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はじめに

　近代富山の土木史には、「明治の治水」、「大正の発電」、そして「昭和の都市計画」とい

う３本の太い幹がある。それらが交錯するところで建設されたのが、昭和１０年に誕生し

た富岩運河である。

　富岩運河には、まず、産業施設として盛衰がみられた約５０年の歴史があり、当初の使

命を終えた運河は、その後、水も汚れてきたため、一旦は埋め立て計画により姿を消すこ

ととなっていた。しかし、富山県は昭和５９年に方針の転換を行い、運河は都市に残され

た貴重な水辺として保存・活用されることとなり、以来、浚渫や中島閘門・牛島閘門の復

元整備等都市施設として整備されてきた約２０年の歴史がある。

　昭和初期の運河の建設と昭和後期から平成にかけての保存および復元整備により、富岩

運河は近代化遺産として高く評価され、平成１０年に中島閘門が国の重要文化財に指定さ

れ、１４年には牛島閘門が国の文化財として登録されるに至った。そして、日々の散策の

ほか、カヌー大会、野鳥観察会、野外オペラなど、イベントを中心にいろいろな利用がな

されるようになり、近くに住む人々はもとより、市民・県民の間にも富岩運河への関心が

しだいに高まってきているように見受けられる。

　このような、いわば過渡期にあって、今回、富山県が運河の活用を中心テーマに据えて

取り組もうとされるのは、時宜を得たことであり、かつ時代の必然の流れでもあろう。

　富岩運河活用検討委員会では、二つの視点から検討を行った。

　ひとつは、運河の活用を多面的・総合的に考えることである。既にイベントを中心にさ

まざまな利用がなされ始めていることを踏まえ、年間の大きなイベントに加えて恒常的で

身近な使い方、さらには長期的な使い方等、もっといろいろな使い方を考えるとともに、

その利用がスムーズにかつ快適にできるような条件整備について考えることである。

　もうひとつは、運河の活用における役割の問題である。運河の利用は、いうまでもなく

近くに住んでいる人々をはじめそこを訪れる市民、県民、さらに県外の観光客など、多く

の人々が中心となるものである。行政側の県と市の役割は、それぞれ運河管理者とまちづ

くりの行政面での主体としてそれを支えることである。運河の利用は、その発意も実践も

あくまで県民が主体であることを基本に活用の方策を検討することである。

　検討の結果、昭和初期に県都富山市の工業化を担う産業施設としてデビューし、平成の

今、水と緑の都市施設としてよみがえった富岩運河は、「土木技術が結集された施設」・「町

づくりの歴史を物語る施設」であると同時に「水、緑、生物など豊かな自然を湛えた器」

ともなっており、いわば都市環境装置として、今後、富山の町づくりを進める上で大きな

可能性をもった近代化遺産であることが分かった。

　この提言書は、４回にわたる検討委員会での討議、住民や来訪者のアンケート調査、運

河活用体験会、シンポジウムなどを踏まえてとりまとめたものである。

　今後、広汎な市民・県民の活動と行政の支援により、富岩運河が富山市はもとより、富

山県、さらには全国に向かって誇れるものとなることを強く願うものである。

平成１５年９月 　　　　富岩運河活用検討委員会

　委員長　白井　芳樹
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１. 富岩運河の沿革

1.1　富岩運河の建設
富山市中心部の都市空間に悠然と存在する「富岩運河」。「明治の治水」、「大

正の発電」、そして「昭和の都市計画」と称される近代土木史の中心を成す３本

の太い幹が交わるところで、それは産声を上げた。

富岩運河は、昭和初期において現在の富山市街地形成を担った土木遺産であり、

その建設の物語は、明治34年の神通川馳越工事に端を発する。

明治の中期、神通川は富山城址の北側を大きく蛇行しており、大雨の度に富山

の市街地は浸水被害を受けていた。このため、県では神通川の馳越工事（神通川

を直線化する工事）を行った。

この工事により神通川がその河身を変えた結果、河口港であった東岩瀬港（現

伏木富山港富山地区、通称「富山港」）への土砂堆積が増加し、また、元の蛇行

部からなる広大な廃川地は、市街地を分断する形となって残った。

これらを打開し富山の近代化を図るため、昭和３年に決定された富山都市計画

事業において、

① 運河開削土により廃川地を埋立て、区画整理し、近代都市を形成する。

② 運河開削により富山市北部に一大工業地帯を形成する。

③ 運河開削土により東岩瀬港を近代港湾へと整備する。

という、一石三鳥の効果を持つ富岩運河建設計画が立案され、昭和 10 年、富岩

運河は完成した。

また、当時の富山市北部工業地域を対象とした大港湾計画構想の下、東岩瀬港

背後地の工業地帯造成と、工業地帯の資材・製品の流路として運河開削事業が行

われ、昭和15年に現在の岩瀬運河、住友運河が建設された。

出展：国土地理院　5万分の1地形図

明治 43 年の富山市中心部

　神通川馳越工事完了しているが、神通川の廃

川地が富山市街を取り巻くように残っている。

昭和 30 年頃の富山市中心部

　富岩運河建設時の発生土により廃川地が埋め

立てられ市街が形成されている。
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1.2　富岩運河の変遷
富岩運河は、建設当初、富山駅北と富山港を結ぶ水運路として、周辺立地企業

の原材料などの輸送に利用されていたが、高度成長期後のオイルショックの影響

による産業構造の変化や、モータリゼーションの進展による水運の衰退に伴い、

運河の利用は減少した。

このため、富岩運河を埋立て、道路や公園の建設用地とすることも計画された

が、昭和59年に都市の貴重な水辺空間として保存・整備していくよう方針転換し

「ポートルネサンス21」「とやま都市MIRAI計画」などの計画に基づき、運河緑

地、都市公園として昭和63年より環境整備を進めてきている。

岩瀬運河も、本来の利用が失われていたことから、平成６年にプレジャー・ボ

ート・スポットとして再整備し、海洋スポーツ・レクリェーションの基地となっ

ている。住友運河については、木材の貯木場として現在も利用されている。

1.3　富岩運河の現在
運河の環境整備が進み、平成9年7月には富岩運河環水公園が開園し、平成10年

5月には、復元・保存工事が行われた中島閘門が、昭和の土木構造物としては初め

て国の重要文化財の指定を受けることとなった。

そして､平成11年8月の全国の運河関係者を集めた「全国運河サミットinとや

ま」や（共同宣言を採択：資料ｐ25参照）、平成13年8月の環水公園を野外劇場

としたヴェルディ作オペラ「アイーダ〈凱旋の場〉」等、種種のイベントが行わ

れているほか、地域住民による運河緑地清掃活動やバードウォッチング、各種団

体による野鳥観察会やカヌー体験会などの活動が行われている。

このように､昭和59年の方向転換から､都市の貴重な水辺空間として保存・整備

が進められてきた富岩運河は､現在､活動の場として様々な形で利用されつつある。

本富岩運河活用検討委員会は、運河をめぐる変化をふまえ、富岩運河を今後、

いかに活用していくことが望ましいかについて検討した。本提言書はその検討結

果を取りまとめたものである。

なお、本提言における富岩運河とは、富岩運河環水公園、富岩運河、住友運河、

写真-岩瀬運河のプレジャーボートスポット 写真 -復元された中島閘門を船で通過する

人 （々平成 14 年 10 月 14 日運河体験会）
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岩瀬運河と、それらの隣接周辺地域を指している。
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２．富岩運河の価値

