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都⼼心部の整然とした街並みに⼀一部斜めの道がある 
飯⽥田街道・駿河街道 

テレビ塔付近から東側の部分 ⻄西は伝⾺馬町通りを経て札の辻に⾄至る 
 

名古屋の街の不不思議 

 

碁盤の⽬目状の街区の真ん中に寺がある 
錦2丁⽬目・3丁⽬目界隈 

なぜわざわざ真ん中に寺があるのか その周りは何があったのか 
 

 

徳川園にある蓬左⽂文庫の名の由来は 
熱⽥田神宮 

名古屋の別名である 蓬莱の伝説とは 
  名古屋のテレビの天気予報だけに⾒見見られる特徴とは 

ＮＨＫテレビの天気予報 
関東・近畿では⾒見見られない 地理理的な原因・歴史的な原因 

 

ＪＲ名古屋駅はなぜ線路路が南北北に通っているのか 
東海道線と武豊線の関係 

吉⽥田録在の判断 武豊線が先に出来た理理由 
  100メートル道路路はなぜ幅が100メートルになったのか 

久屋⼤大通の造られた経緯 
⽥田淵寿郎郎の考え 江⼾戸時代の町割りの名残り 
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名古屋の古代における地勢的位置付け 

関⻄西 関東 の語源 
伊勢の鈴鈴⿅鹿鹿     東海道 
美濃の不不破     東⼭山道 
越前の愛発（あらち）北北陸陸道 

三⼤大関所(三関)の東側⻄西側を指す 

⼤大宝元年年(701)に制定された⼤大宝律律令令(たいほうりつりょう)で、三関(さんけん)が定められた。  

熱⽥田 蓬莱⼭山(島)説 
神仙思想不不⽼老老不不死の神仙が住む 
始皇帝「徐福」を蓬莱島へ派遣 
唐⽞玄宗へ熱⽥田明神楊貴妃を派遣 
安禄⼭山の反乱で最期を遂げ  
熱⽥田明神となり熱⽥田へ戻る 

かつての五輪輪の⽯石塔は楊貴妃の墓 

⽇日本武尊伝説(東征) 
伊勢神宮の「天の群雲の剣」を叔
⺟母の倭姫命（やまとひめのみこ

と）から授かり 
宮簀姫が「草薙の剣」を祀い 

熱⽥田神宮を建てる 
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秦の始皇帝 
２２００年年前 

⽇日本武伝説 
１９００年年前 

弥⽣生時代 
３０００〜～ 

２５００年年前 

三内丸⼭山遺跡 
縄⽂文中期末葉葉 
４０００年年前 
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⼤大宝律律令令 
１３００年年前 

★ ★ ★ ★ ★〜★ 



ＮＨＫ天気予報に⾒見見られる名古屋の特徴 
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近畿地⽅方 関東地⽅方 

東海地⽅方 



A 

名古屋城外堀と街道の配
置 

１ 

２ 
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⽚片端 

⽚片町 

札の辻 

 
 

伝⾺馬町筋/本町通 



▼広⼩小路路通 ▼伝⾺馬町筋 桜通▼ 

本町通 

⻑⾧長者町通 

伏⾒見見通 
⽇日銀 延命院 

桜天神 

福⽣生院 

常瑞寺 

× × 

福泉寺 

× 

× 

× 

聞安寺 

錦通▼ 

錦2丁⽬目 

A 札の辻 

▲(⽚片端筋) 

(御園町) 

▲(堀切切筋) 
九切切 

(久屋町) 

