都市計画区域内であるが地域地区未指定である場所
③住宅地域の指定を受けているが、現状が農耕地である
　場所　のいずれかであった。　

　
第３章　大阪緑地計画の検討過程 　　　　　　        　　      
3-1　府市共同による大阪府下緑地計画の構想
　1928 年に大阪市は初めて大小公園と公園道路を都市計画
決定したが、面積にして 18％しか実現しなかった 9。1937
年 5 月に、大阪市紀元 2600 年記念事業として緑地広場造
成の事業が決定した。この際、以下のように大阪府と大阪
市が共同で都市計画再検討の会議を開き、大阪府全体にわ
たる公園緑地計画が構想され、1939 年５月に公園計画の
みが先立って計画変更の認可を受けた。したがって、この
期間内に環状緑地帯を含む緑地計画が具体的に構想された
と考えられる。 図 4-1　近畿地方計畫圖　其ノ三



　①林道や休養所などの施設の設置による山地の利用促進
　②制札の設置による山地開発、山林被害の防止 15

　その後、都市計画大阪地方委員会が、大阪緑地計画と同
時に「大阪の外輪山地保全方策」を発表した。その対象は「山
地施設帯」に相当する場所であり、内容は以下である。以
下に関連する一部の法例は公布、施行された 16。

「 法 令 施 行 の 強
化と新法令の制
定によって現状
保全の目的は大
部分達成せられ、
僅少なる局部的
施設とその連絡
道路の築造とに
よ っ て、 全 山 地
を宛然公園化し
厚生道場化し得
る訳である」

図 4-2 よ り 以 下 を
確認した。
①大阪緑地計画に
お け る「 山 地 施 設
帯」 と 近 畿 地 方 計
画の試案における

「風致保存を図る地
域 」 の 対 象 地 は お
お む ね 一 致 す る。
②大阪の外輪山地
保全方策において主張された「利用促進を図るべき郊外行
楽施設」はすべて山地施設帯かもしくは緑地帯の範囲内に
存在する。

第５章　戦前の都市形成論と中澤の「新大都市」計画論                
5-1　田園都市論に代わる都市形成論の台頭         
　1910 ～ 20 年代に、田園都市論の実現性が低いことを指
摘して、自由空地を用いた都市形成論が主張され始めた 17。
グリーンベルトの設置によって都市の規模を規定するので
はなく、放射型交通機関沿いに都市を発展させ、その間に
存在する農耕地の保存を図る案である。
5-2　中澤誠一郎の「新大都市」計画論
　1932 年から 1939 年まで大阪府建築課長を務めた中澤誠
一郎も、同様に都市規模を規定しない都市形成論を発表し
ている。中澤は 1937 年に、「近
郊都市計画に関する一考察」に
おいて大都市の弊害は、都市の
そ の も の 拡 大 で は な く、 都 市
の「密集圏」の拡大のために起
こると主張した。そして密集圏
の拡大を抑制しつつ、市街地が
鉄道沿いに発展することを許容
する「ヒトデ」型都市発展形態
を推奨し、以下の４つ圏で構成
される「新大都市」を提案した
18。

Ⅰ　大都市の自然に限られたる密集圈
Ⅱ　放射道路又は郊外電車に沿ひたる恆久的近郊都市
Ⅲ　近郊都市相互を截別し之を圍繞する楔型農耕地
Ⅳ　其の先端部を形成する近隣緑地

5-3　大阪市郊外都市開発状態
調査
　 続 い て、 大 阪 府 建 築 課 は
1938 年 4 月 か ら 12 月 に か け
て大阪市郊外の都市開発状態調
査を行っている。その中で、大
阪市郊外の土地利用を① 既存
建築地域、②未建築地域、③非
農耕地、④ 農耕地、⑤ 緑地（公
園、森林）、⑥河川、運河、沼
地の６つの項目にしたがっ
て分類した。 その調査結果
を基に、 中澤は土地投機を
誘発する非農耕地（耕作も
宅地造成もされていない農
耕地）が密集圏の拡大の要
因になりうると主張した 19。
以 上 の 調 査 結 果 を も と に、
大 阪 市 の 北 郊、 東 郊、 南 郊
それぞれについて、 市街化
形態を明らかにし、 過大都
市の膨張抑制に対する方策
を 発 表 し た 20。 そ の 主 た る
内容は①楔型農耕地の保存、
②密集圏の拡大阻止のため
に楔型農耕地の先端に公園
緑地を設置である。
5-4　中澤の計画論と大阪緑
地計画との整合性
　 図 5-3 を 見 る と、 中 澤 が
調査の中で楔型農耕地と指
摘している地域が大阪緑地
計画において放射状緑地帯
として設定されている事が
分 か る。 ま た、 も っ と も 非
農耕地が集中する地域に、鶴見緑地が計画されていること
が分かる。これは上述の②の方策に当てはまるものである。

第６章　東京緑地計画・関東地方計画との比較　　　　　
6-1　既往研究における東京の緑地帯計画思想
　真田は、東京緑地計画について、以下を明らかにした 21。
① 1930 年代の日本では「緑地」とは「非建蔽地」ではなく、