2.1 富岩運河の価値

富岩運河の建設や利用の歴史を踏まえ、我々にとって富岩運河がどのような価

値を持つのかを次のように整理した。

●《豊かで、安全な住民生活のための土木技術を結集した施設》～技術的価値～

近代富山市の骨格形成に大きく貢献した昭和初期の土木技術である富岩運河が、

平成の土木技術により復元・動態保存された中島閘門、牛島閘門をその象徴とし

て、今も往時の姿で存在している。

富岩運河は、文字通り富山市の形成についての歴史に触れることのできる本物

の遺産であり、土木技術と地域のかかわりの本来の姿を思い起こさせてくれる「技

術的価値」を有している。

●《自然を克服し、自然を湛えた器》～自然的価値～

富岩運河は、過酷な自然を克服するために行われた20世紀初頭の神通川馳越線

工事をルーツとして建設された人工の水路である。しかし、年月を経て多様な動

植物が生息し、流れも穏やかであった富岩運河は、人々にとっての二次的な自然

として親しまれた。

富岩運河は､親しみやすい自然として人々に癒しを与えてくれるとともに、人と

自然のあり方を問いかけ、再認識させてくれる「自然的価値」を有している。

●《郷土の歴史、文化がちりばめられた地域》～歴史的価値～

富岩運河は、明治中期から昭和初期にかけての治水、都市計画に深く関わる一

大土木事業として、富山の土木史の象徴である。そして、富岩運河を中心とする

付近一帯の地域には、旧東岩瀬港と岩瀬地域、馬場記念公園（旧制富山高校跡地）

周辺など、富山市北部地域における先人の生活、知恵、文化、ロマンを残す資源

が散在している。

富岩運河は、自ら深い歴史をもつとともに、周囲に散在する周辺地域の生活や

文化の歴史を繋ぐ「歴史的価値」を有している。

2.2 富岩運河の可能性

上記の価値は､現在の富岩運河が持つ価値として整理したものであるが､「水」

をキーワードに､これら富岩運河の価値に広がりが出てくる。つまり､「水」は富

岩運河の価値の根源である一方で､富岩運河から富山湾､日本海へと流れ、世界各

国へとつながっており､富岩運河を中心としたまちづくりを行うことで富山とい

う土地を日本､世界へとアピールすることができる。
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 ３． 富岩運河の活用方策

 3.1 富岩運河の活用方針

富岩運河の価値を最大限に活かすために､富岩運河を以下の方針に基づいて活

用していくことを提案する。

 