⼠士切切 

計九九区画 

城下の碁盤街 
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× ○ 
⾄至誠院 

○ 
教授寺 

× 

× 

○ 
⻑⾧長円寺 

× × × × 

× ○ 
朝⽇日神社 

× 



当時の城下町は、⾦金金沢をはじめ、狭い
⼩小路路・T字路路・鉤形路路の複合型が⼤大勢 
直線路路の交差する名古屋城下町は異異例例
であった。 
福井町(本町4丁⽬目)町割りは、⽥田舎間
(⼀一間＝六六尺)⼀一丁６０間正々⽅方々型で
なく京間(⼀一間＝六六尺五⼨寸)⼀一丁５０間
正々⽅方々型である 
町割内の宅宅地割りは１町割が４つの街
路路に囲まれそれに⾯面して４つの町が置
かれ街路路を挟んで相対する同型の区域
で⾏行行政上の１町を構成していた(杵型)。
そして、中央に⼀一定の空き地が置かれ
ていた。 
城下町の１町割内の中央の空地につい
て、江⼾戸城下町では｢会所地｣といい、
下級役所などの会所や集会所の⽤用地に
充てられていた。 
名古屋城下町では、専ら寺院に払い下
げられ市⺠民の信教、ないしは、集会の
場とされていた。が⼀一朝有事には、そ
こを兵員・軍⽤用資材の隠蔽場所、住⺠民
の避難場所に想定していたと認められ
る。 
名古屋城下町は、奈奈良良・京都といった
古都は別として、全国にもその⽐比を⾒見見
ない、誇るべき⼤大規模のものであり、
しかも徳川家康⾃自らが造成に意欲を燃
やしたという歴史がある。 

５０間 

15間 15間 20間 

10間 20間 20間 

15間 

15間 

20間 

南 

北北 

｢名古屋の地名｣⽔水⾕谷盛光著 中⽇日新聞本社刊 より 

卍 通 

筋 

名古屋城下町の町割と宅宅地割り 
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碁盤⽬目の街 
 

京都＞名古屋＞⼤大阪 
６０間 ５０間 ４０間 
  ７９４年年 １６１０年年 １５８３年年 
無空隙  会所地 背割り 

呉服町 呉服町 

東 

伊勢町 

⻄西⿂魚町 

⻄西⿂魚町 

砥屋町 

砥屋町 

⻄西 



明治２４年測量  
枇杷島31年修正 
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1889年年（明治22年年）広⼩小路路通⻄西延伸
の上東海道線開通（新橋ー名古屋ー
神⼾戸） 

都市の⾻骨格と 
      時代的変遷 

1898年年（明治31年年） 
名古屋電気鉄道により 
名古屋市電（なごや 
しでん）開業 

本 
町 
通 

久 
屋 
通 

御 
園 
通 

伝⾺馬町筋 

1886年年（明治19年年）5⽉月1⽇日 
名護屋駅開業（ー熱⽥田ー武豊間） 

1900年年（明治33年年） 
中央⻄西線（現、中央本線）乗⼊入れ 
1937年年（昭和12年年） 
国鉄名古屋駅が移転開業 東洋⼀一 
北北⻄西へ500mほど移転 桜通の開通 
1938年年近鉄1941年年名鉄名古屋駅完成 

1892年年（明治25年年）濃尾地震後 
駅倒壊の為現在の笹島交差点付近から 
200mほど北北に再築 

1957年年（昭和32年年）11⽉月15⽇日 
名古屋市営地下鉄1号線が 
名古屋〜～栄町（現在の栄）間開業 

錦 

桜通 

1963年年（昭和38年年） 
100M道路路(久屋⼤大通･若若宮⼤大通)完成 

若若宮⼤大通 

広⼩小路路 
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1893年年（明治26年年） 
関⻄西鉄道（現、関⻄西本線）乗⼊入れ 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/1898%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%89%84%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/1886%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1886%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%881%E6%97%A5
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%9C%AC%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1892%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1892%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8815%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8815%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8815%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8815%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1892%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1892%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1892%E5%B9%B4


東海道 

名古屋 
熱⽥田 

中⼭山道 

武豊 

桑名 

⼤大垣 
岐⾩阜 

名古屋駅と東海道線の成⽴立立ち 

＋ 

東海道 

中⼭山道 
武豊線 

中⼭山道 
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久屋⼤大通り＜１００Ｍ道路路＞の幅員とは 
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■区成⽴立立(中東⻄西南） 
1908年年（明治41年年） 
 
