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このはなの水Ⅰ～海と川の習俗～このはなの水Ⅰ～海と川の習俗～
　川や海がもたらす、豊穣な水の恩恵。此花のまちと密接に結び付き、確かな実りをも
たらしてきました。一方で水はまた、このまちの人々を苦しめる脅威でもありました。
　ここでは、此花区の基礎や骨組みを築き、人々の身近な暮らしに寄り添ってきた、数々
の“水”に関するうんちくをご紹介します。
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会場となる伝法漁港には、こいのぼりがひるがえる

伝法連合振興町会主催。人形船の子ども
たちが天神囃子と龍踊りを踊ったり、子ども
みこしが出たり、鯉のぼりの吹き流しが展示
されたり。べっ甲しじみのしじみ汁など、伝
法港に揚がってきた、大阪湾の新鮮な魚介
類も購入できる。
港をもつ此花ならではのお祭り。祭りの

お知らせは、ちらしで告知するので、ぜひ見
逃さないようにしたい。

淀川河口の汽水域

川と海との合流する地点は、淡水と海水が混じ
りあう“汽水域”。
淀川では、「淀川大堰（都島区毛馬～東淀川区
柴島間）」を境に大阪湾までの約１０ｋｍがこれ
にあたる。「大堰」は、上流に海水が流れないよう
にするとともに、増水時や渇水時の水量調節も行
っているが、大雨で増水すると「淡水」が強くなり、
渇水時には大阪湾の海水が浸入してきて「塩分」
が増えるということになる。
ひとことで“汽水”といっても、その濃度は一定

ではなく、天候や季節に左右される。そのため、
非常に多様な生物が暮らす、独特の水環境でも
ある。また、案外知られていないのだが、塩分の
多い“汽水域”は、川魚にとっては、寄生虫などを
落とすのに都合が良いらしく、それを目的に集ま
ってくるらしい。なかには、そのまま気軽に海にい
ってしまう魚もいるそうだ。まさに“汽水域”は、魚
にとって「おさかな天国」ともいえる。

おさかな天国～汽水域～

大粒でぷりぷりの
べっこうしじみ

しじみの殻は生息する底質によって色が変わ
り、泥が多いと黒になり、砂が多いと茶色になる。
大阪では、まるでべっ甲のように輝いて見えるこ
とから、「べっこうしじみ」の名で親しまれてきた。
ここで漁獲されたべっこうしじみは、主にスーパ
ーなどに出荷され、大粒のものは料亭に仕入ら
れているそうだ。ぷりぷりとしていて、かみしめる
ほどにしじみエキスが出てきて、二日酔いの肝臓
にも優しい。
べっこうしじみは、琵琶湖から流れてくる水が
多い年には、よく「わく」（採れる）が、自然に大きく
左右されるという。「鋤簾（じょれん）」と呼ばれる
木の柄の先に網がついた漁具で掘り出すが、と
ても体力のいる仕事である。大々的にはやってい
ないが、春に伝法漁港では、「いかなご」や「しじ
み」の販売も行っており、近隣にはチラシを入れ
て告知している。大手スーパーにはない新鮮な
魚が食べられる。

二日酔いの味方～べっこうしじみ～

大漁旗を飾った漁船の様子。大漁旗は、漁獲が
大漁であったことを知らせるために掲げたため、
縁起の良い柄や文字で派手につくられている

伝法漁港では、お正月に船に大漁旗をつける
など、新年らしい光景がみられる。５月には、「港
まつり」が開催される。７月24日には、約25年前
からここに保管されている、天神祭の「お迎え人
形」を載せる船が、８月26日には正蓮寺の川施
餓鬼の船がここから出航する。

大漁旗のお正月

伝法漁港では、「うなぎ、しじみ、すずき、ちぬ」
などが主に漁獲されている。うなぎは、３月中旬
から10月中旬くらいが漁期で、昔ながらの「タン
ポ漁」で捕まえる。
「タンポ」とは、直径5～10ｃｍ前後のマダケを
長さ90ｃｍくらいに切って、節を抜いたもの。２
～３本のタンポをひとつに束ねて、川底へ。水中
に張り渡した親網に３ｍ間隔でつりさげる。うな
ぎは狭くて暗いところが大好きなので、一晩か二
晩そのままにしておくと、ひとりでに入ってくる。ま
た、うなぎは夜行性で、夜中は餌を求めて活発に
動き、明け方には眠るため、寝静まった明け方に
漁をするのがきまり。もともと、うなぎは、「あけみ
貝、ミミズ貝、ひる」などをエサにして捕獲してい
たが、エサがなくなってきたので、現在の漁法に
戻ったのだそうだ。

うなぎの寝込みを襲撃「タンポ漁」

タンポ漁では、狭いところにうなぎがもぐる
習性を上手に生かした、昔ながらの伝統漁法

漁   業

「ここからが淀川！」と元気に宣言
護岸塀の上にあるので、
安全には十分注意して

淀川と大阪湾の境界地点のことで、琵琶湖か
ら75㎞、淀川水系源の表示がある高時川最上流
から170㎞のゴールを示す地点を淀川距離標左
岸0.0ｋ地点という。
地点を訪れた方で希望する方には記念する証