 《活用方針》
 　土木技術を結集した施設であり､自然を湛えた器であり､地域の歴史を秘めた文

化財である富岩運河を､地域住民が中心となって「学び、遊び、伝える」ことで､

今後の富山市､富山県のまちづくりを進める軸として活用する。

○ 昭和初期に当時の土木技術を結集して造られ､近代富山の骨格を形成した富岩

運河は､土木技術を結集した施設であるとともに､自然を湛えた器であり､地域

の歴史を秘めた文化財であり､今後の富山を考える上で､富山を象徴する重要

な要素である。

○ そこで､周辺住民を中心とする多くの人々が､富岩運河の持つ価値を学び、遊

び､さらに県内外､後世に伝えることで､富岩運河を今後の富山市､富山県のま

ちづくりを進める軸として活用し､富岩運河から新たな文化・情報を発信して

いく。

3.2 富岩運河の活用方策（案）

（１）人と運河の関わりの促進

活用方針のもと､運河の持つ３つの価値を総合的に捉え、様々な活動を展開する

必要がある。現在も日常的な散策、野鳥観察やカヌーなどを楽しむ場所として活

用されていることから、これらの活動を深めるとともに、新たな活動等の広がり

を持たせていくことで、富岩運河を基軸とした新たな文化の創造を促進する。

《豊かで安心な住民生活のための土木技術を結集した施設》

→「土木技術を結集した富岩運河そのものの伝承」

《自然を克服し、自然を湛えた器》

→「自然の保全と復活による都市内自然環境の体験」

《郷土の歴史、文化がちりばめられた地域》

→「地域の歴史、文化の発掘・収集による地域文化の醸成」

富岩運河の活用を促進していくためには、活用の舞台となる基盤の整備や活用

の道具となる情報の整備が必要となる。これらの環境を創り出す支援の方策を提

案する。

《活用をより円滑、容易に実施するための、施設の整備や情報の提供》

→「活用を支援するハード、ソフト」

（図－１活用体系図参照）
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図－１　活用体系図

（２）技術的価値を活用した方策

「土木技術を結集した富岩運河そのものの伝承」のための具体的な方策を提案す

る。

活用方策 提案の背景 方策の内容

富岩運河の遊覧

船等の運航

船舶による運河や中島閘門の通航

は、水辺から運河を観ることができ、

運河の持つ価値について再認識でき

る。

また運河の問題点について考える

機会を提供する

・ 環水公園と中島閘門、もしく

は岩瀬地区までの遊覧船等の

運航

中島閘門、牛島

閘門の体験

中島閘門は昭和の土木建造物初の

国指定重要文化財であり、土木技術

を象徴する。

中島閘門、牛島閘門そのものの機能

を体験することにより、その価値を

再認識し保全、継承の意識を形成し

ていく。

・ 中島閘門、牛島閘門の遊覧船

等による通航

 運河を歩いて学

ぶ

 富岩運河沿いを歩き、富岩運河その

ものを観て触れることにより、運河

の価値やこれから必要なものが再発

見できる。

・ 運河ウォークラリーの開催

富岩運河

自然的価値の活用

自然の保全と復活に

よる都市内自然環境

の体験

歴史的価値の活用

地域の歴史・文化の

発掘・収集による地

域文化の醸成

活用を支援するソフト活用を支援するハード

周辺地域

技術的価値の活用

土木技術を結集した

富岩運河そのものの

伝承
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（３）自然的価値を活用した方策

「自然の保全と復活による都市内自然環境の体験」のための具体的な方策を提案

する。

活用方策 提案の背景 方策の内容

自然観察会の開

催

富岩運河では、すでに市民による

バードウォッチング、植物、生物の

観察会が行われている。

運河に生息する生物も含め、運河

が湛える自然は運河の持つ魅力で

あり、自然を維持し継承して行くた

めにもこの観察会の輪を広げる。

・ 運河周辺でのバードウォッチン

グ、植物、生物観察会などの開催と

継続

水上スポーツの

奨励

運河に産業の利用があった頃に

も、旧制富山高校ボート部の練習風

景があった。

現在では水上スポーツは一般に普

及しつつあり、実際に運河を利用す

る市民団体もある。

水上において運河を体験すること

は、運河の実情を知る機会であり、

また単一な水面に変化を生み出す。

・ カヌー・ボート競技、普及活動等

の実施と継続

・ 貸しボートの配備

多様な草木の植

栽

過去には桜並木などの景観があり

市民に親しまれていたことや、市民

の意見に花見や木陰が必要との意

見から、四季の花が咲き訪れるもの

を楽しませる空間、花の名所となる

空間をつくる。

・ 桜等、四季折々の花が咲く樹木の

植栽

・ 日陰となる高木の植栽

・ 地域住民の庭として植栽・育成の

促進

立山連峰の景観 立山連峰の景観は富山の重要な景

観であり、富岩運河周辺からも優れ

た景観を楽しむことが可能である。

このため、立山連峰を眺望できる

ポイントを視点場として活用する。

・ 立山連峰を水辺越しに眺望できる

視点場の選定と整備

魅力的な夜景づ

くり

現状では、富岩運河環水公園・運

河沿いの遊歩道は、夜間は暗く危険

な雰囲気もあり立ち寄りがたいと

いう意見もある。

このため、夜間の照明を工夫し、

安全、安心して散策できる空間と

し、美しい夜景を創造する。

・ 橋梁や構造物等のライトアップ

・ 散策路の創出

・ 水面を利用した映像演出

生物の生息環境

の維持

運河は自然河川ではないが多様な

生物が生息し、富岩運河の魅力の一

つである。

この生物の生息空間として運河の

環境を保全し、人と生物の共生が図

れる空間としていく。

・ 矢板護岸尻部への捨石、魚巣ブロ

ックの設置

・ 土堤部分の維持

・ 果実のなる樹種の植栽

運河の水質向上 運河のシンボルでもある水がきれ

いになることが重要な課題である。

水質の改善は短期間でできるもの

ではないが、水質向上の目標・指標

を持ち、自然の自浄作用能力、市

・ 産学の専門家による運河の水質向

上の研究・提案

・ 官民による水質向上策の提案と実

施

・ 変化が確認できるように継続した

水質、生物調査
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民

や産学の協力等により実施してい

くことが必要である。

・ 運河の水位を下げたイベント的な

清掃活動の実施

（４）歴史的価値を活用した方策

「地域の歴史、文化の発掘・収集による地域文化の醸成」のための具体的な方策

を提案する。

活用方策 提案の背景 方策の内容

郷土史勉強会の

開催

運河自身の歴史的価値に加え、周

辺には様々な歴史の痕跡、逸話が残

っている。

これらを活用し、富岩運河を中心

に郷土の歴史にふれる方策を講じ

る。

・ 郷土史家を講師に迎えた講義

・ 史跡を巡る歩こう会の開催

・ 運河に各史跡の案内板・案内標の

設置

・ 史跡へのアクセスルートの確保

馬場記念公園の

歴史、文化の発

掘

旧制富山高校やヘルン文庫、富山

市北部地域の歴史、文化を、その跡

地である馬場記念公園で学ぶこと

により、歴史を体感できる。

・ 旧制富山高校やその当時の地域の

歴史、文化を学習する教室の開催

岩瀬地区の町並

みの体験

岩瀬地区には古くは廻船問屋など

が多数あり、蔵などの立ち並ぶ統一

された美しさを持つ活気のある町

であった。

この地を体験し歴史的に持ってい

る価値を再発見する。

・ 岩瀬地区の歴史的町並みの体験

・ 北前船の歴史、文化の体験

（５）活用を支援するハード・ソフト

（２）～（４）にあげた各々の活用方策（案）をより円滑、容易に実施するた

めの、施設の整備や情報の提供が必要である。

そこで、これまで提案してきた活用方策を整理し、そのために必要な支援方策

を次のような観点から提案する。

①地域施設を活かした土木技術、歴史、文化の拠点づくり

　運河沿いの既存施設やその周辺、あるいは新たな施設を活かし、土木技術

や歴史、文化を保存し、運河の持つ価値を「学ぶ」拠点を整備する。

②拠点を結ぶ回遊性づくり

　運河を学びさらに「遊べる」よう、①の拠点を運河水面や公共交通機関等

を介してつなぐことにより回遊性が生れ、運河に新たな魅力を付与する。

③住民・利用者主体の活用組織づくり

　運河では地域住民、各種団体や組織により様々な活動が行われている。こ

のような活動団体が意見交換や連携できる総括的な組織をつくり、運河活用

の主体的組織とする。

④運河の知名度づくり

　運河をより多くの人々が再認識し興味を持つために、様々な情報の発信を

行い、または活用そのものが発信源となり、その知名度を向上していく。
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①地域施設を活かした土木技術、歴史・文化の拠点づくり

支援方策 提案の背景 方策の内容

富岩運河環水公

園の整備

富岩運河環水公園は、公園計画の

約５割が完成しており、今後の開発

余地がある。今後の整備により環水

公園を気軽に利用できる整備や木

陰等の周辺環境の向上を図る。

・ 水上活動を行う発着場整備

・ ステージの整備

・ 野鳥を観る場所の設置

・ 四阿や木陰ベンチの設置

・ 飲食販売等の許可・促進

馬場記念公園周

辺の整備

住友運河との交差や公共交通施設

に近接する、重要な節点である。

・ 馬場記念公園周辺と運河への連絡

路の整備等

中島閘門周辺の

整備

中島閘門は昭和の土木建造物初の

国指定重要文化財であり、土木技術

を象徴する。

この中島閘門を今後も保存してい

くと共に、周辺地において運河・閘

門を通じて富山の歴史を学習する

場の整備と新たな魅力を創り出す

ために、新たな生活スタイルの場を

提供する。

・ 富岩運河、中島閘門に関する中島

閘門資料館の建設

・ 世界中の運河、閘門の情報の展示

・ クラフトマンビレッジなどによる

運河と面した生活スタイルの形成

架替えに合わせ

た橋の景観資源

化

魅力的な景観を創出するために架

替え時にデザイン等に配慮する。

・ 景観テーマを持ったデザイン橋の

架橋

②拠点を結ぶ回遊性づくり

支援方策 提案の背景 方策の内容

アクセスと駐車

場の確保

運河及びその周辺において様々な

活動が行われる際に、運河へのアク

セスが容易となる施設の整備や案

内板等の設置を行うことと、駐車場

の確保、整備を進める。

［アクセス性の確保］

・運河へのアクセス標識等の設置

・富山駅の南側と北側の連携の強化

・運河周辺道路の整備促進

・廃棄自転車レンタサイクルの活用

・コミュニティーバスの駅北への延伸

・ 軌道の駅北地域への延伸

・ 公共交通機関からの動線を考慮

した運河の船着き場の配置

・ 運河沿いを歩く指標となる距離

標の設置

［駐車場の確保］

・隣接立地企業の遊休地を借用した駐

車場の確保

・既存駐車場の適正利用の促進

ブールバール、

親水広場のにぎ

わいの創出

富山駅北口から環水公園につなが

るブールバール、親水広場は、他に

類を見ない歩行者の空間であり多

様な可能性があり、運河へ人を導く

大切な窓口である。

ここから運河にかけにぎわいを創

出し運河へ人を導く。

・ カフェテリア、フリーマーケット

などの開催

・ イベント会場としての活用

・ パフォーマンスの練習場

 松川・いたち川

との水と緑のネ

ットワークの形

成

 松川、いたち川、富岩運河は水を

介してつながっており、それを活か

し駅北と駅南の回遊性を高める。

・ 松川、いたち川、富岩運河を結ぶ

水と緑の回遊路づくり
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③住民・利用者主体の活動組織づくり

