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１．研究の背景と目的 
	 1925年に内務省が全国の公園調査を行っている。その結
果によると国や公共団体が経営している公園は 607、それ
以外の経営による園地は516だった。このうち府県が経営
しているのは39公園にすぎなかった 1)。この調査から作成

された城址公園一覧には 27 の城址公園が挙げられている
2)。このうち府県が経営している城址公園は、千秋公園、岩

手公園、舞鶴公園、明石公園、高知公園、西公園附属大濠

公園（福岡城址）の6ヶ所だった。このように県立の城址
公園は少なかった。 
	 このうちそれぞれの城址の公園化では、秋田県による秋

田（久保田）城址の千秋公園 3)、岩手県による盛岡城址の

岩手公園 4)、山梨県による甲府城址の舞鶴公園 5)、高知県に

よる高知城址の高知公園 6)について、その経過が明らかに

されている。 
	 本稿では兵庫県が明石城址を公園化したことを取り上げ

る。宮内省が御料地として管理していた城址である。 
	 1917年 10月に兵庫県知事が御料地だった明石城址の公
園化の構想を公表した。翌月から開催された兵庫県会で公

園整備の予算が議決され、年が明けて翌年から整備が始ま

り、1918年4月に「明石公園」として開園式が挙行された。
公園設計は長岡安平が担った。 
	 本稿では、この初動期において、①県会での議論におけ

る議員の意見からみた評価、②開園式を迎えた町民の対応

からみた評価、③地元紙の社説等からみた評価、④公園設

計を行った長岡安平による評価に分けて、各主体が明石公

園の開設をどのように受け止めていたのか、その評価を明

らかにする。その評価から、兵庫県による公園開設の受容

性を考察する。さらに1917年度末から1919年度にかけて
の兵庫県による公園整備を分析した上で、この事業を主 

 
導した清野長太郎知事の政策における公園整備の位置づけ

を試みる。 
	 明石城址以外で、宮内省が管理していた城址には御用邸

が建設された小田原城址がある。関東大震災による被害の

後は御用邸として利用されず、学校用地として小田原町に

一部が払い下げられた。残りの旧本丸一帯は開放され、後

に神奈川県に下賜されたが、県立公園の開設には至らなか

った。これらの経過については明らかにされている 7)。 
	 これらの城址の公園化の事例では、既往研究によりその

契機と経過が明らかにされているが、その政策に対する同

時代的な評価の分析は十分とはいえない。また明石公園に

関する既往文献では、「廃城」から戦後までを通して明石城

址の公園化と維持管理等が時系列的に整理されている 8)9)。

しかし歴史的経過を概観するため、特に兵庫県による御料

地の公園化に焦点を絞った分析はされず、公園化を主導し

た知事の政策的位置づけについては言及されていない。 
	 研究の基礎資料として、兵庫県会の議事速記録等の議会

資料、行政資料を兵庫県議会事務局、兵庫県県政資料館、

兵庫県立図書館で調査した。また同時代的な資料として地

元三紙（神戸新聞、神戸又新日報、大阪朝日新聞）のほか

関連資料を、兵庫県立図書館、明石市立図書館、神戸市文

書館、国会図書館、兵庫県園芸・公園協会において調査し

た。このほか明石公園の設計を担った長岡安平の資料とし

て東京都公園協会が所蔵する長岡安平史料群も参考にした。 
 
２．御料地である明石城址の公園化に対する評価	 

（１）兵庫県会での議論	 

	 1917年 10月に知事が御料地であった明石城址を公園に
する意向があると報じられた 10)。その後、県予算案は審査

会で審査が進み、11月 11日には県参事会員が県当局者と

兵庫県による御料地の公園化に対する評価と公園整備の政策的位置づけ	 
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明石城址の実地調査を行った 11)。現地を見た県参事会員の

県会議員からは、県当局は日本一の公園にする希望があり、

①交通の利便性からの公園の価値は認められるが、②地形

的には県の公園には適さない、③むしろ姫路城址の公園を

姫路市が経営するように、明石町が経営する方が適当であ

る、④県当局は本年度の追加予算に計上するにはさらに慎

重に研究する必要がある、などといった感想が聞かれた12)。

公園化についての賛意はあるが、県の経営に関しては異論

があった。 
	 1918年度予算案は 1917年 11月 24日開会の県会に提出
され、12月3日から審議が始まった。知事は予算編成方針
で、対前年比で増額になっている公園費は、宮内省の管理

になっている明石城址の貸し下げを願い、来年4月から一
般公開するための費用を計上したことを説明している 13)。

従来からある舞子公園に明石公園の分を加えた公園の維持

管理費になった。総括質問で最初に登壇した議員からは、

新規事業に対する多くの批判が出され、その中で明石城址

の開放も優先性が低いと指摘された 14)。 
	 また12日の経常部・公園費の個別審議でも、財政多端な
時期に、明石公園の設置は不急な事業であるとの指摘があ

った 15)。答弁を要約すれば、明石城址の森林の中に入ると

頭脳が極めて清くなり気持ちが良く、日々煤煙の中で生活

する人々の頭脳を清浄することができるので、公園として

一日でも早く開放し、精神上のいわゆる無形の利益を与え

ることは県民の福利を増進すると主張している 16)。最終的

には一次会は原案通り可決された。 
	 続いて15日には1917年度の追加予算として臨時部・公
園費「明石城址公園経営費」1万2千余円の審議があった。
これに対しても議員からは緊急性が乏しいという指摘の一