明書(「このはな区民学芸員によるまち案内の会」
発行）が区役所等でもらえる。

海と川との境目を実感

東Ｂ-2

西
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祭りの前日に行われる行事のため、あまり知ら
れていないが、此花区の神社では「清めの海水」
を汲みに行く、「汐汲み」という行事を行っている
ところがある。一見の価値あり。
例えば、鴉宮では、７月30日の祭りの前日夕方

に、行われている。渡御祭専用のだんじりを船に
積みこみ、だんじり囃子をしながら、大阪湾に海
水を汲みに行くそうだ。関西国際空港付近まで
行くという話も。海では、祈願することを書いた
「人形（ひとがた）」の紙を自分の“分身”として海
に流す。800年前から続く伝統行事。潮を汲んだ
ら、神主さんが禊払（みそぎばら）いをするが、こ
れを「八十島祭（やそしままつり）」という。「清め
の海水」は、宵宮の朝に笹を塩水につけて、町内
を清めて回る。住吉の神を呼び、祭りが始まるの
だそうだ。
また、産土神社では、淀川で汐汲みを行うとこ

ろをみることができる。珍しい行事なので、チェッ
クしておきたいもの。

清めの儀式～「汐汲み」～

産土神社の汐汲みの様子。淀川で汲ん
だあとは、神社に持ち帰り、太鼓台を清める
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伝法山 西念寺の川施餓鬼－流潅頂・水神祭
は、大同元（806）年、空海上人が始め、建久3
（1192）年、法泉寺殿観誉上人が鎌倉より晋山さ
れ、以降に、「念仏・真言・禅・律」の祭りになり、今
日まで続いている。
かつては本座船や屋形船などの船が、伝法川

から大阪湾に出て卒塔婆を流し、先祖・水難者等
の供養を行った。

伝法山 西念寺の川施餓鬼

本堂での法要後、行列を組んで淀川へ向う

淀川河川敷での法要風景

「川の天神祭」と言われた正蓮寺の「川施餓
鬼」。水の事故などでなくなった人への供養のた
め、毎年８月26日に行われる。
まず本堂で、「新盆会（しんぼんえ）」の特別法
要が行われたあと、御堂の前に置かれた神輿の
前で、導師が祈願を行い、新淀川までの「練供
養」がスタートする。「幟（のぼり）、金棒、纏（まと
い）、お稚児さん、神輿」の順で続き、最後はうち
わ太鼓を叩く僧侶と信徒の列となる。
船乗り場で、五色の吹き流しや玄題旗（お題目

を書いたのぼり）をたてた、数隻の船に乗り込み、
船渡御を行う。伝法水門を出て、新淀川から大阪
湾にかけての水上で、お経を唱え、戒名の書かれ
た経木を流していく。風の吹き加減によって、気
持ちよく経木が流され、心が改まる。
「大阪市指定文化財」となっている。

実はこのお祭、新伝法大橋より西側に船を出
すため、法律上は「海」で行われる「海施餓鬼」で
ある。そのため、船には救命具を整え、乗船名簿
をつくるなど、川船とは違った、煩雑な手続きを
行う必要がある。
ちなみに、「川施餓鬼」のときに書かれている
文字をよく見ると、「鬼」の字の上の点の部分がな
い。これは、鬼子母神がお釈迦様に諭されて、菩
薩の世界を歩まれたときに、「鬼」の角がとれたよ
うに、やさしい心をもってほしいという願いが表
現されたものらしい。また、「経木」は、水に溶ける
特注の素材で環境にやさしい。材料は海藻を混
ぜた、特別な紙。

実は“海施餓鬼”

ひげ題目の大きな旗が並ぶ

直らいの隅切り弁当。
辛く煮付けた伝統的
なもの

神輿を載せて船渡御がスタート

流す「経木」は
海藻でできた、
水溶性の特注素材。
環境に配慮
されている

お盆のクライマックスともいえる精霊流し。
８月15日の夕方、千鳥橋に何かを大事に抱え

た老若男女の謎の人々が三々五々集まってくる。
これは実は、正蓮寺川での精霊流しのひとこま。
数十年前までは、実際に川にお供えを流し、先
祖の霊を送ったようだが、今では環境への配慮
もあり流していない。すでに埋め立てられた正蓮
寺川のほとりに祭壇を設けて、お供物を預ける形
式にこだわっている。
此花の人の心象風景には、川はいつまでも生

き続けているのだろう。

正蓮寺川の精霊流し

見えない川に気持ちを流す

行事と習俗行事と習俗

鬼の字に注目

東Ｂ-2
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本堂での法要のあと、陸徒御、船渡御を行い、
最後に淀川にうなぎを放流（放生会(ほうじょうえ
)）する。なにわの舟寺の神仏習合の祭りである。



このはなの水Ⅱ～入船出船と川～このはなの水Ⅱ～入船出船と川～

「伝法」という地名は、仏教伝来の地であるこ
とに由来するといわれる。
仏教がはじめてわが国に来たいきさつについ

ては諸説あるが、この地が仏教に縁の深い土地
であったことについては、ほぼ共通している。
経論がはじめて我が国にもたらされたのが伝
法であったという説、高野山に創建された伝法
院の建築材が西国よりこの地に着いたという
説、天竺から仏教をもたらした「法道仙人」とい
う僧が伝法の地に道場を開いたという説などさ
まざまである。