支援方策 提案の背景 方策の内容

「富岩運河を愛

する会」の設立

富岩運河に思いを寄せる市民は多

い。現在個々に活動組織はあるもの

の意見交換や交流の仕組みがない。

今後の活用にはその統括的な組織

が必要であり、運河活用の主体的組

織となる。

・ 地元自治会、各種団体、民間企業、

学校、個人などを会員とした組織づ

くり

行政と市民のパ

ートナーシップ

の形成

富岩運河の活用は民間主導で行政

と協働で進めることより、市民はい

っそう運河に愛着を持ち、行政は市

民のニーズにあった施策で支援で

きる。

そのために、市民と行政が対等に

忌憚のない意見を交換する場をつ

くる。

・ 行政側に部局横断組織の形成

・ 行政側の組織と「運河を愛する会

（仮）」による協議会の開催

「富岩運河の日」

制定と運河清掃

まつり

市民・県民が年に１回は富岩運河

を思い出し、運河が主役になる日を

制定する。

また、この日に運河の一斉清掃と

そのあと運河を使って遊ぶ企画を

する。

・ 富岩運河の日制定

・ 富岩運河憲章の制定

達成すべき目標

の設定

水質の向上や運河の清掃などの活

動に、分かりやすく目安となるよう

な目標を設定し、取組みに継続性、

楽しむことができる。

・ 生物など象徴となり得る目標の設

定

富岩運河愛護ボ

ランティア制度

の制定

運河公園緑地維持、水質向上のボ

ランティア活動を行う団体を登録

し、その中で優秀な団体に対しては

顕彰制度を設け、この活動を支援す

る。

・ 顕彰制度の制定

・ ボランティア団体への斡旋、紹介

各研究機関や教

育機関との連携

運河の水質調査や、周辺地域の史

的研究など、専門的なアプローチが

必要である。

そこで大学、高校などの研究機関

に研究材料、総合的な学習の時間や

地域の生涯学習と連携し、富岩運河

を学ぶ、伝える体制をつくる。

・ 各種研究機関による運河研究

・ 運河を学習する会場の形成

④運河の知名度づくり

支援方策 提案の背景 方策の内容

運河シンポジウ

ムの継続的開催

富岩運河の現状や活用状況は市

民・県民に公開し伝え、広く参画を

求めていくことが大切である。

また、継続して開催し回を重ねる

ことにより、多彩な人々の参加・加

入により組織力の向上につながる。

・ 年数回のシンポジウムの開催
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富岩運河を軸に

した情報発信

富岩運河が様々なメディアに掲示

されることもあり、訪れる人は増え

ている。

しかし運河についてまだまだ情報

発信は不十分しており、運河及び周

辺地域の魅力の認知を高めていく。

・ 「運河利用ガイドマップ」の作成

・ イベントカレンダーの作成

・ 富岩運河での新しい企画の開拓

マスコットキャ

ラクターの設定

富岩運河を県内外に広く知らせ、

活動の指標となり且つ愛着を持つ

ために、マスコットキャラを設定す

る。

・ 達成すべき目標と連携したマスコ

ットキャラクターの設定

・ 地域からの募集し、地域で決定す

ることにより愛着が持てる

富山駅出口の名

称の変更

駅に訪れた人々に運河の存在を知

らせ、興味を抱かせることができ

る。

・ ＪＲ富山の出口を例えば「運河口」

などに変更する

富岩運河物語

（富岩運河誌）

の編集・出版

富岩運河の歴史と文化を後世に継

承するため、散逸している資料の収

集・編集・保存を行う必要がある。

・ 運河誌の編集・出版

以上の活用・支援方策中の施設等の関係については、図－２富岩運河及びその周辺施

設を参照していただきたい。
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図－２富岩運河及びその周辺施設
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４．提言の実施にあたって

4.1　役割分担
富岩運河には、運河を生活の一部とする地域住民、使用する市民、県民あるい

は各種団体組織及び運河を管理し環境を整える管理者（県、富山市）が存在する。

これまで提案してきた活用・支援の方策は、地元・使用者・行政が連携し、そ

の中で各々の役割分担のもと、協働して推進して行く必要がある。

4.2　段階的な実施
活用・支援の方策は、関わる者の役割分担のもと推進されていくが、これらが

地域に根ざした確実な活用となるためにも、中長期的な展望のもと以下のように

段階的に実施していくことを提案する。

● まず、

　運河沿いに居住する人々にとって、快適な空間となる活用をする

・ 「運河を愛する会」の設立や、継続的なシンポジウムの体制作りなど、活用

の中枢となる団体を築く

・ 基礎づくりの活動（運河清掃祭りなど）や、運河体験イベントを行い、人々

が運河に興味を持つよう進める

● さらに、

運河周辺施設を併用した、市民、県民の文化・イベント活動による交流に活用

する

・ 運河で活動する団体・機関との連帯を図り、相互の結びつきを強める

・ 運河沿いに活動の拠点が整備され、様々な活動がより拡充する

● そして、

 運河沿いに、水辺と一体となった富山の新しい生活や商業・文化活動が展開さ

れる

 ・ 富岩運河の魅力をより増やすよう、運河の景観を改善していく

● やがて、

市民・県民と行政が協力して様々な活動を進めて行くことにより、富岩運河が

魅力的な空間となり人々が集う

・ それは地域にとっての誇りであり運河を軸とした「まちづくり」となる
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4.3　当面の実施
これから本提言を実施して行くにあたり、現在行われている様々な活動が継続

されることもさることながら、まず、次のような方策を進めていくことを提案し、

富岩運河が有効に活用されることを切望する。

（方策例）運河シンポジウムの継続的開催、自然観察・郷土史勉強会の開催

～富岩運河をみんなで考え学ぶ場づくり

　富岩運河で活動する団体・機関、地域住民、行政が集まりお互いの活動を

知りさらに運河について学ぶ。それを継続することにより相互の連携と新し

い運河活用方策を見出すことができる。

（方策例）富岩運河の体験学習、水上スポーツの奨励

～富岩運河をみんなで体験する場づくり

　富岩運河を体験することは、運河を再認識し新たな発見と興味を持つこと

につながる。さらに継続することにより、多くの人が体験できる。

（方策例）「（仮称）富岩運河を愛する会」の設立

～富岩運河をみんなで活用する中心的な組織づくり

　富岩運河で地域住民や現在活動している様々な団体・機関を総括し、また

連携することにより、運河活用は大きな動きとなって、県内外に発信する。

それは各々の活動の拡充にもつながる。（図－3 体系図）

（仮称）富岩運河を

愛する会

沿線自

治振興会

各種活動

組織

県内外のボ

ランティア

行　政

県・富山市関係部局

富岩運河活用提言の実施

活用の実施

イベント、清掃活動、

シンポジウム開催　等々

…

富岩運河のにぎわい

自己評価構

想の見直し

連 絡

協 議

協力・支援

県民・

市民

関連企業・

事業所
協　力

支

富山市北部地域のまちづくり

図－３体系図

活 動
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資料篇

富岩運河の建設と利用の歴史

～富岩運河を巡る北部地域の変遷～

[運河の建設について]