 ■100m道路路完成 
1963年年 (昭和38年年） 

⻄西⿂魚町うおまち 
伊勢町いせまち 
呉服町ごふくちょう 
研屋町とぎやまち 
 

■住居表⽰示の実施 
1964年年〜～(昭和39年年〜～） 
1966年年（昭和41年年） 

昭和２９年製 

■瀬⼾戸線新栄駅開通 
1978年年（昭和53年年） 

■市電全⾯面廃⽌止 
1974年年（昭和49年年） 



碁盤割の中で飯⽥田街道が特別な存在である証 
岡崎との連携と[杁中]の地名の理理由 

駿河町から平針までのルートに隠された意味とは 
 

名古屋の街の不不思議 中級編 
 

碁盤割の道の呼び名に「通り」と「筋」がある 
⼤大阪の街との⽐比較 

名古屋と⼤大阪では縦横が違うその理理由 

碁盤割の「通り」が真北北に向いていない 
凡そ５度度反時計回り（⻄西向き）に振れている 

本町通の道程が⼤大須の南からカーブしている理理由 
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碁盤割の北北の街区が縦に⻑⾧長い理理由 
外堀沿いの武家屋敷 町⼈人⻑⾧長屋を背にした武家屋敷 

なぜ北北の2街区だけが縦⻑⾧長なのか ⽚片端という呼称の理理由 

⼤大須観⾳音はなぜ尾張四観⾳音ではないのか 
[お囲い堤]の存在と⾵風⽔水以外の理理由 

⼤大須観⾳音の秘宝への配慮と防衛都市名古屋の壮⼤大な計画 
 

碁盤割の中に今も旧町名が残されている場所がある 
中区と東区の区境である久屋⼤大通と広⼩小路路の違い 

旧町名と住居表⽰示の表⽰示⽅方法の違いと 旧町名への拘りの結果 



現在の⼤大阪市街 

８００m 

北北 

北北御堂 

ミナミ 

キタ 南御堂 

本 
町 
通 

御堂筋 
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１１ 

⼤大阪城 
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現在の名古屋市街 

８００m 

北北 
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名駅 

⼤大須 

本 
町 
通 

栄 

広⼩小路路 

⻄西別院 
東別院 
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１
０ 

名古屋城 
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駿河⼝口 飯⽥田街道(駿河街道)  
  
伝⾺馬橋筋を東へ  
駿河町→平針→(岡崎)→⾜足助→飯⽥田へ 
 

熱⽥田⼝口 美濃路路  
本町筋を南下  宮宿･宮の渡し東海道へ 
 
 

A 

４ 

３ 

名古屋城と街道の配置 

５ 

枇杷島⼝口 
美濃路路 
  

伝⾺馬橋→四間道→ 
枇杷島橋→起宿から 
渡し 中⼭山道へ 

１ 

２ 
⼤大曽根⼝口 下＜した＞街道(善光寺 
      街道･瀬⼾戸街道)  
⼤大曽根村→⼭山⽥田村→⼭山⽥田の渡し 
(⽮矢⽥田川)→勝川の渡し(庄内川)→ 
中仙道へ 

清⽔水⼝口 上街道(稲置街道･⽊木曽街道)  
下御深井[御庭] 

（ｼﾀｵﾌｹ） 

札の辻 
A  伝⾺馬会所 1613年年 
   ⾼高札場  1644年年 
    ⾶飛脚会所 1665年年 

五⼗十間×五⼗十間 
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九切切×⼗十⼀一切切 

下御深井跡 

五⼗十間×七⼗十間 

約５度度 

真北北 



A 

名古屋城外堀と街道の配
置 
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⽚片端 

⽚片町 

札の辻 

 
 