仏教伝来の地？～伝法～

浪速八十島（やそしま）と呼ばれた、海のまち
此花。航海の安全を祈る、船乗りたちの守り神と
して、住吉神社の勧請が行われてきた。

船乗りの思いが結晶

天正年間（1573年～）、織田信長が石山本願
寺を攻めたときに、本願寺が容易に陥落しなか
ったのは、木津と伝法によって、近海の海上権を
にぎり、自家の糧道を保持していたからだった。
また、大坂冬の陣のときには、徳川方の九鬼守隆
と向井忠勝が大船11隻、小船50隻を率いて、伝
法を占拠し、大坂城の補給ルートを抑えていた。

補給ルートを抑える～要の地～

全部で17回日本にやってきたといわれる、朝鮮
通信使。伝法の地には、10回寄港したことが「西
成郡史」に記録されている。釜山から伝法の沖ま
で外洋船でやってきて、大阪市中に入るために
「川御座船」に乗り換えるのがきまり。大きな船は
川に乗り入れることができなかったためだ。
通信使たちが江戸に行っている間、船乗りは伝
法に船を停泊させ、待っていたといわれる。帰路
に備えて、船の修理なども行われていたようだ。

川と海との乗り換え地点～朝鮮通信使～

傳母頭（もりす）～本宮鴉宮(からすのみや)～

本殿正面にも「舳先」を
出した船形がある

拝殿には、太閤秀吉ゆかりの千成びょうたん、ペルシア
のブドウの彫刻が施され、海とのつながりを感じさせる

澪標住吉神社は、延暦23（804）年遣唐使の航
路安全を祈願して、ほこらを造り、一行の帰路を
迎えるために澪標を立てたのが始まりといわれて
いる。後に、土地の守護神・海上交通安全の神と
して社殿境内に整えられた。澪標は大阪市の市
章のデザインになっている。

海上交通の安全を願う

澪標（みおつくし）は、水脈(みお)（船が航行しやすい水の深い
所）、「つ（の）」、「串(くし)（棒くい）」を表現したもの。
明治27年に大阪市議会で市章に決定

海の玄関口

少々荒っぽいが、飾らない、気風の良い「性格」
や「しぐさ」を江戸の人たちは「伝法肌」「伝法な
物言い」と表現した。
伝法は、かつて非常に栄えた港町。江戸初期

には、造り酒屋や油問屋が軒を並べ、港には、菱
垣廻船や樽廻船などが、にぎやかに出入りし、江
戸に酒などの物資を運んでいた。
長い船旅を終えた、廻船の船頭衆は羽振りが

よく、気前もよかったので、江戸市中でも、よくも
てたようだ。船頭衆のおおらかな行状は、今な
お、此花の人たちの気風の良さにも通じている。
東京浅草観音の「伝法院」から伝法肌という言

葉が出たという説もあるが、伝法院と伝法村は深
い関係があったともいわれる。

よくもてた船頭衆の証し～伝法肌～

澪標住吉神社の力
石（神勢力と記は、
水上輸送の運搬に
携わる労働者の力
自慢に使われた。
約150キロ

本殿は昭和初期の「神
明造」として価値ある
本格派。拝殿とともに、
国の登録有形文化財
に指定

西念寺前の道標

西
九
条
村

安井村

九条村

安治
川

四貫島村

北伝法村

稗島村

南伝法村

中
津
川申村

六
軒
家
川

伝法川

（旧北伝
法川）

（旧
南伝
法川
）

正蓮
寺川

福村

海老江村

野田村

至尼崎

大阪西部を通って尼崎に通じる海に近い街道。
西区の川口町から、安治川の北岸を通り、西九条、伝法、福、
西島、中島、佃を通って、辰巳橋西詰で梅田街道に合流し、尼崎
に至る約6.2㎞を指す。

沿道には、料理屋や芝居小
屋が立ち並び、賑わっていたと
いわれるが、明治36年の新淀
川の開削によって、街道は分断
された。往時の面影は、周辺の
家並みや道標に残るのみ
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住吉神社は、もともと四貫島にあったことから、四貫島住吉
神社ともいわれる。大正10年に今の梅香３丁目に移転した

東Ｂ-３

東Ｂ-３
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『大阪近傍図』（明治 18 年測量明治 31 年修正　大日本帝國陸地測量部）をもとに作成

伝法は古くは傳母(でんぽう)、始まりの重要な
場所を頭として傳母頭と呼ばれ、古く旧南、北伝
法川に挟まれ、大阪湾を臨む島に位置し、古代
より、大阪、京都、奈良方面への海上交通の玄関
口であった。
建保3（1215）年、傳母（伝法）開拓の時に全国

の繁栄を祈願し、土地の守護神として、初めて現
在の場所に旧社名、傳母頭神社を建立した。
その後、文禄元(1592)年、太閤秀吉が航海の
際に神主を水先奉行に抜擢したところ、八咫鴉(
やたがらす)が出現し、航路安全に導き、無事に
帰還した太閤秀吉がこの事に感激し、以後、「鴉
宮」と改称された。
勅令にて、明治44（1911）年、秀野神社と、明
治45（1912）年、酉島神社を鴉宮内へ移転合祀
した。
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船奉行所と廻船問屋船奉行所と廻船問屋

