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実録！昭和３０年代の高崎

平成２９年７月２９日

高崎市市民活動センターソシアス

講師：新井重雄（第２回高崎学博士）

高崎駅前通り（昭和３２年６月） 

高崎駅前通りは、旅館が多く、昭和８年に凱旋道路と

して拡幅されました。かなや洋品店の屋上

高崎駅方向を写したものと思われます。昭和３０年代初

めに駅前広場の拡張と近代的なビル建設が行われたの

をきっかけに、昭和４０年代にビル街と転じていきます。

高崎駅前の整備に着手（昭和３２年９月）

高崎駅前に並んでいた露店が駅前ビルの中に移転し、

その跡地が放置されたままとなっていました。晴れれば

ホコリがもうもう、雨が降ればぬかるみとなり「駅前川

原」と呼ばれていました。この年の暮れに駅前ロータリ

ーを整備し、次年度に駅前の拡張工事に着手しました。

まちなかの渋滞（昭和３２年１２月）

 市街地中心部を貫く旧中山道は、バスやトラック、明

治４１年に完成した路面電車が交錯し、交通事情

しました。路面電車は昭和２８年６月末で廃止され

通りの拡幅が計画されました。慢性化する

団地造成の背景となりました。
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２年７月に熊谷駐屯から引き揚げが行われたようです。
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あら町交差点（昭和３２年９月） 

高崎駅西口通りと中山道の交差点「新町交差点」は

Ｔ字路で「新町交番」がありました。高崎駅西口から

高崎市役所を経てシティギャラリーに至るシンフォニ

ーロードは昭和６２年度に着工し、平成６年２月に開

通しましたが、この交差点が最後まで未開通のまま残

りました。

あら町通り（昭和３２年１１月）

 昭和３１年５月から中央通り線の

りました。田町通りに続き、昭和３２年に

点から連雀町交差点までの工事が行われました。

時代に中山道が開かれて以来、初めてと言える拡張工

事で、４車線の大通りとなり、防火対策として３階建

てのビルが立ち並びました。この時に建築された３階

建ての建物が、まだ残されています。

連雀町通り（昭和３０年代初め） 

連雀町は戦中に高崎郵便局周辺の建物疎開と道路拡

張が行われ、終戦前夜の昭和２０年８月１４日から１

５日にかけての空襲で被害を受けました。戦後に設け

られた「すずめアーケード」は高崎の復興の象徴でし

た。高崎郵便局、拡張前の新町通りも写っています。

田町交差点（昭和３２年２月） 

明治４１年に群馬商業銀行田町支店（本店・伊勢

崎市）が開業しました。この銀行は、何度も変遷し、

終戦時は安田銀行、昭和２３年に富士銀行となり、

現在は「みずほ銀行」となっています。高崎市内に

はピーク時の昭和４５年には金融機関３５店舗があ

り、中央通りは銀行街となっていました。道路標識

の英語表示はＧＨＱが駐留していたためで、昭和３

２年７月に熊谷駐屯から引き揚げが行われたようです。
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中央銀座り（昭和３０年１２月）

 中央銀座からさやもーるは「仲通り」とも呼ばれてきました。

６年に設立され、当時は鞘町、九蔵町、田町、宮元町、連雀町の一部も含まれていました。

中央銀座商店街には、すずらん通り

通り（現在のさくらばし通り）

ち並び、市外農村部からも多くの客が訪れ

されました。

短期間で竣工したのは、マッカーサーの命令という話があ

車で軽井沢に出かけると、中山道の中でも、高崎市内の渋滞が一番ひど

の道は「マッカーサー道路」とも言われたそうです
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中央銀座り（昭和３０年１２月）