方、姫山公園を姫路市が経営している例を挙げ、明石町に

譲渡あるいは貸し付けて明石町の経営にしてはどうか、明

石町からの寄附金はあるのかという質問があった。県当局

者は明年4月に開園するために必要な予算であること、県
が維持する必要があること、明石町は駅から公園に向かう

道路整備費を負担することを答弁した 17)。 
	 これらの公園費に関しては勧業調査委員会に付託して審

議され、12月 22日の県会で委員長から検討結果が報告さ
れた。それによると経常部・公園費では電灯料の減額、臨

時部・公園費は3割の減額になった。いずれもこの減額の
修正のまま確定した 18)。こうして明石公園の整備と開園は

認められることになった。 
 
（２）開園を迎えた町民の対応	 

	 明石公園の開園式は1918年4月14日に挙行された。明
石駅前の通り沿いには縦横に無数の小旗が、各戸には「祝

開園」と記した桜花模様を浮き出した紅白の提灯と国旗が
19)、五日間、掲げられた 20)。明石町によって鉄道線踏切か

ら旧太鼓門前に至る延長120間、幅員12間の道路が整備さ
れ、豆砂利が敷き詰められた 21)。公園入口の旧太鼓門前に

は高さ30尺、幅21尺の大緑門が設けられ、「祝開園」の赤

文字が光彩を放っていた 22)。 
	 旧本丸の開園式場には、その周囲に紅白の幔幕が廻され

た 23)。知事の式辞や来賓の祝辞などを経て、午後3時半に
模擬店が始まった。35 ヶ所の模擬店があり、田楽、豆腐、
ビール、団子、コーヒー、汁粉、すしなどを楽しんだ。こ

の日は特別に隅櫓が開放され、観覧することができた 24)。

来園者は、西櫓に登閣して遠く淡路の島々から瀬戸内海の

風光を眺め、城址内を散策し、午後4時過ぎに随意散会し
た。「空前の盛会」だった 25)。藩政期から残る櫓の内部が

開放され、来園者は、そこからの眺望を楽しんでいた。 
	 14日の開園式当日の賑わいは未曾有のことで、御大典奉
祝当時以上の人出だった。競馬会が開かれたり、農学校の

運動場では奇術と軽業の余興があったり、露店も随所に店

を張った。夜には5千ともいわれる提灯を持つ町民が7時
に旧太鼓門前に集まり、隊伍を整えて町内を練り歩いた。

また大電灯を用いたイルミネーションが不夜城を現出した
26)。町内を練り歩いた提灯行列に、町民から万歳が叫ばれ

た。明石町は空前の賑わいだった 27)。 
	 翌日の一般公開初日には多くの人々が大阪、兵庫方面か

らも訪れた。列車も満員状態で、駅から公園まで間断なく

列をなした。午前8時から午後4時までの人出は5万人以
上にのぼったという 28)。14日には百発、15日には50発の
煙火も打ち上げられた 29)。 
	 一般公開されてからの明石公園の入場者概数は、15 日
（月）5万人、16日（火）3万人、17日（水）2万人、18
日（木）2万 5千人、19日（金）1万人、20日（土）8千
人、21日（日）3万人と報じられた。町内の各商店もその
影響で潤ったという 30)。人数の正確さは判然としないが、

いずれにしてもかなりの人出があったことは間違いないで

あろう。 
	 このように開園を迎えた明石町民は、まちの装飾などを

準備し、式後の園遊に多く押し寄せ、当夜は数千人が提灯

行列で町内を練り歩いた。明石公園の開園は、明石未曾有

の出来事なので町民の喜びは大きく 31)、開園式当日は町内

が「歓喜の頂上に達した」と報じられたように 32)、町民は

公園の開設を歓迎した。それまで御料地として一般に出入

りができない閉ざされた空間になっていた明石城址が、公

園として開放されたことで、町民は地域の共有空間として

受容した。 
 
（３）地元紙の評価	 

	 知事が1917年10月に明石城址の公園化の計画を公表す
ると地元各紙が論評を掲載している。神戸新聞が社説で論

じた内容を箇条書きにすると表－１の通りになる 33)。同紙

は、御料地を公園として開放する知事の計画に賛同してい

るが、なお慎重、周密な検討の余地があるとしている。ま

た神戸又新日報は社説で、神戸・明石間一帯を日本の大公

園にするくらいの覚悟をもち、その一部として明石城址を

「天下の名園」にすることが必要であると大局的視点を主

張している（表－１）34)。このように神戸新聞と神戸又新日
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報は、知事の構想に賛意を示す一方で、さらなる詳細な検