良質な水が得られる伝法では古来から酒造り
が盛んであった。江戸初期には、伝法村には酒造
家37軒が軒を並べていたという。
灘の酒造りは有名であるが、天保期以降の灘

の主要な酒造業者である「赤穂屋」（雀部家）や
「荒牧屋」（山邑家）は、伝法から移住した酒造家
で、幕末には、ともに株高一万石以上となってい
た。山邑家のお墓は正蓮寺にある。
明治38年に伝法町となった時点でも、伝法に

は「布袋印幡仁」、「万法印」、「日本桜印」、「桜正
宗」など多くの酒造家があったが、工業用水のく
み上げ等により水質が低下したため、酒造業は
衰退した。焼酎「ワリッカ」を製造していた「万歳
酒造」は現伝法公園にあったが昭和38年、合同
酒精と合併して、西宮市浜町に移転した。

灘に息づく伝法酒～酒造の地～
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正保年間（1644年から）に、伝法船が酒荷だけ
を積んで江戸に向かったのが、樽廻船のはじめと
される。
万治元年（1658年から）、北伝法に佃屋興治兵
が廻船問屋を開店。南伝法にも問屋ができた。
寛文年間（1661年から）伊丹の酒造家の後援に
よって、酒荷を主とし、「酢、しょうゆ、木綿、金物」
などを上積みして、江戸に廻送するようになった。
これは、「樽廻船」と呼ばれ、船足が速いので、「小
早」と称された。酒は足が速く、悪くならないうち
に運ぶことが求められたため、伝法船は重宝され
たのである。
新酒番船といって、新酒を江戸に運ぶ船のレ

ースも行われた。縁起物として酒に高値がつき、
店にとっても船頭にとっても名誉と信用がつく行
事で、初物好きの江戸っ子や利にさとくお祭り好
きの浪速っ子の話題をさらった。

極上の酒を配達～伝法船～

大坂城築城に際しては、石垣の石を運搬する
ために此花区の川が使われた。
徳川時代の築城については、伊勢・越中以西

の64家の大名を動員。小豆島・芦屋・御影・岡山・
広島両県の瀬戸内沿岸地帯や瀬戸内の島々より
大小の石材を切り出した。小さい石は団平船（だ
んぺいぶね）に積み、大きな石材は「石つり船」か
大きな筏の下に吊り下げ、巨石は筏に大きな樽
をたくさんつなぎ、筏とともに巨石を半ば沈め、樽
に浮かせて運んだといわれる。伝法口から逆川
を通り、大川にて大坂城に運ばれた。
運送中に転覆する船もあったが、落ちた石材

は「城が陥ちる」と忌み嫌われ、その場に捨て置
かれた。しかし、のちにそこを通る船にとっては、
これらの石材によって被害をこうむる船もあり、船
乗りの嫌われものとなった。

伝法漁港のそばには、正蓮寺川の工事現場か
ら見つかった「残念石」が置かれ、ベンチとして活
用されている。

船頭さんの嫌われもの

残念石は、ベンチに変身。よく見ると、石には、
運搬の際の杭の痕跡が残る。大坂城にたどり
着けなくてお役に立てず残念！ということから
「残念石」と呼ばれるようになったとされる

元和6（1620）年、幕府は四貫島村に船奉行所
を設けた。
西国諸国から大坂に向かう船は、伝法川から

逆川を経て大坂市中へ向かったため、幕府は諸
船の通行を吟味し、西国諸侯の動向をここで監
視した。六軒家川に架かる朝日橋のたもとに、
「初代大坂船奉行所跡」の碑がある。
貞享元（1684）年、河村瑞賢が安治川を開削。
舟運の便が改まり、大坂へは直接安治川へ出入
りするようになったことで、伝法川を経由するもの
が減少した。幕府は貞享2（1685）年、四貫島と木
津川口にあった船番所を廃止、新たに九条村本
田の北端に、「川口
船手奉行所」を置い
た。

西国大名ににらみをきかす

平成23年には、
初代大坂船奉行所跡に
念願の「記念碑」が建立

船で入荷した様々な物資は、
川沿いの「荷揚場」で分類された

初代大坂船奉行所跡碑に添えられた説明版にある、船奉行所の位置図。
「番所」と書かれている

六軒家川にかかる朝日橋の下方に石碑が建っ
ている。西九条が大阪府西成郡であった頃（明治
33年以前）に建てられた。もうひとつは、正蓮寺
川右岸の千鳥橋を渡りきる前の手前にあるもの
で「大阪府共同荷揚げ場」と「大阪府」の文字が
入っている。
水運が全盛期のころは、荷役の船が、六軒家
川狭しとひしめいて、水上生活をしている人も多
くいた。当時は、橋のたもとには必ず荷揚場があ
った。

共同荷揚場

在りし日の「万歳酒蔵」。昭和30年代くらいまで営業。
みりんや「焼酎」などをつくっており、まちにはイモなど、
原料の香りが漂っていた。
近くには、イカリソースの工場もあった