は「仲通り」とも呼ばれてきました。中央銀座商店街は昭和２

当時は鞘町、九蔵町、田町、宮元町、連雀町の一部も含まれていました。

中央銀座商店街には、すずらん通り（新紺屋町）、国際通り（現在のさやもーる）

通り（現在のさくらばし通り）がありました。中央銀座商店街には１５０店以上の店が立

ち並び、市外農村部からも多くの客が訪れていました。アーケードは昭和４０年代に建設

現在の国道１７号（昭和３０年１月）

烏川に沿った中山道のバイパスが戦前から計画さ

れていましたが実現には至りませんでした。

昭和２３年に上佐野町から城南球場の横を通り、高

崎公園下の烏川の土手の上、現在の国道１７号の母体

となる新しい国道の工事が始まり、昭和２６年に君ケ

代橋まで開通し「新国道」と呼ばれました

校付近の築堤や上信電鉄との立体交差など、

短期間で竣工したのは、マッカーサーの命令という話があります。週末に進駐軍の家族が

車で軽井沢に出かけると、中山道の中でも、高崎市内の渋滞が一番ひどかったのです。こ

の道は「マッカーサー道路」とも言われたそうです。 

開かずの踏切（昭和３０年３月）旭町

自動車交通量の増加と列車運行本数の増加により踏

切は円滑な交通の妨げとなってきました。高崎駅近く

の踏切は通過列車の他に、入れ替え列車も加わり「開

かずの踏切」と呼ばれていました。昭和３４年頃に踏

切を地下道にする計画が持ち上がり、八間道路にする

か旭町踏切にするか、町内の綱引きとなりましたが、

旭町踏切に決まり昭和４１年に開通しました。

中央銀座商店街は昭和２
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た。昭和３８年に伐採され、

しました。現在は中山道に沿って新しく松並木が植栽されており、中山道を偲ぶ風物詩

なればうれしいですね。

●戦後復興のエネルギーに溢れた時代

枚です。
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中山道の杉並木（昭和３２年５月）佐野地域

往時の中山道を偲ぶ杉並木が戦後も佐野と倉賀野の

区間に残っていました。倉賀野並木がいつ頃植えられ

たのはわかりませんが、安政３年（1856
を「更に８３５本植えた」とされているので、安中杉

並木を上回っていたとも言えます。

昭和７年の中山道大改修などで多くが伐採されまし

た。昭和３８年に伐採され、交通量が増加したために並木は枯れ、昭和４０年代に姿を消

現在は中山道に沿って新しく松並木が植栽されており、中山道を偲ぶ風物詩

戦後復興のエネルギーに溢れた時代

音楽センター建設運動（昭和３２年１１月）

群馬交響楽団の草創期を描いた映画「ここに泉あり」が

昭和２９年２月に公開され大ヒット。群響が注目され、市

民の間で群馬音楽センターの建設運動が高まりました。高

崎のまちなかには横断幕が掛けられ、建設運動を盛り上げ

ました。拡張前のあら町通りと横断幕が写された貴重な一

オリオン座（昭和３２年１０月） 

映画の黄金時代を象徴するような写真です。映画は庶民

にとって娯楽の王様でした。

上映している「喜びも悲しみも幾年月」は木下恵介監督、

佐田啓二、高峰秀子が灯台守夫婦を演じた名作。洋画は「翼

よ！あれが巴里の灯だ」。映画館の前に立てられた大きな

ディスプレイが映画業界の全盛期を感じさせます。

一日に１５万人の観音山（昭和３０年４月）

観音山と白衣大観音は高崎の観光名所としてにぎわいま

した。桜の季節は大勢の観光客が訪れ、身動きもできな

いような人混みでした。この年の４月１０日の人出は１

５万人で、人出の新記録となりました。
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狐の嫁入り行列、この年にソ連が成功した人工衛星にちなんだミス人工衛星、高崎神社で

は福札まきが行われました。

年度に拡張工事に着手し、昭和５３年に開通しました。烏川に降りていくことができなく

なり、川遊びもなくなりました。
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高崎えびす講（昭和３２年１１月） 

「えびす講」は、世界恐慌下の商業振興策として、島

根県の美保神社から分霊を迎え、昭和４年（１９２９）

に始まりました。「廉売市」として回を重ねるごとに盛大

となり、商都高崎の名物イベントとして、高崎市内、近

郊はもとより埼玉・栃木からも集客しました。戦後は昭

和２２年に復活しました。この年の目玉イベントとして

狐の嫁入り行列、この年にソ連が成功した人工衛星にちなんだミス人工衛星、高崎神社で

は福札まきが行われました。

七夕まつり（昭和３２年８月） 

市内の七夕まつりは１カ月遅れの８月に行われました。

織姫を乗せて飾り立てた自動車数十台のパレードや、商

店街が七夕飾りを競うコンテストが行われました。

烏川のボート（昭和３０年３月） 

高崎公園と烏川はつながって市民の憩いの場となっ

ていました。烏川では釣りやボートが楽しめにぎわって

いました。頼政神社から降りる階段下にボートの切符売

り場がありました。

戦後、和田多中町・城南小下から君が代橋までの新国

道が開通。高前バイパスの開通後、この区間も昭和４６

年度に拡張工事に着手し、昭和５３年に開通しました。烏川に降りていくことができなく

なり、川遊びもなくなりました。

新町自衛隊の特車行進（昭和３２年１０月）

自衛隊創設３周年を記念して自衛隊新町駐屯地によ

る特車行進が１０月１日に行われ、市街地に

ました。市役所前で観閲式が行われました。大勢の見学

者であふれ、子どもたちは戦車の上に乗ったり、機銃や

バズーカ砲に触ったりして大喜びでした。今の世情では

考えられない光景です。
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ていました。烏川では釣りやボートが楽しめにぎわって