討を促している。 
	 他方、大阪朝日新聞は、明石城址の一大公園は、「讃岐の

栗林公園や岡山の後楽園などと並び称される」であろうと

報じている（表－１）35)。工事が進む過程でも同紙は、完成

すると実に「日本一の公園」になると評し（表－１）36)、開

園式を控えると、規模は宏大で、自然の風致は、確かに「関

西唯一の名勝」だと評している。さらに先の報道と同様に、

西日本の大名庭園に比肩するとして好意的な捉え方をして

いた（表－１）37)。 
	 当初はさらなる詳細な検討を促していた神戸又新日報は、

開園式当日には、「日本三公園と誇賞する後楽園、偕楽園、

兼六公園」を凌ぐ「日本一」の公園と評した（表－１）38)。 
	 地元紙は明石城址の公園化に賛意を示し、明石公園の開

園を喧伝している。ただし後述するように開園当初の園内

の設備や施設は十分ではなく、また面積でも大名庭園に比

べれば狭いため、それらの比較からすれば明石公園は劣っ

ている。ただし旧本丸等から瀬戸内海を望むことができる

という眺望には優位性があった。いずれにしても日本一、

関西一というのは自賛、誇張ではあるが、誘客する宣伝と

しての効果を期待した表現だった。 
 

表－１	 地元紙の評価	 
新聞、日付 明石公園に対する評価 

神戸新聞 
1917年10月21日 

・ 明石城址の開放は国宝の利用ともいえる。 
・ 風光明媚な名所旧跡をただいたずらに御料地とし
て封鎖せず、これを開放して遠来旅客の心を慰め、
情を楽しませることは、古社寺の什物を国宝とし
て密閉しないで美術家の観賞研究に資することに
等しい。 

・ 厳しい規則を設けて娯楽機関の設置を妨げ、厳め
しい制札を立て巡らして行楽の愉心を威嚇し、口
やかましい番人を置いて、細事に干渉し、出入り
の庶民を窮屈な思いにさせるようなことは極力排
除しなければならない。 

・ 御料地や陸軍省所轄地が公園として庶民のために
開放されながら、一、二年も経つうちにいつしか
人が寄りつかず、再び狐狸の住処に戻ることは
往々にして実見している。 

・ 県会では、工費を承認する前に、充分に遺漏のな
いように検討し、単に開放の名義を得るために県
費を濫費することは戒めるべきである。 

神戸又新日報 
1917年10月21日 

・ 神戸・明石間一帯を日本の大公園にするくらいの
覚悟をもち、その一部として明石城址を「天下の
名園」にすることが必要である。 

大阪朝日新聞・神
戸附録 
1917年10月23日 

・ 明石城址の一大公園は、讃岐の栗林公園や岡山の
後楽園などと並び称される。	 

大阪朝日新聞・神
戸附録 
1918年3月2日 

・ 完成すると実に「日本一の公園」になる。	 

大阪朝日新聞・神
戸附録 
1918年4月14日 

・ 規模は宏大で、北に竣嶺を負い、南に遠く淡路島
一帯から帆船が往来する瀬戸内海の碧海を眺望で
きる山紫水明の美を兼ね備える自然の風致は、確
かに「関西唯一の名勝」である。	 
・ 高松の栗林公園、岡山の後楽園、広島の浅野家大
名庭園と遜色はなく、あるいはそれ以上の名勝で
ある。 

神戸又新日報	 
1918年4月14日 

・ 園内の風致景勝は結構を極め、山紫水明の妙、眺
望の佳は、「日本三公園と誇賞する後楽園、偕楽園、
兼六公園」を凌ぐ「日本一」の公園である。	 

 

（４）長岡安平による公園設計と自己評価	 

	 明石城址の公園化にあたっては、宮内省から借り受ける 
必要がある。兵庫県には、「すべての風光が純日本式で既に

天然の勝景が具備されていることから、不調和な人工を加

味するのはかえって風致を害するという深慮」があった。

そこで明治時代以来、「各大臣の官邸や富豪の庭園、全国

20 余ヶ所の公園の嘱託あるいは顧問」となり、「斯界の宿
老」と称される長岡安平に設計を委嘱したという 39)。その

長岡の設計に基づいて整備され 40)、工事は「逓信省嘱託庭

園師長岡安平」の監督指導のもとに急ピッチで進められた
41)。このように長岡は設計のみならず、工事の監理も行っ

ていた。 
	 長岡は77才の高齢だったが、開園式を前に、フロック姿
で甲斐甲斐しく園内を廻っていたという。そして長岡は自

ら設計監理した明石公園を次のように語っていた 42)。 
・ 明石公園は実に「日本一の名園」である。自分は 50年
ばかり、東京、地方の別なく公園や庭園の設備に関係し