東Ｂ-４

東Ｂ-４

東Ｂ-２
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混乱の戦国期から、政権基盤の安定した江戸
時代に入ると、人口が急増し、食料の供給が困難
になってきたため、各地で新田の開発が奨励さ
れた。大坂の新田は、大和川の付け替え跡での
新田開発など、「内陸部」を中心にしたものと「大
阪湾臨海部」とで盛んに行われたが、「町人請負
新田（資金力のある商人が開発し、小作人を使っ
て耕作させたもの。不在地主。）」が主流。酉島、
春日出、四貫島、常吉、島屋等、今なお残る「地
名」にそのルーツをみることができる。
臨海部での新田開発は、塩害や水害など、困

難を極めたうえ、身近な漁場が次々に埋め立てら
れるなど、問題も多く残す結果となった。新田に
は、年貢米の徴収、堤防・水路のメンテナンス等
を担当する「会所」が置かれたが、「八州軒」もそ
のひとつ。

町人請負新田が主流

島屋新田～島屋（浅田）市兵衛
「島屋新田」は宝暦年間（1751～63年）などに開
発された。鎮守神として、産土神社を創祀した。
産土神社には、「島屋新田鎮守、浅田氏」と書か
れた灯篭が今なお残っているので、確認しよう。

酉島新田～多羅尾七朗右衛門
「酉島新田」を開発した。多羅尾氏の住む大坂か
らみて酉の方角にあたるので、このように命名さ
れたという。

四貫島新田～政岡徳兵衛
政岡徳兵衛は、四貫島の土地所有者であった。
明治4年ごろ、政岡家当主、四代目徳兵衛が四貫
島新田45町歩を取得し、農地として小作料を取り
賃貸していた。
その後、住宅用地等の需要から四貫島新田を埋
め立て、その一部を道路や公共施設に提供し、
商業地・住宅地として今日に至っている。

町人請負新田では、開発地主が地代金を支払
えば、子々孫々まで私有地（寄生地主）となるの
で、地名の命名は慎重に行われたと考えられる。
近世初期には開発時の干支にちなんで命名さ

れたようだが、元禄以降は、開発地主の名前と出
身地を組み合わせ命名されるものが多かった。
現在に地名が残る新田の例をあげてみよう。

春日出新田～雑賀屋（さいかや）七兵衛
「春日出新田」の名称は、西成郡史によると、開墾
のときに、一頭の鹿が現場に踊りだし、人夫がこ
れを捕らえたことによる。開拓主、雑賀屋七兵衛
は大いに嘆き、鹿は春日（大社）の使いとして、春
日明神を迎えて祀り、「春日出」と変名の許しを受
けた。記録では、「元禄15（1702）年検地のとき」
となっている。

常吉新田～常吉庄左衛門
「常吉新田」は嘉永年間に開発。現在も酉島5丁
目に新田の「碑」が残っている。

今に残る、新田の地名

此花区では、江戸時代の元禄年間より、新田開
発が盛んに行われたが、新田の埋め立ては、市
中のごみや土砂を舟を使って埋め立てた。これら
の土砂は、舟航の便を良くするための「川ざらえ」
により集めたもので、豪商や富家、地主等より、冥
加金を出させ、町家、百姓から人員を確保。大坂
市中の川ざらえをさせた。たびたび行うごとに派
手になり、そろいの法被で大騒ぎをする、お祭り
騒ぎの行事になってきたといわれる。川の土砂は
「砂持ち」といい、百姓のうち、新田・田畑に入用
のものは、持ち帰り自由で、地上げや盛り土に使
ったとされる。大坂では、天保2年(1831)の安治
川河口の「大浚え」（大砂運）が有名。
大坂城落城の際に、豊臣方の兵士が落とした
大判、金などが出てきてからは、個人で川ざらえ
をする「川太郎（がたろ＝河童）とよばれる人たち
が登場。昭和初期まで存在したとされる。

「砂持ち」の名残として、西九条神社で、神社修
復の時に、「砂持ち行事」を子どもたちが行ったと
される。終戦後間もないころの「砂持ち」では、小
さい子どもたちが、着物に襷掛けで紅白にまいた
棒に笊を下げ、前後に少し砂を入れて、喜々とし
て運んでいたようだ。

川ざらえと砂持ち神事

新田開発

此花のような河口にある新田では、全体的に
米よりも、砂地に適した商品作物が作られること
が多かった。
例えば、麦、木綿、スイカ、菜種、ウリ、那須、豆

などの作物が栽培されていた。此花では、とりわ
け「スイカ」が有名で、「新田スイカ」として親しま
れた。酉島方面の「黒スイカ」は、高級品だったよ
うだ。

高級品だった「新田スイカ」

井路に舟を浮かべてのスイカの収穫風景

此花区の新田は、「1年に約20mもの土地を生
み出した」ともされる、「川」の力なくしては成立し
なかった。上流から流れてくる肥沃な土砂の堆積
は、浚渫により集められ、干拓地の盛り土や堤防
の補強など、さまざまに活用された。
また、新田開発には、水害などリスクも多かっ
たが、一定期間，年貢・諸役を免じる、いわゆる
「鍬下年季（くわしたねんき）」と呼ばれる“奨励
策”がとられていたことから、商機をさぐっていた
大商人にとっては魅力があり、開発意欲が一層
増していったと思われる。