頼政神社から降りる階段下にボートの切符売

戦後、和田多中町・城南小下から君が代橋までの新国

道が開通。高前バイパスの開通後、この区間も昭和４６

年度に拡張工事に着手し、昭和５３年に開通しました。烏川に降りていくことができなく

新町自衛隊の特車行進（昭和３２年１０月）

自衛隊創設３周年を記念して自衛隊新町駐屯地によ

る特車行進が１０月１日に行われ、市街地に戦車が走り

ました。市役所前で観閲式が行われました。大勢の見学

者であふれ、子どもたちは戦車の上に乗ったり、機銃や

バズーカ砲に触ったりして大喜びでした。今の世情では



高崎染に注文が殺到（昭和３２年１

ることもありました。受注が好調で、戦後は「高崎染」として

ブランド化をはかりました。長野堰では高崎染を洗う風景が見

●おおらかでたくましい子どもたち

かったので、女の子の姿はなかったようです。競技会ではもちろん水着を着用していまし

た。

れたこともあって、今は、お堀に氷が張ることは見られなくなりました

暖化の影響でしょうか。
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高崎染に注文が殺到（昭和３２年１月）長野堰

高崎は京都に並ぶ友禅染の産地で、京友禅として流通してい

ることもありました。受注が好調で、戦後は「高崎染」として

ブランド化をはかりました。長野堰では高崎染を洗う風景が見

られました。

写真は末広五差路～高砂町交差点付近と思われます。

おおらかでたくましい子どもたち

城南プール（昭和３０年６月） 

昭和１５年に開催されるはずだった幻の東京オリンピ

ックの練習会場をめざし、昭和１３年に城南プールが

建設されました。県下初の日本水泳連盟公認プールで

東京の明治神宮プールに次ぐ関東屈指のプールでした。

学校にプールはなく、子どもの楽園でした。この頃

の男の子は、水泳着をつけない子や、ふんどし姿も多

かったので、女の子の姿はなかったようです。競技会ではもちろん水着を着用していまし

お堀の氷で遊ぶ子どもたち（昭和３２年１月）

昔は冬になるとお堀に、子どもたちが乗れるくらいの

厚い氷が張っていました。氷が割れて、子どもが堀に落

ちないか心配になりますが、実際に落ち

も、大勢いました。市立女子高の校舎裏には小さなスケ

ートリンクがありました。

高崎市によってお堀の水がうまく流

今は、お堀に氷が張ることは見られなくなりましたが、やはり

長野堰

高崎は京都に並ぶ友禅染の産地で、京友禅として流通してい

ることもありました。受注が好調で、戦後は「高崎染」として

ブランド化をはかりました。長野堰では高崎染を洗う風景が見

高砂町交差点付近と思われます。

昭和１５年に開催されるはずだった幻の東京オリンピ

ックの練習会場をめざし、昭和１３年に城南プールが

建設されました。県下初の日本水泳連盟公認プールで

東京の明治神宮プールに次ぐ関東屈指のプールでした。

学校にプールはなく、子どもの楽園でした。この頃

の男の子は、水泳着をつけない子や、ふんどし姿も多

かったので、女の子の姿はなかったようです。競技会ではもちろん水着を着用していまし

お堀の氷で遊ぶ子どもたち（昭和３２年１月）

昔は冬になるとお堀に、子どもたちが乗れるくらいの

厚い氷が張っていました。氷が割れて、子どもが堀に落

落ちた経験をもつ人

。市立女子高の校舎裏には小さなスケ

流れるよう整備さ

が、やはり地球温



街頭紙

子どもたちが集まります。

ます。昭和３０年代をピークに、テレビの普及とともに姿を消

していきました。

芝居免許は１６人に交付されていました。

ん

●市町村合併 

紛糾した大類村・岩鼻村との合併（昭和３１年

キリンビール工場誘致をきっかけに倉賀野町と昭和３８年に合併。群南村とは昭和４０

年に合併しました。
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街頭紙芝居（昭和３０年頃） 