□　前史

（東岩瀬港の成立）

● 17 世紀後半、洪水により神通川はそれまでの流れを東に変え、東岩瀬に流れ込

むようになる。東岩瀬が港町となる要因がつくられた。

● 元和元年（1614）、加賀藩前田氏は金沢城造営に際し、津軽・松前等よりの木材

その他の諸用品を移入するため、東岩瀬を藩指定の積卸港とする。

● 寛文２年（1662）には、宿場町としても指定される。

● 寛文 10 年（1670）に、加賀藩の御蔵が草島から東岩瀬に移され、神通川・常願

寺川沿いの年貢米が集められ、大坂に送られた。

● こうして、東岩瀬は港町・宿場町として発展し、河東七浦（神通川以東の７港）

のひとつに数えられるようになる。江戸時代後期には、北前船（バイ船）で活況

を呈し、道正屋馬場家・四十物屋森家などの回船問屋が活躍する。

● 安政年間には、400 石～200 石積みの船が５艘、200 石積み以下の船が 150 艘も

あったといわれる。また、天保年間に加賀の豪商銭屋五兵衛が藩の命を受け、加

賀・能登・越中の港を調べ、「港勢の殷賑なること越中岩瀬を以って随一」と報

告している。

● 北前船（バイ船）の賑わいは、明治の中期まで続く。

（神通川の改修・馳越線工事）

● 明治の中期、神通川はほぼ毎年のように氾濫し、富山の各町内は浸水被害を受け

ていた。

（富山市史、富山市役所発行、明治 42 年 9 月 29 日、復刻版）

・明治 23 年 10 月６日（52 町村、4,617 戸が浸水）・明治 32 年９月９日（50 町、3,715 戸が浸水）

・明治 24 年７月 19 日（61 町、5,124 戸が浸水） ・明治 33 年９月 28 日（12 町、246 戸が浸水）

・明治 24 年７月 22 日（４町が浸水） ・明治 35 年７月 13 日（10 町、366 戸が浸水）

・明治 27 年８月 11 日（27 町、1,912 戸が浸水） ・明治 35 年８月６日（５町が浸水）

・明治 28 年８月４日（27 町、1,010 戸が浸水） ・明治 36 年７月９日（23 町、2,807 戸が浸水）

・明治 29 年７月７日（５町等、194 戸が浸水） ・明治 36 年７月 22 日（８町、76 戸が浸水）

・明治 29 年７月 21 日（69 町、6,950 戸が浸水） ・明治 38 年６月 23 日（14 町、393 戸が浸水）



資料篇

- 17 -

・明治 29 年８月２日（60 町、4,843 戸が浸水）

● 富山県は、明治 28 年（1895）お雇い外国人技師デレーケを招請し、神通川の改

修計画を立案してもらう。この計画が馳越線工事として実施されることとなる。

● 明治 34 年（1901）１月から明治 36 年（1903）５月にかけて、富山県は馳越線

工事を行った。神通川の蛇行部を直線化するため、幅 120ｍ、長さ 1.6Ｋｍの水

路を新設した。両岸に堤防は設けられたが、流路は中央部に幅２ｍ・深さ 1.5ｍ

の細い水路を設けたにすぎなかった。洪水によって新しい神通川を造る工法であ

った。このため、次のような問題をはらんでいた。

● ひとつは「土砂を押し流す工法により、河口の東岩瀬港が埋まり水深が浅くな

る。」という問題であり、もうひとつは「直線水路によって神通川の流れが急に

なり、河口と富山市の船の往来が困難になる」ということであった。

（神通川の改修と東岩瀬港の近代化）

● 神通川の改修による河口の土砂堆積は、予想されていたように東岩瀬港の泊地を

浅くした。また、帆船から汽船の時代となって船も大型化しており、東岩瀬港で

は港外に停泊した船から艀を使って荷の積み卸しを行うような状況になってい

た。

● 大正３年（1895）８月、神通川はふたたび洪水にみまわれ、布瀬で破堤し、6,850

戸が浸水被害を受けた。

● この災害に対し、大正７年（1918）から昭和３年（1928）にかけて、内務省に

よる第一期修築工事が行われた。

● 地元実業家の米田元吉郎たちは、神通川の改修と東岩瀬港の改修を合わせて行う

よう、二度にわたる計画変更を請願し、河口部は川と港を分離するような工事が

実施され 1,000 トン級の船の接岸が可能となった。この工事により、現富山港の

原形ができあがった。

（富岩鉄道の開設）

● 明治 25 年（1892）に鉄道敷設法が制定され、全国の交通網は舟運から鉄道へと

切り替えられてゆく。明治 32 年（1899）には北陸線の富山駅が開業、同 40 年

（1907）には魚津まで開通し、現在の位置に富山駅が移転開業していた。また、

伏木港には明治 33 年（1900）に中越鉄道が連絡していた。東岩瀬町にとって、

港からの陸路（鉄道）をいかに確保するかが課題となっていた。

● 大正 12 年（1923）３月 15 日に地元の有志たちは、富岩鉄道㈱の発起人会を開

催し、同年８月 11 日に岩瀬浜で起工式を行った。大正 13 年（1924）７月 23 日、

岩瀬浜と富山口を結ぶ富岩鉄道が開通した。（富山駅につながるのは昭和２年
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（1927）のことである）

（旧制富山高等学校の開校とヘルン文庫）

● 大正 12 年（1923）に７年制の高等学校を設立するため、岩瀬で回船問屋を営ん

でいた馬場家六代目の道久の令室「はる子夫人」が当時の金額で１３４万円を寄

付し、現在の馬場記念公園の位置に旧制富山高等学校が開校した。

● 旧制富山高等学校の初代校長の南日恒太郎は、全国から優れた研究者を集め、富

山を文化の中心地とするために優れたコレクションが必要と考えた。馬場はる子

がヘルンの蔵書を買い取ることで、その蔵書を開校祝いに寄贈され、ヘルン文庫

として大正 13 年（1924）６月 10 日に開設された。この文庫を収蔵した図書館

は、山口文象設計のものであり昭和 10 年（1935）に完成した。

□　富岩運河の建設と北部地域の工業化

● 富岩運河は、昭和３年（1928）に富山市都市計画事業に決定し、昭和５年（1930）

６月より昭和９年（1934）７月まで工事が行われ、昭和 10 年１月に竣工式を以

て完成となった。

● 富岩運河は、昭和はじめ、富山の３つの課題を解決するために構想された。

①「明治の治水」の負の遺産である神通川の「廃川地」を活用して近代都市を建

設すること。

②東岩瀬港をさらに近代港湾にふさわしく 3,000 トン級の接岸可能な港とする

こと。

③豊富で低廉な電力を背景に東岩瀬港の背後地に一大工業地帯を形成すること。

● そこで富岩運河は、「富山駅との間に水運の便を拓き沿線に工場の立地を促進す

ること」「掘削した土砂により、神通川廃川地を埋立て、市街地を造成すること」

「土砂の一部により東岩瀬港の岸壁・ふ頭用地を造成すること」を目的とした。

● 富岩運河によって、富山市の都心部の形成がはじまり、北部地域には低廉な電力

を利用した工場が立地することとなる。第二次世界大戦前に立地した主要工場は

次のようである。（カッコ内は立地年・立地当時の主製品）

・昭和電工富山工場（昭和８年・1933、ｱﾙﾐﾆｳﾑ・ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ、元日満アルミ）

・日曹製鋼岩瀬工場（昭和 11 年・1936、合金鉄・電極・電気銑）

・日曹製鋼富山工場（昭和 13 年・1938、電気銑・特殊鋼）

・興国人絹パルプ富山工場（昭和 12 年・1937、人絹パルプ、元日曹パルプ）

・不二越東富山製鋼所（昭和 13 年・1938、特殊鋼）

・日本海重工業（昭和 15 年・1940、造船・修理、元日本海ドック）
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・鉄興社富山工場（昭和 15 年・1940、ソーダ、元保土谷化学）