新田を作った「川」と「商魂」

「水路」が輸送路
河口での新田の干拓は、沖堤と中堤の二重の

堤をつくって堤防決壊に備えることが多かった。
また土地は、「いの割」「ろの割」などと呼ばれる大
区画に分けて、区画によって用水路（井路）をめぐ
らせた。悪水は海に返し、用水は川から取水して
いたようだ。新田では「農道」はなく、用水路を使
って農作物や肥料を運んでおり、重要な輸送手段
となっていた。

常吉新田（嘉永年間 -1847 年 ~）

島屋新田（天保 7-1836 年）

恩貴島新田（元禄年間 -1688 年 ~）

九条島新田
（寛永元 -1624 年）

春日出新田（元禄 11-1698 年）

西野新田（宝永 2-1705 年）

本酉島新田（貞享元 -1684 年）

南新田増拓

秀野新田（明和 2-1765 年）

南新田（明和年間 -1764 年 ~）

島屋新田（宝暦年間 -1751 年 ~）
六軒家新田
（明和 7-1770 年）

四貫島新田（寛永元 -1624 年）

現代の海岸線

開発された時期

1610 年～

1684 年～

1723 年～

1829 年～

「大阪府漁業史」（大阪府漁業史編さん協議会、1997 年）をもとに作成
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国家安泰、五穀豊穣を祈願して建立された
愛宕神社の中にあった。
愛宕神社は明治42（1909）年に澪標住吉神

社に合祀され、地元の強い要望で「庚申堂」だ
けが残った。

庚申堂
産土神社では、島屋新田の鎮守として新田開

発を行った浅田氏の足跡をみることができる。
産土神社は、明治44年の合祀令で恩貴島新

田の鎮守様であった皇大神社を合祀したため、
皇大神社のものであった脇の鳥居に「恩貴島
新田鎮守」の文字が見られる。また、灯篭には、
「島屋新田鎮守、浅田氏」と書かれている。

新田開発者の足跡

「恩貴島新田浅田氏」の記述のある、鳥居と狛犬

庚申堂のたたずまい

産土神社の建物は台湾産の総檜づくり。
特に本殿は一見の価値あり。裏に回ってそのた
たずまいをを見てほしいとのこと。産土神社で
は、夏越神事では「ところてん」、秋の大祭では
「ぜんざい」、節分祭では「甘酒」がふるまわれる
そうだ

春日出新田では、干拓当時、「桜堤」を築いて
浸水を防いだという。その後、堤は田畑になった
が、開拓を引き継いだ清海安五郎が、あらためて
津波などに備えて築堤した。その経緯を記した桜
堤の碑がある。
春日出では、桜が咲き始めると、此花公園で

「桜まつり」が、また、春日出商店街では「さくらフ
ェスティバル」が行われる。

桜と春日出の関係

「桜堤の碑」は、春日出共同墓地内に明治19年
に建立された

神社が勧請される理由はいろいろあるが、新
田の多かった此花区では、新しく土地を開墾し、
集落を形成するようになると、土地を鎮め、五穀
豊穣等を祈願して「鎮守様」をつくった。

新田の鎮守様

碑の横にある「説明版」には、往時の八州軒の
間取りが詳しく描かれている。建物全体を想像
してみよう！

八州軒の跡碑

春日出新田には「八州軒」という会所（新田
での様々な手続きをする、現地事務所）があっ
た。
八州軒の名前は、摂津・河内・和泉・紀伊・淡
路・播磨・山城・大和の八州を一望できたこと
に由来する。豪商食野家が、紀州徳川家の別
荘を移築して使用していたといわれる。あまり
知られていないが、あの伊能忠敬も日本地図
測量で大坂に立ち寄った際、八州軒を訪れた
そうだ。『測量記』によると、伊能忠敬は、文化2
（1805）年の第5次測量の際、岸和田・堺を経
由して、八州軒に立ち寄り、「家作広、大によし。
張付襖は、（狩野）丹（探）幽斎の画なり。庭園
広く、古松も多し。能景色」と記述している。
八州軒は、現在、横浜市の三溪園の中に移

築されており、実際に見ることもできる。春日出
にあったときは、瓦葺きであったが、移転後は
檜皮葺になったとされる。

伊能忠敬も訪れた八州軒

新田の名残り

春日出新田での鹿の故事に由来して、春日出
には様々な、鹿とのつながりが残っている。
例えば、春日出商店街では、鹿をマスコットキ

ャラクターとして使っている。
また、春日出小学校の校章は、鹿のつのを表
現。小学校には昭和の終わりごろまで、「鹿園」が
あり、本物の鹿が飼われていたともされる。
朝日神明社では、このようなつながりから、春

日大社の本宮社を譲り受け、おまつりしている。

今も続く「鹿」との絆

春日出小学校の校章。
鹿のつのを図案化

春日大社の建て替えに伴い、本宮社の旧社を撤下さ
れたもの。移築の様子は、ＴＶでも紹介された

朝日神明社は、古来難波三神明の１つとして古書にもある。
もと中央区神崎町にあって、社名は「朝日神明宮」であった。
その後川岸町（南新田）の鎮守神である「皇太神社」と合祀
し、社号を改めた。昭和六年（1931）年に現在地に移転。夏祭
りのほか、節分も盛大に行われる