紙芝居を自転車に乗せた紙芝居屋さんが路地にやって来ると

子どもたちが集まります。

街頭紙芝居は、戦後に復活し、昭和を代表する風景

ます。昭和３０年代をピークに、テレビの普及とともに姿を消

していきました。

紙芝居は県が交付する免許制で、昭和３０年に高崎市内の紙

芝居免許は１６人に交付されていました。高崎でも

んがいたことを示す貴重な写真です。

新高尾・中川・八幡・豊岡と合併（昭和３０年１

戦後の市町村合併は、昭和２６年４月に六郷村

次いで昭和３０年１月に新高尾村・中川村・八幡村・豊

岡村と合併し、二中体育館で祝賀会が行われました。こ

の時の協議で中川村の大字鳥羽と字金尾などが前橋市

に編入しました。同年８月に長野村と合併し、市人口１

２万５８９６人となりました。

・岩鼻村との合併（昭和３１年） 

高崎市との合併の賛否をめぐり、大類村や岩鼻村は村

を二分する激しい対立があった。高崎市が大類村、多

野郡八幡村と合併した昭和３１年９月

京ケ島村と滝川村が合併し群南村が成立。大類、岩鼻

では高崎市と群南村に分村し、児童生徒の学校区をめ

ぐる問題も深刻化した。

キリンビール工場誘致をきっかけに倉賀野町と昭和３８年に合併。群南村とは昭和４０

紙芝居を自転車に乗せた紙芝居屋さんが路地にやって来ると

は、戦後に復活し、昭和を代表する風景でもあり

ます。昭和３０年代をピークに、テレビの普及とともに姿を消

紙芝居は県が交付する免許制で、昭和３０年に高崎市内の紙

高崎でも紙芝居屋さ

新高尾・中川・八幡・豊岡と合併（昭和３０年１月） 

戦後の市町村合併は、昭和２６年４月に六郷村と合併。

に新高尾村・中川村・八幡村・豊

岡村と合併し、二中体育館で祝賀会が行われました。こ

の時の協議で中川村の大字鳥羽と字金尾などが前橋市

に編入しました。同年８月に長野村と合併し、市人口１

高崎市との合併の賛否をめぐり、大類村や岩鼻村は村

を二分する激しい対立があった。高崎市が大類村、多

野郡八幡村と合併した昭和３１年９月３０日の同日に、

京ケ島村と滝川村が合併し群南村が成立。大類、岩鼻

では高崎市と群南村に分村し、児童生徒の学校区をめ

キリンビール工場誘致をきっかけに倉賀野町と昭和３８年に合併。群南村とは昭和４０



●戦後を引きずった時代

戦後から高度成長期に向かう高崎の過渡期の記録です。

した。

ら帰ってきたら家族や親せきは行方不明、

でした。

が何度も発生していました。
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戦後を引きずった時代

向かう高崎の過渡期の記録です。

防空壕跡のバラック住宅（昭和３０年３

戦後、住む家の無い人たちが国道の烏川沿いの

防空壕後に、約２７軒のバラックを建てて

人が住んでいました。終戦直後から

ち始め、昭和２０年代後半に増加、

めると５０戸以上となり、電気も水道も

いませんでした。この年の７月に高崎市はバラッ

ク住宅や旧兵舎の引揚者住宅に立ち退きを命じま

川原に住む１６世帯（昭和３２年９月）八千代橋

八千代橋の下は、浮浪者が小屋を作ることがあっ

たが、昭和３０年の１０月頃から八千代橋の下に住

む家のない人たちが集まって、いつのまにか１６世

帯（大人３０人・子ども２０人）の

あがりました。共同の風呂場もあ

たちを中央小に入学させようとし

で拒否され、学校に行けなかったそうです

ら帰ってきたら家族や親せきは行方不明、各地を転々としてここに住んでいるという

亜炭鉱住宅で集団赤痢（昭和３０年５月）

明治時代から始まった亜炭の採掘は、観音山一

帯に広がりました。亜炭は富岡製糸場や新町屑糸

紡績所に供給され、製糸業の発展に貢献しました。

全国屈指の産出量で、戦時中は石炭の代替として

脚光を浴びました。寺尾町の山中にあった炭鉱住

宅で、この年に集団赤痢が発生する事件が発生し

ました。戦後は、高崎市内で赤痢などの集団感染

が何度も発生していました。

（昭和３０年３月） 

戦後、住む家の無い人たちが国道の烏川沿いの