ているが、この公園ほど立派な「純日本式」の公園は他

にない。 
・ 後楽園や栗林公園などの大公園も、自然美の上に充分に
人工を加えているから見た目には美しいが、物足りない。

公園自体がいかに立派でも、その対照が合致しないから

調和がとれていない。 
・ 明石公園はあくまで自然美を発揮し、周囲の景色は淡路
島、瀬戸内海に接続し、遠景、近景ともに良い。 
・ 公園設備は徹頭徹尾、自然を尊重し、一木一草といえど
も無理なつくり方、刈り取りもしなかった。 
・ このような立派な公園にペンキ塗りのベンチや洋風の
四阿や便所は調和を破壊するので充分に注意した。 
	 この長岡の説明によると、洋風公園ではなく「純日本式」

公園で、既存の風致を最大限活かした設計方針だった。ま

たこの明石公園は、①後楽園や栗林公園より優っており、

②これまでに自らが関わった公園の中で最も勝れていると

語っている。長岡にとっては自画自賛ではあり、最上級の

評価といえる。既存のいわゆる大名庭園より秀でていると

する地元地の評価と重なる。なお長岡の設計はまだこの時

点では未完成であるが、自信を表明することで、地元紙を

通して町民の来園を促す意図があったとみることができる。 
	 開園時の明石公園の範囲はおよそ図－１に示す範囲であ

る。この原図は長岡安平史料群の中にある明石公園予定実

測図である。また同史料群には「明石公園道路平面図」が

ある（図－２）。これは公園南側にあった県立明石農学校の

間を通り抜けて公園に向かう道路である（図－１）。長岡の

署名がなく、長岡の設計かどうかは不明であるが、公園設

計にあたっての前提だったとみられる。 
 
３．兵庫県による公園整備	 

（１）開園式までの公園整備（1917年度）	 

	 1917年 10月に知事による公園整備構想が報じられた際
のその整備内容は表－２の通りである 43)。図面の掲載はな 
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図－１	 御料地（明石城址）と開園時の公園	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－２	 「明石公園道路平面図」	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－３	 「明石公園第二設計図」（1919年3月）	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－４	 明石公園図（1924年）	 

いが、具体的な施設とその数量が示されていることから、

既に設計図も作成されていたとみられる。工事に着手する

前の城址は、雑木が鬱然とし、枝葉が繁茂し、昼なお暗く、

石垣には雑草がはびこり、荊棘が離々として足を踏み入れ

られなかったと報じられているように 44)、御料地として宮

内省が所管していたが、離宮等の建設もなく、適切な管理

はされていなかったようである。 
	 1917年末の兵庫県会での予算案の可決後、工事は翌年に
なってから始められた。多数の人々を雇い、まず雑草の刈

り入れ、濠の掃除、道路の改修などの諸般の工事を急いだ
45)。計画された公園の新設備は完成していないが、明石町

民からの寄附金で鉄道線路北から太鼓門前に至る幅員 12
間、延長120間の改修道路ができ、馬車や自動車が通行で
きるようになったので、桜花の時期である4月14日に開園
式を挙行することになった 46)。 
	 開園式を間近に控え、神戸新聞と大阪朝日新聞で報じら

れた公園施設の整備計画は表－２の通りであるが 47)48)、これ

らの施設の多くは開園式までに間に合わなかったようであ

る。 
	 地元紙で報じられた整備施設の一つは、一般公衆の休憩

所になる小さな白木造りの小亭だった。これは前年7月、
皇太子が神戸に行啓し、三菱造船所を見学した際に、造船

所が特に休憩所として建設したもので、知事が請うて譲渡

を受け明石公園に移した。公衆の休憩所として等しく皇太

子の盛徳を仰ぐ一端とするためであった 49)。 
	 また知事が開園にあたって園内に一ヶ所の井戸もないこ

とを遺憾にしていたが、旧本丸北に水脈が発見され、4月2
日から水源を掘り、竹管を埋めて手軽な水道を敷設して間

に合った。旧本丸の北手「桜池」には5尺くらいの小さな
滝が勢いよく落ち、園内の風致を添えていると報じられて

いる 50)。井戸を二ヶ所整備する計画であったが、開園式直

前に一ヶ所が整備されたことがわかる。 
	 開園後の6月には、公園内にベンチ一つないという立ち
っぱなしの公園なので見物人は疲れると報じられている51)。

先述のように長岡の設計にはベンチや四阿も含まれていた

が、開園式までには整備されていなかったようである。ま

ずは一般に開放するために、荒れ放題だった城址に多くの

人々を受け入れる整備を施して公開することを優先した。 
 
（２）開園式後の公園整備（1918年度）	 

	 兵庫県は開園後に設備や施設を本格的に整備した。そし

て四阿4棟、便所2棟、「腰掛け」が1918年度中に整備さ
れた（表－３）。また公園事務所と園丁詰所が10月15に竣
工している（表－３）52)。なお知事は当初、「四阿、割烹店、