伝⾺馬町筋/本町通 



名古屋の地形と街の配置 

名古屋城 

熱⽥田神宮 

１８世紀 

那古野城 
⼤大永年年間（1521年年 – 1528年年）に 
今川⽒氏親が尾張進出の拠点として、
熱⽥田台地（名古屋台地）の⻄西北北端に
築城した「柳柳の丸」を起源とする 
＜清洲（織⽥田家・⻄西⽅方）への備え＞ 

名古屋城 
徳川家康が１６１０年年より天下普請

で築城を始める。 
⼤大天守が完成した１６１２年年、城下
の地割、町割も始まり、平⾏行行して清
須城下をそっくり名古屋城下 

 へ移す「清須越し」も始まった 
＜⼤大阪（豊⾂臣家・⻄西軍）への備え＞ 
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清洲城 
□ 



御囲い堤で泣いた美濃 
 

江⼾戸時代の初期１６０８年年（慶⻑⾧長１３年年）には、⼤大坂城に 
余勢をもつ豊⾂臣秀頼をはじめ⻄西軍⼤大名の侵略略を防ぐという 
⽬目的で⽊木曽川左岸に徳川御三家の尾張の国を取り囲むように 
徳川家康の命令令により、約４８ｋｍの「御囲い堤」という 
⼤大堤防が造られ、これは尾張の国を洪⽔水から守る役割をも 
果たした。 
これは⽊木曽川の左岸にある愛知県の⽝犬⼭山市から弥富町までで、
尾張藩は対岸の美濃藩に対して「美濃の堤は尾張の堤より 
３尺低かるべし」として、⼤大堤を作らせないようにしたので 
ある。それにより美濃の国では、この地域の⾃自衛⼿手段として 
輪輪中（わじゅう）造りが発展することになった。 

弥⽣生時代までは海だった濃尾平野 
 

濃尾平野の⼤大地は、古くから東⾼高⻄西低の形になっており、 
平野を流流れる河川は⻄西に集まり、養⽼老老⼭山脈に押しつけられる
ように流流れていた。およそ６０００年年前の縄⽂文時代には、 
伊勢湾は⼤大垣あたりまで広がっていた。 
その後⼭山間部からの推積作⽤用が活発となり海は次第に浅くな
り、沖積平野が形成されたと⾔言われている。 
今から１５００年年前には標⾼高５ｍまでが海で、濃尾平野と 
⽊木曾三川の原型が形成された。 
しかし⻑⾧長良良川・⽊木曽川・揖斐川が網状に流流れていて洪⽔水の度度
に川の形を変え暴暴れていて、いったん洪⽔水が起こると、⼀一つ
の地域が三つの川の被害を受けていた。 
⼈人々は、弥⽣生時代くらいからこの地に住みはじめ、それと同
時に⽔水との戦いも始まったのである。 
 
 

⽝犬⼭山市 

「御囲い堤」の存在意義 

御囲堤 
(1608〜～09) 

⽝犬⼭山市 

桑名市 

熱⽥田神宮 
宮の渡し 

御囲堤 
名古屋城 

彌富市 

彌富市 

名古屋城 

⼤大須 

⼤大垣市 

● 

⼤大垣市 

○ 
○ 

● ○ 
中仙道 

桑名市 
熱⽥田神宮 

東海道 
東海道 

○ + ○ 
不不破の関 

愛発の関 
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○ 

○ 

○ 

○ 

宮の渡し 

● 
鈴鈴⿅鹿鹿の関 



１７世紀中頃の名古屋 

名古屋井熱⽥田図(214cm×304cm) 徳川美術館蔵 
寛延元(1748)年年以降降 宝暦13(1763)年年の間 
7代宗春の娘｢頼君様御屋敷跡｣ ｢寺社奉⾏行行所｣ 