● また、戦時下という特殊な時代背景もあり、東岩瀬港は、満州・中国・朝鮮との

対外貿易を強く意識した港であった。富岩運河開削後に開催された「日満産業大

博覧会」はその象徴的なできごとであった。

● 昭和 15 年には岩瀬運河と住友運河も開削され、戦後の復興期を経て運河及び北

部地域は産業の空間として活況をみせる。また、運河を利用した木材業が発展し

木材会社等も立地した。

□　北部地域の富山市への合併

● 運河の完成後、それに連動するように、現在の富山市北部地域の町村が富山市と

合併している。運河の完成後、東岩瀬港を中心とした地域と富山市には、各種の

工場が建設され、一体の地域となっており、一方で、大規模な港湾計画を具現化

するためにも合併が望まれた。東奥田村が昭和 10 年（1935）４月１日、東岩瀬

町、豊田村が昭和 15 年（1940）９月１日に富山市と合併し、富山市との結びつ

きが強化された。

□　富岩運河の役割の変化

● 高度成長期になると、交通手段の変化、電力料金の上昇、運河周辺の住宅地化で

環境問題が厳しくなるなど、工業の立地条件は低下し、工場は規模縮小や業種転

換・撤退などが進み、運河本来の利用がなされず水面貯木が多くなった。

● 昭和 54 年富山県は運河の埋立て方針を表明するが、昭和 59 年になり都市内に貴

重な水面を提供している富岩運河をまちづくりに活用するよう方針転換を行っ

た。

● 昭和 60 年以降、富岩運河の活用にむけ、「とやま 21 世紀水公園プラン（昭和 60

年）」「カナルパーク構想（昭和62年）」「ポートルネッサンス21計画（平成元年）」

「とやま都市ＭＩＲＡＩ計画（昭和 63 年）」などの計画が立案・実施され、現在

にいたっている。

● 駅北の再開発・環水公園の整備・運河環境の整備・カナル会館の整備・中島閘門

の復元・牛島閘門の復元などが行われ、富岩運河は富山市の新しい顔となりつつ

ある。

［富岩運河の利用について］
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□　産業の輸送路

● 富岩運河は、公用開始（昭和 10 年４月、1935）以来、日満アルミニウムの原材

料移入と上流より藁の搬出程度に過ぎなかった。

● 昭和 12 年に、日曹人絹パルプほか３工場が中島閘門上流左岸に立地し、活況を

呈するようになった。富岩運河沿いの工場は次の５つであり、特に中島閘門より

上流の３工場が、原材料の輸送に利用したと思われる。各工場は、運河に専用物

揚場を設け、港から艀を使って材料を運んだ。

　　　東岩瀬地区（日満アルミ、日本海ドック）

　　　閘門上流（日曹人絹パルプ、日曹富山製作所、日本海電気火力発電所）

● 昭和 12 年には、セメント・パルプ原木・鉱石類などの輸送が始まった。また、

昭和 27 年の資料によれば、富山港入貨量の３割にあたる石炭・コークス・パル

プ原木などが輸送されている。

● ここで、注目したいのは、日曹人絹パルプのパルプ原木が運河輸送の当初より主

要な貨物となっていることである。上流部の他の２つの工場は製鋼所と発電所で

あり、もうひとつの主要な貨物が石炭・コークスであったと思われる。

● 興人パルプがいつの頃まで原木輸送を行っていたか不明だが、運河の輸送の風景

はポンポン蒸気と筏が主役であったのではないかと思われる。

● 中島閘門の１日あたりの通航可能隻数は、36 隻から 48 隻程度と見込まれる。日

曹人絹パルプに勤めていた方の話によれば、１日に 30 回程度閘門を出入りする

船があったということである。したがって、昭和 10・20 年代は、輸送路として

活発に利用されていたと思われる。

（富岩運河（中島閘門）の通行可能隻数）

� 中島閘門の通航時間－午前７時より午後７時まで（12 時間）

○閘門通過の所用時間－15～20 分

○最大通航可能隻数　　　　48 隻＝12 時間×60 分÷15 分

○最小通航可能隻数　　　　36 隻＝12 時間×60 分÷20 分

● 富山港（東岩瀬港）では、木材の移入は早くから行われていた。昭和９年の移入

貨物量の第一位は木材である。昭和 23 年に北洋材の輸入がはじまり、急速にそ

の量を増やす。

● おそらく、昭和 30 年代から 40 年代にかけて、運河の輸送の主役が原木だけにな

ったのではないだろうか。昭和 47 年に住友運河の先端に木材団地が造成され、

運河は輸送路と水面貯木の場に姿を変えた。

● 昭和 48 年頃が、貯木利用のピークといわれ、オイルショック後は徐々に減少し
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ていったと考えられる。

□　住民の利用

（運河開設から昭和 30 年代頃）

● 富岩運河は、１時間に２～３隻の船が行き交う、のどかな空間であった。

● 沿川に住む住民は、その空間を自分たちの余暇時間を過ごす場所として活用した。

そして、船の輸送の姿や閘門の姿に自分の活動の想い出を重ね合わせ、みずから

の原風景をつくった。

「ふるさと風土記・富岩運河暮らし有情、北日本新聞、2000.3.1～4.24」より

① 漕艇

○ 旧制富山高校、「つるが」「ありそ」の２艇を所有、高校の側から河口までを往復、

昭和 25 年の廃校まで運河を練習の場とする。

○ 旧制富山中学、上野新橋から旧制富山高校裏までで活動、経費や練習時間の問題

から昭和 18 年に活動をやめる。

② 泳ぐ

○ 運河によく飛び込んで泳いでいた。（解田幸雄、56 歳）

○ 運河でよく泳いだ。（佐竹秀雄、71 歳）

○ 中島橋から運河に飛び込んだ。いかだの上を飛び歩き、運河に落ちたことがきっ

かけで泳げるようにもなった。（河崎浩之、68 歳）

○ まだプールのない時代で、運河で泳ぎを覚えた。（兜山直正、79 歳）

○ 女も下着で泳いだ。萩浦小橋からよく飛び込んだ。（菰原ひで、78 歳）

○ ５～６人で、富山港線から住友運河に飛び込み、両岸を泳いで渡った。（堀忠則、

59 歳）

③ 魚を捕る

○ 運河で魚を釣った。（佐竹秀雄、71 歳）

○ 中島橋から釣りを楽しんだ。（河崎浩之、68 歳）

○ 釣りもした。（菰原ひで、78 歳）

○ 運河ができてよく釣りをした。（早川正一、76 歳）

○ 閘門付近やがめ川との合流点で、毎日釣りをした。（下斗米道夫、58 歳）

○ 住友運河には冷たい水が自噴していた。石垣の石の間に藻がたくさん生え、魚が

たくさんすんでいた。富岩運河との合流点ではカワエビやシジミが捕れた。（山辺

光和、58 歳）

○ 夜に住友運河でわなを仕掛けて、ライギョやナマズを捕まえた。（堀忠則、59 歳）

○ 小学生のころ、住友運河やがめ川が富岩運河に合流する所で釣りをした。泳ぐ魚

が見えるほど水はきれいだった。（益山忠、55 歳）

④ 花見をする
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○ 「おじいさんは、春に桜のトンネルになる京都の琵琶湖疎水が好きで、それを見