喫茶店」をすべて県費で理想的なものを建築し、民間に貸

し下げると語っていた 53)。このうち四阿だけを県が整備し

たことになる。 
	 公園内で飲食を提供する喫茶店に関しては、6 月になっ
て 3 ヶ所に設けられると報じられている 54)。知事は当初、

「理想的」な割烹店や喫茶店を県費で建てる意向を示し、
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その背景には、建物は「瀟洒」を旨とし、簡単な食事の設

備を限度として、芸妓等の出入りは禁じるというように55)、

知事は自らの思いを反映したかった。しかし営業者に設置

を委ねたのは、予算が影響しているとみられる。 
	 なお四阿のうち1ヶ所は音楽堂である（表－３）。これは
知事の意向で6月に公園内で、第四師団軍楽隊による音楽
会を開催したところ、聴衆者は3千余名にのぼる盛況だっ
たことから、知事は旧本丸の広場に「永久的な音楽堂」を

建設する方針を決めたことが背景にある 56)。11月には、「新
設の音楽堂」で三越少年音楽隊の奏楽が開催されたと報じ

られていることから57)、この間に建設されたことがわかる。 
	 この他、当初の計画では公園内の道路や通路、生け垣や

植樹なども挙げられているが、これらの整備の時期に関す

る資料は見当たらない。 
	 なお兵庫県は、1917年度から明石公園の建築費として臨
時部に予算を計上し、決算額は 1917 年度 2,628 円、1918
年度14,570円、1919年度5,000円、1920年度はなく、1921
年度は1,483円だった（表－４）58)。1917年度は予算額約1
万4千円に対し3千円弱しか消化せず、1918年度にあらた
めて計上された約1万5千円をほぼ使い切っている。この
ように開園した 1918 年度に本格的な整備を行ったことが
わかる。また後述するように1919年3月には、新たに公園
北側の桜濠の改良計画を依頼している。決算額や次の計画

への取り組みからみると、当初の公園整備計画は概ね1918
年度、すなわち開園後一年間で遂行されたとみることがで

きる。 
	 また公園整備費の財源として多くを寄附金でまかなって

いる。すなわち兵庫電気軌道から1917年度末に3千円、1918
年度に3万円、1919年度に2千円の寄附金を受け、明石町
からも1919度に3千円の寄附金を受けている（表－４）59)。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 表－２	 公園施設等計画	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 兵庫電気軌道は1917年4月に兵庫・明石間が開通し、4
月 12 日に開通式が明石公会堂で挙行された 60)。明石公園

の整備が乗客数の増加に、また鉄道の開通が明石公園の来

園者の利便性の向上に寄与することが十分に見込まれた。

公園整備に寄附金を拠出する明確な理由があった。 
 
（３）開園一年後の第二期公園設計と公園整備	 

	 開園一年後、兵庫県は公園北側の桜濠周辺の整備のため、

再び長岡安平にその設計を依頼した。1919年 3月 10日に
長岡安平に実地視察をしてもらうことになった。設計終了

後は4月末には着手する見込みと報じられている 61)。 
	 この整備は明石町からの 3千円と兵庫電気軌道からの 2
千円の寄付金計5千円で行う計画だった。その一切の企画
を委嘱された長岡は田中技師とともに 21 日に土木課長と
諸般の打ち合わせをした 62)。長岡による桜濠一帯の設計方

針は地元紙でも報じられた。薬研濠と桜濠との間に一つの

瀑布を設え、4 つに区切られた桜濠を中央部で疎通して湛
水を清らかにするなどの計画内容は次の通りである 63)。 
・ 薬研濠から第一桜濠に落ちてくる水を利用して落下 20
尺の滝をつくる 
・ 第一と第二の桜濠の間に手摺り付きの土橋を設けて水
路を通じ、濠にアヤメなどを植える。 
・ 第二と第三の濠の間には船板で八つ橋を架し、その橋の
たもとに風雅な水亭をつくり、ハナショウブを植え込ん

だ第三桜濠に臨ませる。 
・ 第三と第四との間に石造りの乗越橋という「随分珍な趣
向」の橋を架ける。 
・ 第四の濠にはスイレン、カキツバタを植え、その濠の西
端に水に臨んで藤棚を設ける。 
・ 濠全体の周囲は四季の花を絶やさない方針で種々の花 
 