(三の丸) ｢学問所｣＝後の藩校｢明倫倫堂｣ (⼱巾下⾨門外) 
藩⼠士 吉⾒見見⼤大膳⼤大夫、津⽥田兵部の屋敷 等から特定 

｢太陽ｺﾚｸｼｮﾝー城下町湖地図散歩2｣10〜～11ﾍﾟｰｼﾞより転写 

名古屋の歴史 
名古屋城 

１６１０年年〜～１６１２年年築城 
清洲越し 

台地状の地形を元に構成（JR東海道・中央本線で囲まれた部分） 
⻄西は台地の際に堀川を開削.築城ルートとなり 

周囲は材⽊木海産物関連の町となる 
徳川家康（江⼾戸1606年年・駿府１６０７年年・名古屋１６１０年年）最新の城下町 

碁盤の⽬目・⾏行行⽌止り（クランク）が無い 
広⼩小路路までの１丁⾓角99区画が町⼈人の住む城下町  

南は東海道熱⽥田（宮の宿）からの進⼊入路路 
東は飯⽥田街道・岡崎⽅方⾯面からの進⼊入路路 
防御上の理理由で南と東に寺社を集積した 

伝⾺馬町通りが在る札の辻は両⽅方⾯面更更に美濃⽅方⾯面からの合流流点であった  
本町通との交差点南⻄西に⾼高札所があった 
中⼼心軸は城と熱⽥田を南北北に繋ぐ本町通り 
名駅と栄を東⻄西に繋ぐ広⼩小路路通り 

昔は⽕火災延焼を防ぐ⽕火除け地・広場機能を担う 
JR駅の新設，市電の開通により本町通の賑わいは広⼩小路路通りへ移る 

現在は広⼩小路路通りが東⻄西繁華街を結ぶメインストリート 
⼤大須は万松寺が移転し７代宗春の時代に興⾏行行等で栄えた 

本町通を挟んで東⻄西に本願寺別院がある 
⼤大須観⾳音は⽊木曽･⻑⾧長良良川間の⼤大洲から家康が移転させた別格の観⾳音 

名古屋五⼝口：清⽔水⼝口は⽊木曽街道（藩営の上街道） 
⼟土居下(鶉⼝口=⾮非常⼝口)城外脱出を助ける同⼼心の住む所であった 
⼤大曽根⼝口は善光寺街道、駿河⼝口は飯⽥田街道･駿河街道･岡崎街道、 
熱⽥田⼝口は東海道・佐屋街道、枇杷島⼝口は美濃街道への接続 

各街道が川を渡る⽮矢⽥田川橋、熱⽥田橋、尾頭橋、枇杷島橋を守るように 
尾張四観⾳音：⻯竜泉寺観⾳音,笠笠寺観⾳音,荒⼦子観⾳音,甚⽬目寺観⾳音 

が配置されているのが分かる 

１清⽔水⼝口 
２⼤大曽根⼝口 

３駿河⼝口 

４熱⽥田⼝口 

５枇杷島⼝口 

○ 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● ● 

名古屋五⼝口 尾張四観⾳音 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

□ 

■ 

□ 

⻯竜泉寺観⾳音 

⼤大須観⾳音 

笠笠寺観⾳音 

荒⼦子観⾳音 

甚⽬目寺観⾳音 

興正寺 

清洲城 
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岡崎⽅方⾯面 



●：尾頭橋 ● 
荒 
⼦子 
観 
⾳音 

佐屋街道と荒⼦子観⾳音の位置関係 

堀川 
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名古屋五⼝口に関連する街道 
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杁中の意味とその⽬目的 
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東区と中区における名古屋の旧町名への対応の違い 

◉愛知淑徳⼥女女学校中学校・⾼高等学校 
1905年年（明治38年年) 名古屋市中区⻄西新町 
に、愛知淑徳⼥女女学校が設⽴立立。 

●⽇日本キリスト教団名古屋中央教会： 
〒461-0009 名古屋市東区久屋町8-6 
●名古屋栄ビルディング： 
〒461-0008 名古屋市東区武平町５丁⽬目１ 