軒のバラックを建てて１００

終戦直後からバラックが建

に増加、烏川沿いを含

電気も水道も引かれて

いませんでした。この年の７月に高崎市はバラッ

ク住宅や旧兵舎の引揚者住宅に立ち退きを命じま

川原に住む１６世帯（昭和３２年９月）八千代橋

八千代橋の下は、浮浪者が小屋を作ることがあっ

たが、昭和３０年の１０月頃から八千代橋の下に住

む家のない人たちが集まって、いつのまにか１６世

帯（大人３０人・子ども２０人）のアパートができ

りました。子ども

たちを中央小に入学させようとしましたが区域外

そうです。戦争か

各地を転々としてここに住んでいるということ

（昭和３０年５月）

明治時代から始まった亜炭の採掘は、観音山一

帯に広がりました。亜炭は富岡製糸場や新町屑糸

紡績所に供給され、製糸業の発展に貢献しました。

全国屈指の産出量で、戦時中は石炭の代替として

脚光を浴びました。寺尾町の山中にあった炭鉱住

、この年に集団赤痢が発生する事件が発生し

ました。戦後は、高崎市内で赤痢などの集団感染



◇写真を撮影した高崎市民新聞編集長・

戦後の混乱が続く昭和２５年（

で創刊された週刊高崎市民新聞の編集長となり、新聞人として高崎の戦後を

きました。卓越した力量、清廉で高ぶらない人格、不偏不党の確固たる信念を

貫き、その姿は戦後民主主義の範としてＧＨＱのドキュメンタリー映画「高崎

での話」として記録されてい

米でも上映され、戦後高崎の貴重な映像資料ともなってい

岡田さんは長く第一線で活躍し、その功績で平成７年に高崎市文化賞を受賞。

岡田さんは受賞の記念に「高崎に生きる」と揮ごうし

最近になって岡田さんが昭和３０年代と４０年代に撮影したネガフィルム約

３００本が奇跡的に見つか

術は卓越し、被写体への深い愛情が写真から伝わって

岡田さんが残したフィルムの中から、

びました。新聞記者・岡田稲夫さんの目を通して記録した写真を通じて、高崎

の懐かしい風景を語り合って
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写真を撮影した高崎市民新聞編集長・岡田稲夫さん

岡田稲夫さん＝明治４５年に高崎市で生まれ、平成１８年

に９４歳で逝去。

昭和２５年（１９５０）６月、岡田さんは、高崎

高崎市民新聞の編集長となり、新聞人として高崎の戦後を

。卓越した力量、清廉で高ぶらない人格、不偏不党の確固たる信念を

戦後民主主義の範としてＧＨＱのドキュメンタリー映画「高崎

での話」として記録されています。映画「高崎での話」は、国内はもとより欧

米でも上映され、戦後高崎の貴重な映像資料ともなっています。

岡田さんは長く第一線で活躍し、その功績で平成７年に高崎市文化賞を受賞。

岡田さんは受賞の記念に「高崎に生きる」と揮ごうしました。

最近になって岡田さんが昭和３０年代と４０年代に撮影したネガフィルム約

３００本が奇跡的に見つかりました。カメラ好きでもあった岡田さんの写真技

術は卓越し、被写体への深い愛情が写真から伝わってきます。

岡田さんが残したフィルムの中から、昭和３０年代の高崎を写した写真を選

新聞記者・岡田稲夫さんの目を通して記録した写真を通じて、高崎

合っていただきたいと思います。

映画「高崎での話」撮影時の岡田さん

岡田稲夫さん

明治４５年に高崎市で生まれ、平成１８年

岡田さんは、高崎市民の力

高崎市民新聞の編集長となり、新聞人として高崎の戦後を生

。卓越した力量、清廉で高ぶらない人格、不偏不党の確固たる信念を

戦後民主主義の範としてＧＨＱのドキュメンタリー映画「高崎

。映画「高崎での話」は、国内はもとより欧

岡田さんは長く第一線で活躍し、その功績で平成７年に高崎市文化賞を受賞。

最近になって岡田さんが昭和３０年代と４０年代に撮影したネガフィルム約

カメラ好きでもあった岡田さんの写真技

昭和３０年代の高崎を写した写真を選

新聞記者・岡田稲夫さんの目を通して記録した写真を通じて、高崎

映画「高崎での話」撮影時の岡田さん