	 	 	 	 	 	 表－３	 公園整備施設	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整備施設 整備時期 典拠

四阿3棟 小亭2棟 小亭3棟 四阿4棟（うち1棟は音
楽堂）

1918年度 『兵庫縣會史』第二輯下
巻、兵庫県、1924年

便所2棟 便所3棟 便所3棟 便所2棟 1918年度 『兵庫縣會史』第二輯下
巻、兵庫県、1924年

割烹店1棟 割烹店3棟
喫茶店2棟 喫茶店2棟 喫茶店3棟 1918年6月以降 大阪朝日新聞・神戸附録、

1918年6月6日
貴賓接待所1棟
事務所1棟 事務所1棟 事務所1棟 公園事務所1棟 1918年10月15日竣工 『兵庫縣會史』第二輯下

巻、兵庫県、1924年
園丁詰所1棟 監視人詰所1棟 監視人詰所1棟 園丁詰所1棟 1918年10月15日竣工 『兵庫縣會史』第二輯下

巻、兵庫県、1924年
ベンチ2脚 所々に休憩の丸太 多くの腰掛け 1918年度 『兵庫縣會史』第二輯下

巻、兵庫県、1924年
生け垣1百間
桜、梅、桃、楓等1千
本

明石町の有志が寄付し
た若木の桜1千本

明石町民有志の寄付に
よる若木の桜1千本

正面道路5間幅、延長
120間

南太鼓門から12間幅、
120間道路

南太鼓門から12間幅、
120間道路

1918年4月 大阪朝日新聞・神戸附録、
1918年4月14日

園内通路6百間
橋新設2ヶ所
電灯設備一式

池にハス、ショウブ、
カキツバタ等

池にハス、アヤメ、カ
キツバタ等

井戸2ヶ所 井戸1ヶ所 1918年4月 神戸新聞、1918年4月12日
典
拠
神戸又新日報、1917年
10月20日

神戸新聞、1918年4月
11日

大阪朝日新聞・神戸附
録、1918年4月14日

公園施設等計画

施
設
等
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	 木を植える。 
・ その間を縫うように小径を縦横につくる。 
	 長岡は、県の公園とはいえ、多くは有志の寄附によるも

ので是非とも立派な公園をつくりたいと思って計画したと

語った 64)。 
	 兵庫県は費用をなるべく節約するために、石材などは公

園内にころがっている自然石を利用するとことにした 65)。

しかしこれだけの計画を遂行するには5千円では心細く、
足らない場合は県から支出することになるだろうと報じら

れた 66)。 
	 なお東京都公園協会が所蔵している長岡安平史料群の中

に、「明石公園第二設計図」と題して「大正8年3月」と記
された図（図－３）がある。これは桜濠一帯の設計図であり、

自筆の署名がある。この内容は先述のように報じられたこ

とと符合する。したがってこの設計図は長岡が兵庫県に提

出した設計図の控えとみられる。なお「第二」とは第二期

のことを示していると考えられる。 
	 1919年度の明石公園の整備費の予算は5千円で、決算を
みるとほぼ使い切っている（表－４）。長岡の設計による整

備費としての予算であり、それに基づいて整備がされたと

みられる。しかし先の報道にあるように、長岡による設計

を完備するには5千円では足りないことが指摘されている
ことから、どの程度実際に整備されたのか、その内容を確

認する資料は見当たらない。 
	 なおこの長岡による設計図（図－３）に示されている桜濠

と、1924 年の公園拡張整備後の公園図（図－４）中の桜濠
をみると異なっていることがわかる。長岡の設計では桜濠

の中に橋を 3ヶ所設け、4つの趣の異なる区域に分けるこ
とになっていたが、この公園図では2ヶ所の橋だけを確認
することができる。1922~1923年度の拡張整備で、桜濠一
帯の再整備についての記録は確認できず、この公園図中の

桜濠がそれ以前のままだとすれば、この2ヶ所の橋は1919
年度に整備されたとみられる。長岡の設計を完遂するには

1919年度の予算では不足だったことが想定され、また1920
年度には明石公園の整備費が計上されていないことから

（表－４）、残りの1ヶ所の橋は未着手だったと推察できる。
こうした背景には、長岡に公園設計を依頼した清野知事が

1919年4月に退任したことが挙げられる。後任の知事が、 
 
表－４	 明石公園整備費（臨時部・公園費）と寄附金	 

 予算額（円） 決算額（円） 寄附金 
1917年度 
大正6 

14,148.000 2,627.760 兵庫電気軌道から建築費とし

て3千円 
1918年度 
大正7 

14,579.000 14,569.820 兵庫電気軌道から建築費・設

備費として3千円 
1919年度 
大正8 

5,000.000 4,999.810 明石町から設備費として 3千
円 
兵庫電気軌道から設備費とし

て2千円 
1920年度 － －  
1921年度 
大正10 

10,000.000 1,482.770 兵庫電気軌道から建築費とし

て10万円 
（資料：『兵庫縣會史』第二輯下巻，兵庫縣，1924年から作成） 

未着手の工事について次年度に予算を計上するなどして、

残りの公園整備を引き続ける意向がなかったのではないか

とみられる。 
 
４．清野長太郎知事による公園整備の政策的位置づけ 
（１）公園に対する認識	 

	 清野長太郎は1916年4月に兵庫県知事として赴任した。
清野知事は御料地だった明石城址の公園化について、上京

のたびに宮内省と折衝を重ねたという 67)。その発端につい

ては、明石町長が開園式の祝辞で、明石郡と明石町が御料

地の公園化を請願し、それを知事が忖度して「県営公園」

の計画をたてたと述べている 68)。地元から知事に御料地の

公園化を働きかけたことが契機になった。 
	 明石の地元からの要請であるとはいえ、知事には県内各

地から様々な要請があるはずであり、県政に取り入れるか

どうかは知事の判断である。実現に向けた政策の一つとし

て御料地の公園化を進めた背景は何であろうか。 
	 清野知事が1917年10月に明石城址の公園化を公表した
際に、その背景として、「県下は物資的方面での進歩は著し