●中部電⼒力力本店： 
〒461-8680 名古屋市東区東新町1丁⽬目 

○NTT 栄ビル北北館： 
〒460-0002 名古屋市中区新栄町2-10                                                                                                                                                 
○ノリタケ栄ビル： 
〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-1  
○明治安⽥田⽣生命名古屋ビル： 
〒460-0004 名古屋市中区新栄町1-1 

●：東区に属する町名 
○：中区に属する町名 
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昭和１０年発行 

． 
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東区と中区における名古屋の旧町名への対応の違い 参考編 

●中部電⼒力力本店： 
〒461-8680 名古屋市東区東新町1. 

明治安⽥田⽣生命名古屋ビル： 
〒460-0004 名古屋市中区新栄町1-1 

○NTT 栄ビル北北館： 
〒460-0002 名古屋市中区新栄町2-10                                                                                                                                                     
○ノリタケ栄ビル： 
〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-1  

愛知淑徳⼥女女学校中学校・⾼高等学校 
1905年年（明治38年年） - 名古屋市中区⻄西新町 
に、愛知淑徳⼥女女学校が設⽴立立。 

461-0001 名古屋市東区泉 ｲｽﾞﾐ 
461-0002 名古屋市東区代官町 ﾀﾞｲｶﾝﾁｮｳ 
461-0003 名古屋市東区筒井 ﾂﾂｲ 
461-0003 名古屋市東区筒井町 ﾂﾂｲﾁｮｳ 
461-0004 名古屋市東区葵 ｱｵｲ 
461-0005 名古屋市東区東桜 ﾋｶﾞｼｻｸﾗ 
461-0006 名古屋市東区東新町 ﾋｶﾞｼｼﾝﾁｮｳ 
461-0007 名古屋市東区⻄西新町 ﾆｼｼﾝﾁｮｳ 
461-0008   名古屋市東区武平町ブヘイチョウ 
461-0009 名古屋市東区久屋町ヒサヤチョウ 

461-0011 名古屋市東区⽩白壁 ｼﾗｶﾍﾞ 
461-0012 名古屋市東区相⽣生町 ｱｲｵｲﾁｮｳ 
461-0013 名古屋市東区飯⽥田町 ｲｲﾀﾞﾏﾁ 
461-0014 名古屋市東区橦⽊木町 ｼｭﾓｸﾁｮｳ 
461-0015 名古屋市東区東⽚片端町 ﾋｶﾞｼｶﾀﾊﾏﾁ 
461-0016 名古屋市東区上竪杉町 ｶﾐﾀﾃｽｷﾞﾉﾁｮｳ 
461-0017 名古屋市東区東外堀町 ﾋｶﾞｼｿﾄﾎﾞﾘﾁｮｳ 
461-0018 名古屋市東区主税町 ﾁｶﾗﾏﾁ 
461-0019 名古屋市東区三の丸 ｻﾝﾉﾏﾙ 
 
 
 

460-0001 名古屋市中区三の丸ｻﾝﾉﾏﾙ 
460-0002 名古屋市中区丸の内ﾏﾙﾉｳﾁ 
460-0003 名古屋市中区錦ﾆｼｷ 
460-0004 名古屋市中区新栄町ｼﾝｻｶｴﾏﾁ 
460-0005 名古屋市中区東桜ﾋｶﾞｼｻｸﾗ 
460-0006 名古屋市中区葵ｱｵｲ 
460-0007 名古屋市中区新栄ｼﾝｻｶｴ 
460-0008 名古屋市中区栄ｻｶｴ 

●古屋栄ビルディング： 
〒461-0008 名古屋市東区武平町５丁⽬目１ 

●本キリスト教団名古屋中央教会： 
〒461-0009 名古屋市東区久屋町8-6 

名古屋市 東区郵便番号 〒 

名古屋市 中区郵便番号〒 
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