「都市＝人工」に対する「緑豊かな自然地」として認識さ
れていた
②「景園地」計画は、郊外の昔ながらの行楽地や眺めの良
い場所を地域制によって確保する「風景計画」であった
③環状緑地帯は行楽を目的とした環状景園地計画がベース
となっており、後に都市の過大化抑制の目的が付加された
④「保健道路」は河川沿いの風景を歩きながら楽しむため
の沿岸遊歩道であり、同時に市域と景園地を結ぶアクセス
路であった
　以上から、東京緑地計画は自然の機微を楽しむという昔
ながらの風景観をもとに考案された計画された計画であっ
たと明らかにしている。
6-2　緑地帯の対象地の比較
　東京・大阪緑地計画における緑地帯と、既成市街地の関
係を図 6 より把握した。東京の緑地帯に関して以下の特徴
が確認できる。

①環状緑地帯は既存建築地域からある程度距離を取って
　設定されている

図 5-2　「新大都市」理念図

郊外行楽施設（府営公園・遊園地・ゴルフ場など）

近畿地方計画試案における「風致保存を図る地域」

図 4-2　山地施設帯と近畿地方計画の関係
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②放射状鉄道網、市街地、放射状緑地に必ずしも明確な
　関係が見られない
③環状、放射状緑地帯共に保健道路と関連性が高い。

　それに対して、大阪の緑地帯は以下の特徴が確認できる。
①環状緑地帯が既存建築地域の周縁に近接している。
　それは大阪緑地計画の計画理念からも読み取れる。
「仍で大阪市を中心とする市街地の限界を現状程度に止め、
各部分を緑地で囲繞せしめると共に、…」22 

②放射状緑地帯が放射状鉄道網、既存建築地域の間に
　介入している
　以上より、東京緑地計画における緑地帯は、既成市街地
との関係より、行楽地となりうる自然地を選定すること
が重視されていた事に対して、大阪緑地計画の緑地帯は、
鉄道沿線の既成市街地の周縁と、既成市街地に挟まれた
場所に明確に配置されていることが明らかになった。

6-3　関東地方における地方計画
　東京緑地計画の以前に計画された関東地方の地方計画と
して、1936 年 8 月のに第三回全国都市計画協議会におけ
る関東国土計画がある（同協議会内で近畿地方計画が発表
される）。ここで地域地について「關東國土計畫用途地帶計
畫圖」を用いて提案されている 23。その区分は、住居地帯、
商業地帯、工業地帯、鉱業地帯、景園地帯であった。住居
地帯、商業地帯、工業地帯、鉱業地帯とはすなわち市街地
に対する地域制である。景園地帯とは、東京緑地計画の景
園地と位置が一致するものであり、景園地を確保するた
めに敷かれた地域制である。つまり関東国土計画において
は、「非市街」地「非建築」地にあたる地域制区分について
は言及されなかった。
　
第７章　結論・考察　　　　　　　　　　　　　　　　　
　以上、６章までに得られた知見と、既往研究で得られた
知見を整理すると図 7 のようになる。1936 年の第三回全
国都市計画協議会において、関東国土計画と近畿地方計画
が発表された。関東国土計画では、「非市街」地、「非建築」
地にあたる地域制区分は想定されていなかったことに対
して、近畿地方計画では重要事項のひとつとして「緑地（非
建築）計画を用いた土地利用統制」が主張された。
　中澤は「新大都市」計画論と、大阪市郊外都市開発状
態調査の結果より、楔型農耕地の保存による大阪の「密集
圏」拡大の抑制を主張した。これらが発表された時期は大
阪緑地計画が推定構想期間 (3-1) と重なり、さらに中澤の
計画論と大阪緑地計画の緑地帯は、図面上で関連性を見だ
すことが出来ることから、以上の計画論や調査は、大阪緑

地計画の構想には有用な知見であったと考えられる。また、
大阪緑地計画の緑地帯の構造を東京緑地計画のそれと比
較すると、鉄道沿線の既成市街地の周縁と、既成市街地
に挟まれた場所に明確に配置されていることが明らかに
なった。以上より、大阪緑地計画の緑地帯は、自然地を
行楽地として評価することに主眼が置かれた東京緑地計
画の緑地帯に対して、健全な大都市の発展を誘導するた
めの「非建築」地という意味が含まれていたと推測される。
　いっぽう郊外行楽地に関しては、近畿地方計画において
「行楽地形成のための緑地（自然の風致）保存」の必要性
が主張されたのち、山地保存に関しては 1941 年の計画に
より実現した。4-2 の①②の結果より、大阪緑地計画の「山
地施設帯」は、近畿地方計画試案における「風致保存を
図る地域」を基本としながらも、郊外行楽施設との関係
も考慮して構想されたものだと推測される。
　以上より、大阪緑地計画は、近畿地方計画の２つの重
点事項を踏襲した計画であったと考えられる。またこの
計画の中での「緑地」とは、市街地においては健全な大
都市の発展の誘導のための「非建築」地として、郊外に
おいては行楽的利用のための保存対象となる自然地とし
て認識されていたと考えられる。これは郊外、市街地の
両地域において、自然地を行楽的利用することに重点を
置いて計画された東京緑地計画とは根本的に計画思想が
異なるものであった。

環状緑地帯

既存建築地域

N
０ 10km

図 6　既成市街地・鉄道網と緑地帯の関係（左 : 東京　右 : 大阪　同縮尺）
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図７　大阪緑地計画に関する知見の整理
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