く、神戸を中心に産業が進展しているが、貧富の差が大き

くなり、富豪は自宅の庭園に木石などで心身を静養する機

会があるが、中層以下の者は日々労務に従事し、余暇があ

っても名所旧跡で心身を休養する場がないことは遺憾であ

る。」ということを挙げている 69)。そして兵庫県は御料地

を拝借して清浄な心身休養地とし、俗悪な公園にはしない

と述べている 70)。 
	 また清野は大正7年2月、工事中の明石公園を視察した
後、明石町の発展だけではなく、精神的慰安の場所を確保

するために予算化したのであり、風致を害さないようにす

ることもちろん、これを保存することは当然の義務である

と語っている 71)。開園式でも清野は式辞の中で、最近、阪

神間の趨勢は物質的に発展する一方、人心がおおいに荒廃

することを緩和する手段として精神的休養の設備が必要で

あり、この城址は風光が絶佳で、距離も短く、最も適当な

土地であると、公園化の妥当性を重ねて言葉にしている72)。	 

	 清野は御料地の公園化にあたって主体的に宮内省と折衝

していた。公園の必要性は、労働者の精神的慰安や心身の

休養のためと指摘している。当時は第一次世界大戦を背景

として阪神の重化学工業も発展していた。工場労働者も増

加し、その休息の場を提供することを政策に取り入れ、明

石城址としての風致を活かした公園整備に取り組むことに

した。1917年4月には兵庫・明石間の兵庫電気軌道も開通
し、神戸方面からの交通利便性も向上していた。 
 
（２）公園整備の主導	 

	 清野知事は宮内省との折衝の結果、御料地の借り入れの

見込みがついたことから1917年10月に公園化の構想を発
表した。先述のように自ら具体的に整備内容を語っている。 
	 工事開始後も清野は自ら現地の足を運び、実地に設備や

施設の整備について確認、検討、指示をしている。 
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	 1918年 2月 12日、清野は内務部長、土木課長、大山技
師らとともに工事中の明石公園に視察で訪れ、明石郡長、

明石町長らとともに園内を歩きながら説明を聞き、意見を

述べている。旧太鼓門から新設する道路を踏査し、12間の
幅員で自動車の通行に支障がないことを確認した。また旧

本丸まで登り、清野は皇太子が過日三菱造船所に行啓した

時に休憩所として新設した白木の四阿をここに移築するこ

とが適当であると語った。そのほか、櫓建築の破損箇所や

公園周囲の設備について土木課長と意見交換している。さ

らに清野は御料地を取り締まる番人の小屋を他に移転して

公園事務所とし、所々の要所に簡単な門や小亭をつくるこ

とを希望したことが報じられている 73)。 
	 開園後も清野知事は公務の合間に明石公園に立ち寄り、

公園内の諸設備について実地に検討している。6月 16日、
但馬視察の帰路に公園に寄り、喫茶店や音楽堂の位置、ベ

ンチの設備など、随行の理事官らとともに明石町長などと

協議している。当時はベンチ一つないという立ちっぱなし

の公園なので見物人は疲れるなど、評判が良くなかった74)。 
	 このように清野は公園整備に対して、具体的な指示や意

向を発している。公園の必要性を主張していた清野は、そ

の内容にも主導的な立場にあった。開園を前にして清野は、

明石公園を今後三年で頗る立派な公園にしたい考えである

ことを表明している 75)。三年かけて漸次的に整備する意向

を有していた。開園一年後の1919年3月には整備拡張のた
め再び長岡安平に設計を依頼し、1919年度も事業化を予定
していた。しかし清野はその翌月に退任することになった。 
 
（３）文化施設の整備	 

	 清野知事には「社会政策的な救済機関」として美術館も

公園内に建設する希望があった。その建設費と維持費等は

すべて寄附金で充当する考えだった 76)。これは清野が、経

済が活況を呈している神戸には芸術的拠点がないことを憂

い、名画の陳列、古美術の収集などの美術館の建設が必要

で、その立地場所として明石公園が適当と語っていた 77)。 
	 また開園式当日は三越音楽隊を招聘し、絶えず音楽を奏

でる演出をし、その後は第四師団軍楽隊と交互に公園内で

の音楽会を開くことにした。1918年6月の最初の音楽会は
雨模様だったが聴衆は3千余名にのぼる盛況だった。それ
を見た清野は旧本丸の広場に「永久的な音楽堂」を建設す

る方針を決めている 78)。そして新たに音楽堂を建設した。 
	 このように清野は、近代都市化における文化政策を推し

進め、近代的文化施設の立地を近代的土地利用である公園

に求めた。なお美術館は実現しなかった。 
 
（４）政策的位置づけ	 

	 清野長太郎は1885年、帝国大学卒業後、内務省に入った。
1906年に秋田県知事となる。しかし一年足らずで、南満州
鉄道総裁の後藤新平に抜擢されて満鉄理事になった。その