本に上流から下流まで、桜を植えたんです。」昭和 10 年の春に、親類一同が船に

乗り込んで花見を楽しんだ。（米田寿吉、79 歳）

⑤ その他

○ 水面に浮かぶいかだの上に飛び乗っては、ふろの燃料にする木の皮をはぎ取った。

（佐竹秀雄、71 歳）

○ 運河に浮かんだ丸太に飛び乗って、バランスを取りながら回転させて遊んだ。

（佐竹茂一、81 歳）

○ ポンポン蒸気に乗せてもらって閘門を通過した。（河崎浩之、68 歳）

○ 富岩運河周辺は、旧制富山高校の寮生の散策地であった。（岡田良平、80 歳）

○ 船だまりにはハスの花が咲いていて、いかだを作ってレンコンを採りに行った。

（田中啓資、59 歳）

○ 運河に浮かぶいかだに飛び乗って遊んだ。（白石憲子、50 歳）

（運河の環境が悪化した昭和 40・50 年代）

○ 運河が貯木に占められ、排水などで環境が悪化しても、ザリガニ捕りをしたり隠

れ家ともなる冒険の空間であり、それぞれの子ども時代の想い出の一隅を飾って

いる。

「ふるさと風土記・富岩運河暮らし有情、北日本新聞、2000.3.1～4.24」より

① 漕艇

○ インテック漕艇部が、昭和 59 年から平成４年まで、富岩運河を利用する。

② 魚を捕る

○ 家にある釣り用の網を持ち出して、運河沿いでよくザリガニを捕った。（金沢祐

也、22 歳）

○ 中島閘門下流で沢ガニを捕まえて遊んだ。（坂本武志、25 歳）

○ 昭和 60 年～平成８年まで、釣り大会を開く。（ふるさとに豊かな水辺をつくる

会、平成９年以降は、馬場公園の歴史と自然を愛する会が引き継ぐ）

○ 岩瀬運河にはウグイやボラがたくさんいて、さおにパンを付けて釣りをした。

（日合幸晴、27 歳）

○ 幼いころ運河の周辺は雑草が生い茂り、隠れ家のような場所で、友達とザリガニ

捕りをした。（森崎一秀、22 歳）

○ 運河でカニやザリガニを捕まえて遊んだ。（松井智子、41 歳）

③ 花見をする

○ クラスで桜を見に行った。（坂本武志、25 歳）

④ その他

○ クラスで運河について調べ発表した。（坂本武志、25 歳）
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○ 30 年前から、冬の間、船だまりの野鳥を観察している。（酒井昌則、66 歳）

（運河の環境整備が進む昭和 60 年代以降）

● 昭和 60 年以降、環水公園の整備・運河の環境整備・カナル会館の整備・中島閘

門の復元・牛島閘門の復元などが行われ、運河は親水空間として生まれ変わった。

● 沿川の人々は、散策や軽い運動、自然にふれあう場として、富岩運河を利用し、

静水面をカヌーの練習や大会に利用する人々もいる。沿川の自治会では、講師を

招き自然観察会や歴史の勉強会も行われている。また、岩瀬運河はプレジャーボ

ートの基地として利用され、カナル会館ではフリーマーケットなどのイベントが

行われるようになった。

● 平成 13 年度の環水公園の利用状況をみると、結婚式や味覚市、おらっちゃマラ

ソン・富山まつり・サンホルフェスティバルなどの各種イベントが、春から秋に

かけて毎月開かれている。

● また、「オペラ・アイーダの野外公演」や「運河サミット」なども行われ、富岩

運河は富山の文化の発信地としての顔を持つようになってきた。
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富岩運河の持つ価値（富岩運河の建設と利用の歴史のまとめ）

　以上のように富岩運河の建設と利用の歴史は、われわれの先人がこの富山とい

う地に住み、恵みと脅威を同時に与えた自然と、先人が英知を持って向かい合っ

たことにより始まり、以来、地域と技術と自然との関わり合いのうちに作られた

物である。富岩運河の持つ価値はその時々によって変わってきた。では現在、わ

れわれにとって富岩運河はどのような価値があるのだろうか。富岩運河の持つ価

値、特徴を以下のように整理した。

《自然を克服し、自然を湛えた器：自然の象徴》

○ 富岩運河は天然の河川ではないが、完成後の長い年月は多様な動植物の生息を可

能にした。この都市内に残された二次的な自然としての富岩運河は、われわれに

癒しを与えてくれると共に、人と自然のあり方を問いかけ、再認識させてくれる

自然の象徴としての価値を持っている。

○ 富岩運河が建設される前、神通川は富山市にとって、洪水を引き起こす過酷な自

然であった。馳越線の工事によって、洪水の危険は遠のくと同時に、市街地に隣

接した自然の水辺は松川を残すのみになった。そして、残された廃川地が契機と

なり、再び都市の中に富岩運河という水路が設けられることとなった。

○ 運河は、人工の水路であるから、流量が安定して緩い流れを持つ。これは、自然

の神通川に比べて、住民にとって扱いやすい・親しみやすい水路と感じられたに

違いない。そして、扇状地の伏流水が船だまりや住友運河の先端から清流を自噴

し、潮の干満によって豊かな魚種が生息し、護岸部の石積みも生物の生息を容易

にする、という条件が整い、人工の水路は、おそらくそれほどの年月を経ること

なく、二次的な自然となった。沿川の人々は、先に利用の歴史でみたように、釣

りや泳ぎを楽しみ、富岩運河を原風景とした。

○ その後、運河本来の役割が消失し、工場排水や生活排水による水質汚濁が進むと、

二次的な親しみやすかった自然は、荒れて見捨てられるようになった。しかしな

がら、子供たちにとっては、ザリガニ捕りをする冒険の場所であり、野鳥にとっ

ては人の来ない安息の水辺であった。

○ 富岩運河は、建設から 60 年余り、保存整備から 20 年近くを経過した。現在で

は、遊歩道や、環水公園が整備され、人々がこの自然に触れるための環境が整い

つつある。そして今後、都市内に「自然を湛えた器」として残る富岩運河の価値

は、人間にとってなじみやすい自然であるがゆえにますます大きくなっていくだ

ろう。富岩運河は、われわれに癒しを与えてくれると同時に、われわれも自然の

一員であることを再確認させてくれる力を持っているのだから・・・・

《豊かで、安全な住民生活のための土木技術を結集した施設：技術の象徴》

○ 富岩運河は、昭和初期の土木技術の結集であり、平成の復元・保存の技術によっ
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て、目に見える形で存在している。豊かで、安全な住民生活のための技術と地域