明治20年、酉島にあった、多羅尾牧場の様子。
２頭の牛が写る,のどかな風景は、今では想像で
きないくらい、ゆったりとした時間が流れている。
新田のあとに牧場になったのかも。

東Ｂ-２

東Ｃ-３

東Ｃ-３

東Ｃ-２

東Ｂ-２
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　海や川・鉄道などが入り組み、複雑な都市構造を持つ、此花区では、他の
地域にはない、様々な「まちの装置」が身近に体験可能。
　踏切、橋、渡し船にトンネル…。うんざりするくらい、うんちくを披露して、友
だちをあきれさせよう！
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高見1丁目の下水道科学館は、大阪の下
水道の仕組みを実際に体験しながら学べる
施設。入場料、駐車料金が無料にしては、本
格的なプログラムが満載。
入館したら、まず最初に1階の受付で体験

シアター「地下探検号」の整理券をゲットす
るのが基本。パリの地下鉄やウィーンの下水
道など、世界各地の地下の名所が、時空間を
飛び超えて、体感。実際の映像の動きに合わ
せて座席が激しく動くので、臨場感が楽しめ
る一方、「乗り物酔い」にもご注意。

その他、豪雨体験や下水道クイズ、
立体映像を使って水の役割を解説す
るなど、退館するころには、環境博士。
下水についてのひと通りの情報が無
理なく身についている。地下1階の遊
具を上っていくと、地上の池の中に顔
を出せるのも、面白い。「水と自然のラ
イブラリー」など、資料等も充実。

下水道のことなら何でもわかる、下水道科学館。
処理された下水は、大阪城のお堀の水などに使
われるらしい。「魚の餌付」など、ユニークな体験
もできる 「地下探検号」は、

年齢制限があるので、ご注意！

下水管の中を通っていくうちに、
水が浄化されていく過程を
刻 と々実感

ため、抽水所で放流している。ここでは、「梅町、北港、桜島」
にある無人抽水所もモニターでチェック。「24時間、365日」、
職員が交代で勤務している。非常時には、自家発電が可能
で、24時間は電気が回復しなくても、機能を維持できるよう
になっている。職員は、監視室で、「雨雲の様子」を常に予想
しながら、人員の配置やポンプの動かし方を考えている。
家庭から出る排水の中でも、とりわけ「油」は環境破壊の

元凶で、「ラーメンの汁」のように浮かびあがり、機械を止め
て掃除する必要が出てくるらしい。家庭からの「油」の処理
は、注意したいもの。

「抽水所」の「抽」は、ポンプのこと。大阪
市では、ポンプ場のことを「抽水所」と呼ぶ。
周辺からの下水を集め、下水処理場にポ

ンプで送水するための施設。大きなごみは
抽水所で回収。晴れた日には、家庭やお店、
会社などから出る下水を下水処理場に送
り、大雨が降ったときには、正蓮寺川に放流
するなど、市街地を浸水から守り、環境に注
意を払っている施設。大阪は上町台地以外
は「低地」になっており、大雨が降ると水が
たまりやすく、下水処理場では、大量の雨水
を処理する能力がない

ごみが詰まると
職員が手作業で
取り除いている

自家発電で緊急時に対応

安治川橋が架けられたのは、明治６年（1873）
のこと、居留地の交通の便を図るためだという。
長さ81ｍ、幅約5.4ｍ、旋回式可動橋、鋳鉄製

パイプの橋脚を持っていた。1人の力で橋をぐる
りと回すことができた。
この橋は西欧から輸入された鉄橋で、高いマ
ストの船が 航行する時には、橋桁が旋回する可
動橋であり、当時の人々は、この旋回する様を見
て「磁石橋」と呼び大阪名物の一つとなった。当
時としては不思議で珍しい橋であった。
ところが、この可動橋も明治18年（1885）大阪
を襲った大洪水のとき、市内への洪水を防止する
ため、やむなく工兵隊により爆破撤去されてしま
ったという。

旋回する磁石橋～今はなき安治川橋

海を乗り越え、川を乗り越え、鉄道を乗り越え、
「橋」がかけられていた此花区。
まさしく八百八橋・水都大阪の中心区といえる
が、中でも、国鉄桜島可動橋は、船が通るたびに
線路を上げる、独特の景観を見せていたといわ
れる。

鉄道に設けられた可動橋

昭和40年の国鉄桜島可動橋。船を通すために線路を上げる
西区安治川橋の碑より（西区）

磁石橋撤去後、明治30年に源兵衛という人
が、九条新道の西端に渡しをつくった。これは 
「安治川の源兵衛渡し」と呼ばれ、両岸の商人に
大いに喜ばれた。 昭和19年に渡し船に代わって
設置されたのが、全国でひとつの川底トンネル
「安治川トンネル」である。
エレベーターか階段で約1７ｍ地下のトンネル
に降りるようになっている。無料。知らない人同士
も挨拶して通るのが通行のオキテ。今はシャッタ
ーが下りているが、自動車用のエレベーターがあ
り、開設当時は車でも対岸に行くことができた。
昭和33年ごろ、売出し中の石原裕次郎が安治