後、官界を辞していたが、後藤らの推挙を得て、1916年4
月に兵庫県知事になった 79)。 

	 清野は兵庫県知事に赴任まもなく神戸の「細民部落」を

視察したり、第一次世界大戦景気を背景とした労働争議を

仲裁したり、当時の社会問題に対して熱心に取り組んだ80)。

1918年におきた米騒動に対しては鎮圧する一方、救済事業
にも力を注いだ 81)。 
	 こうした清野の政策は内務省書記官時代に社会事業に関

心を高めたことが背景にあったと指摘されている。そして

清野はデモクラシーを論じ、知事として兵庫県救済協会の

設立や職業紹介所の開設など、多方面における社会事業の

治績があった 82)。 
	 清野はこうした社会事業を推進するにあたり、内務省に

対してその指導者として適当な人材の斡旋を依頼した。そ

して小田直蔵が兵庫県の嘱託として着任することになった
83)。小田は1917年4月に慈恵救済事務嘱託として赴任して
以降、知事のもとで兵庫県の社会事業一筋に打ち込んだ84)。 
	 この小田が自らの実務を振り返った中で、明石公園の開

設も挙げ、この公園整備も「一種の社会事業」だったと回

顧している 85)。その中で、清野知事の明石公園に対する思

いが記されている。それによると清野は公園の開設に格別

の熱意を示し、当時の庁内でも「明石公園と救済協会とは

知事の直管だ」などと噂されていたという。そして清野は

公園を広く知らせ、一般市民のリクリエーションに資する

ため、開設にあたって園内で演奏会を催すことを考えたと

指摘している。第一回の演奏当日は、園内で救済協会主催

の社会事業従事者の慰安会の催しがあり、清野も同会長と

して家族同伴で来園し、参加者と気軽に挨拶して、一緒に

演奏を楽しんだ。演奏会は好評を博したので、清野知事は

常設の音楽堂を企図し、ある富豪の寄附金で、数ヶ月後に

四阿式の音楽堂の開設を実現したと述べている 86)。 
	 また小田は清野が「社会事業には特に関心が深かったの

で考えた事はどんどん実行に移す」と記している 87)。明石

公園の整備にあたっても自ら陣頭指揮を執っていたことは、

公園整備を社会事業の一つとして位置づけていたからとす

れば符号する。 
	 清野知事は在職三年で1919年4月に退任した。清野に次
いで、神奈川県知事から兵庫県知事に転任した有吉忠一が

回顧した口述筆記によると、この交替は突然だったという。

その背景には前年にあった兵庫県内の水害復旧があった。

清野は国の既定以上に補助を受ける約束を県民にしたが聴

許されず、県民からの不信が増幅して窮地に陥った。事態

を重くみた政府は清野に辞表を提出させようとしたがそれ

を拒んだため、やむを得ず休職を命じたという 88)。 
	 清野は知事として仕掛かり中の政策を進めたかったはず

である。明石公園も三年かけて整備することを想定してい

た。開園一年後にも長岡安平を招聘して、桜濠一帯の公園

設計を受け取っていた。残った明石公園の整備に関しても

心残りだったに違いない。 
 
５．まとめ	 

	 本論文は、御料地だった明石城址を兵庫県が宮内省から
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借用して公園にしたことを対象として、その評価と政策的

位置づけを明らかにした。 
	 公園整備の予算案を審議した兵庫県会では公園の開設に

対する反対意見があった。予算案は減額されたが可決され、

公園整備と開園が認められた。御料地として閉ざされた空

間だった明石城址が公園として開放されることを明石町民

は歓迎した。地元新聞は当初、公園化の構想に賛意を示す

一方、さらに詳細な検討を促した。しかし公園整備が進み

開園式を間近にすると、他の歴史的庭園以上の公園になっ

たと高く評価した。公園を設計した長岡安平は日本一の名

園になると自賛した。このように明石公園は高く評価され、

地域に受容された。 
	 兵庫県は開園式後に公園整備を本格的に進めた。清野長

太郎知事は公園を労働者の肉体的休養や精神的慰安の場と

して位置づけ、積極的にその整備を主導した。美術館や音

楽堂など近代的文化施設の整備も構想し、近代的土地利用

である公園で社会文化も演出する志向があった。明石公園

の整備は、清野が積極的に取り組んだ一連の社会政策の一

つに位置づけられる。 
 
図版出典等	 
図－１：明石公園予定実測図（東京都公園協会所蔵・長岡安平史料群）をも

とに作成	 

図－２：「明石公園道路平面図」（東京都公園協会所蔵・長岡安平史料群）	 

図－３：「明石公園第二設計図」（東京都公園協会所蔵・長岡安平史料群）	 

図－４：『明石公園擴張工事概要』兵庫県、1924年、付図をもとに作成	 
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