の関わりを見ることができる富岩運河は、われわれにとって技術とはを何である

かを教えてくれる技術の象徴としての価値を持っている。

○ 土木技術は、本来、その地域の産業・生活・文化を向上させることを目的に、必

要とされる社会資本を整備する技術である。その中には、当然、整備するための

構想や計画の技術も含まれる。富岩運河は、富山県が近代化を成し遂げるため、

一石三鳥の効果を果たすよう計画されたものであり、北部地域の工業発展と富山

都心部の形成という目的を都市計画という技術を用いて解決した特長を有する。

○ 富岩運河は、神通川に平行に築造されたという特長を持つ。これは、神通川が急

流であり、船を通すには安定した水路と水深を確保することが難しく、運河とし

ての機能を持ち得なかったためである。近代的な船で富山港から富山駅付近まで

の輸送路の確保には神通川に平行した運河が必要となった。

○ 富岩運河は、土木技術が人力と機械力の合作となった時代に建設された。中でも、

水位差 2.5ｍを調節する中島閘門は、その象徴である。中島閘門は復元され、国

の重要文化財としての指定を受けた。その評価は、次の３点である。

①富岩運河は、近代富山市の都市的骨格形成に大きく貢献し、わが国都市計画史上価値が高い。

②石、コンクリート、鉄筋コンクリートを適所に使い分けた構築技術は昭和初期の土木施工技

術の完成度の高さを示す。

③県の整備事業により閘門の動態的な保全が図られたことは、歴史的土木施設の保存活用の事

例として評価できる。

○ 富岩運河が、中島閘門や牛島閘門をその象徴として、往時の姿のまま現存してい

る。しかも動態保存によって、運河本来の機能を活用することができる。これは

われわれにとって、富山市の形成についての歴史を確認する本物の遺産が残され

たことを価値し、土木技術と地域の関わりの本来の姿を思い起こさせてくれる。

スクラップ・アンド・ビルドだけではない都市づくりの手法が常に身近にあるの

だから・・・・

《地域に散在する先人の生活、記憶を繋ぐ鎹：地域の象徴》

○ 富岩運河を中心とする付近一帯の地域には、岩瀬地区、馬場記念公園周辺など、

北部地域の歴史的資源や先人の知恵が散在している。富岩運河は、これら散在す

る地域の歴史、文化を繋ぎ、地域に生活や記憶の象徴としての価値を持っている。

○ 富岩運河を起点として、富山の地域づくり・都市づくりの歴史が、奥行きと広が

りをもって見えてくる。

○ 東岩瀬のバイ船文化は、江戸時代の日本海沿岸の活発な貿易とそれによってにぎ

わった岩瀬の町を彷彿とさせる。運河建設後に開かれた「日満博覧会」は、大陸
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との繋がりの夢を抱かせる。旧制富山高校とヘルン文庫には、先人たちが富山を

文化の中心地にしようとしたロマンが感じられる。

○ 富岩運河は、現存することにより、富山港・神通川・松川・富山都心部・鉄道・

道路・橋などの歴史を、すべてひとつの軸に綴る「場所の力」を持っている。そ

こに見えてくる先人たちの、発想・構想・行動力・組織力は、われわれに勇気と

励ましを与えてくれる。また、富山の文化の豊かさを教えてくれる。

○ 現在、富岩運河を舞台にわれわれは、カヌーを楽しみ、野外演劇を上演し、季節

の自然に触れ、かつてのように中島閘門を上下し、いろいろな試みを行っている。

産業の基盤施設としてだけではなく、レクリエーション活動や学習・文化活動に

よって活用することを始めた。先人の遺産を引き継ぎ、われわれの生活に活かし、

新たな歴史を生み出すことがわれわれの役割だから・・・・
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共同宣言：全国運河サミット inとやま

　平成 11 年 8 月 26 日に開催された全国運河サミット in とやまでは、共同宣言

が採択された。

共　同　宣　言（全国運河サミット in とやま）

　運河は偉大な先人たちの叡智と汗の結晶として、幾多の困難を克服し、誕生した。

　運河には、それぞれの生い立ちがあり、時の流れの中で、舟運を通じ、産業を育て、

人々のくらしとも身近に関わってきた。

　運河の中には、すでにその役割を終えたとして、埋め立てられたものもある。

　しかしながら、今日、富岩運河の起点に集まったわれわれは、全国各地の運河の歴

史や魅力、そこで活躍する人々の目覚ましい成果に触れ、改めて運河の素晴らしさや

その有する大きな可能性について確認することができた。

　ここで、われわれは、三つの目標を掲げ、連携してその達成に向け努力することを

宣言する。

一　運河が過去の先人たちからの貴重な贈り物であることを深く胸に刻み、未来への

遺産として確かに引き継いでいくことを誓う。

二　舟運のためのインフラとして、また、まちづくりや観光の資源として運河のもつ

限りない可能性を未来に拓くことを誓う。

三　今日、富山の地で結ばれた運河のネットワークをより強く大きなものとすること

を誓う。

平成 11 年８月 26 日　

全国運河サミット参加者代表

○ 音戸町長　中野　孝義
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富岩運河活用検討委員会設置要綱

（目　的）

第１条　富岩運河の利活用を図り、地域に賑わいを生み出す方策を検討するため、

「富岩運河活用検討委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　委員会は次の事項について検討を行なう。

　（１）富岩運河の施設及び水面の利活用に関すること。

　（２）運河周辺施設の利活用に関すること。

　（３）その他第１条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

  　

（組　織）

第３条　委員会は委員８名以内で構成する。

２　委員は、富岩運河の歴史、文化や地域の活性化策等について、高度な知識と豊富

な経験を有する者のうちから知事が委嘱する。　

３　知事は、高い専門性を有する者のうちから必要に応じて、顧問を委嘱することが

できる。

　  

（委員長）

第４条　委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

　  

（会　議）

第５条  委員会の招集は委員長が行ない、委員長が議長となる。

２　委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見又は説明を聞くことができる。

３　委員会は、委員の半数以上の出席により成立するものとする。

（庶　務）

第６条  委員会の庶務は、富山県土木部港湾課において処理する。

（その他）

第７条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。

  　附則

  この要綱は、平成１４年　３月　１日から施行する。
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富岩運河活用提言書が策定されるまでの経緯

平成 14 年 3 月 ●富岩運河活用検討委員会の設置

3 月 1 日 ●第 1 回富岩運河活用検討委員会の開催

・船上からの現地視察

・現状の整理と活用の方向性についての意見交換

3 月～4 月 ○アンケート調査

・地域住民へのアンケート調査

・運河来訪者へのアンケート調査

5 月 16 日 ●第 2 回富岩運河活用検討委員会の開催

・アンケートや、ヒアリングを踏まえた、富岩運河の現状とニーズの確認

・富岩運河の位置づけと活用の考え方の検討

７月 15 日 ●第 3 回富岩運河活用検討委員会の開催

・運河の持つ意味・特徴の整理

・活用の方針の検討

・運河活用体験会、シンポジウムについて

10 月 13 日 ○運河活用体験会の開催

富岩運河をより広く、多くの人々に知ってもらうため、活用委員会で検討さ

れていた活用例を基に運河を体験するイベントを実施した。

・小型船による中島閘門、運河の通航

・カヌー体験会、ボート教室

・運河に関するパネルの展示

・自治会による屋台の出店

10 月 27 日 ○運河シンポジウム、小型船による水上体験の開催

地域住民に、運河を知り、関心を持ってもらうと共に、運河の活用に対する

意見を聞くことなどを目的に、小型船による水上体験と、運河シンポジウムを

実施した。

・「柳川堀割物語」の上映

・パネルディスカッション

・会場との意見交換会　等

 3 月 15 日 ●第 4 回富岩運河活用検討委員会の開催

・ 富岩運河活用提言書の取りまとめ
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富岩運河活用検討委員会名簿

委　員 所　属

石坂　兼人 （社）富山青年会議所　副理事長

重松　栄一 みずすましの会　代表

白井　芳樹 （財）道路空間高度化機構　常務理事

高澤　裕正 （株）北陸プレート　代表取締役社長

花柳　松香
富山商工会議所女性会　常任理事

日本舞踊家

羽根　由 （株）生活ネット研究所　代表

堀田　良男
砺波市教育委員長

前（財）富山勤労総合福祉センター　専務理事

山下　隆司 （株）シー・エー・ピー　代表取締役社長

顧　問 所　　属

木本　英明 （社）日本港湾協会　理事

吉崎　四郎 富山県文化行政推進顧問
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