川トンネルなどに映画のロケーションに来たよう
だ。トンネルの中は、夏は涼しく冬は暖かい。体験
したいポイントだ。

川下17ｍの地底旅行

登山の時のように、知らない人にも「こんにちは」と挨拶
するのがトンネル内のオキテ

昔からハイテク

東Ｃ-２

東Ａ-４

東Ｃ-４
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此花区の周囲には、伝法水門、六軒家川水門、
正蓮寺川水門、安治川水門の4つの「水門」があ
る。「水門」は可動式の仕切り（門扉）によって、水
の流れや量を制限したり、高水時には、堤防とし
ての機能をもつもの。
同じような言葉だが、「閘門（こうもん）」は、水
位の異なる河川同士の間を調整し、船を上下さ
せるための装置。
此花区では、伝法水門がもと「閘門」だった。明
治6（1873）年に、淀川の改良工事が行われ、そ
れに伴い、伝法閘門が完成。しかしその後、工業
化により、地下水の使用過多による地盤沈下で、
新淀川と伝法川との水位の差が少なくなり、「閘
門」としての意味がなくなった。昭和39（1964）年
に、高潮対策として、伝法水門が完成した。

例えば、伝法水門では、概ね毎月第2火曜日に
水門開閉のテストを行っている。日程や時間は、
水門に表示してある。「額縁」に入ったように見え
る新淀川の光景は、美しく、一見の価値あり。六軒
家川水門は「ローラーゲート3門型」といわれ、3
つの水門から構成され、一度にすべての門が開
く。
いずれも、30分くらいかけて、じわじわと門が
開けられるが、巨大な装置が動く様子や変わりゆ
く景観は、他では見られない、圧巻体験。
他区の人を連れていき、ぜひ自慢してみたい。

水門と閘門（こうもん）

次回の開閉日時は、看板でチェック！
安治川水門正蓮寺川水門

伝法水門。淀川が、額縁の
中の絵のように見える

3つの門を持つ、六軒家川水門は、開閉時には、かなりの迫力あり

徒歩や自転車で渡るには、巨大な4周半のスロープを
上る必要があるので、グループで行くのがおすすめ

ストレスのない高度なので、高所恐怖症に人でも安心。
「橋」そのものを堪能できる

常吉と舞洲を結ぶ、全長340.8ｍの斜張橋。
1999年完成。美観や地形、航路条件のため、主
塔は、橋の真ん中ではなく、常吉寄りに大きくず
れて設置。高さ80ｍの「逆Ｙ型」一本タワー。
小さく車輌もあまり多くないので、ヒューマンス

ケールで楽しめる。坂の傾斜も緩やかで、サイク
リングや遠足気分で舞洲へ行くには、ベストの選
択。スラッジセンターを見ながらの下り坂では、ア
ートを鑑賞しながら、心地よくスピード感を楽し
める。夜景も美しく、デートにも最適。

遠足気分で～常吉大橋
完成は平成2年3月。全長1570.6ｍ。北港と舞
洲までをつなぐ。世界でも珍しい、モノケーブル
自碇式つり橋と呼ばれるもので、一本のメインケ
ーブルによって、橋げたが吊り下げられている。
車はもちろん、徒歩や、自転車でも渡れる、近
畿地方最長のつり橋。車道部の標高約35ｍから
見える、大阪湾のパノラマは絶景。主棟のライト
アップやケーブルのイルミネーションが行われて
いる。イルミネーションには、発光ダイオードが使
われており、大阪港の夜景に彩りを加えている。
ぜひ一度見に行ってみたい。

標高35ｍの絶景～此花大橋

「橋の旋回」を試験する日は、要チェック

平成13年に完成した夢舞大橋。世界ではじめ
ての「旋回式浮体橋」として、最先端の技術を誇
る。日本の多くの橋梁技術会社が参加している。
通常時は、橋の下を小型船舶しか航行できな

いが、咲洲から夢洲間の主航路が万一航行不能
になったとき、代替できるように、可動橋を計画。
しかし、必要航路幅が200ｍと非常に大きく、めっ
たに開橋しないこと、埋立地の地盤沈下があるこ
となどから、橋をポンツーン（浮き）の上に乗せ、
タグボートで旋回させる形式が適切であると考え
られた。年に一度程度、橋の点検作業が行うよう
にしているという。いつもとは違う橋の変容を視
認することができるかも。

世界初の旋回式浮体橋～夢舞大橋

安政元（1854）年9月に、ロシア極東艦隊の軍
艦ディアナ号が天保山沖に現れ、人々を驚かせ
た。この年の1月、幕府は、アメリカとの間に日米
和親条約を結んでいたが、ロシアも同様の条約
を求めたにも関わらず、交渉が進まないのに、痺
れを切らせ、大阪港に乗り入れてデモンストレー
ションを試みたのだった。
この後幕府は、ロシアとも国交を結び、開国を

していくが、9年後の文久3（1863）年、幕府は、尊
王攘夷派をなだめるために、表向き攘夷の方針
を決め、長州藩はアメリカ船を攻撃。薩摩藩もイ
ギリスの船隊と交戦した。大坂の海岸線の防備
は、備前（現・岡山）藩などが受け持っており、騎
兵や歩兵がいち早く往復できるようにするため、
一挙にこのあたりに「8つの橋」を架けた。8つの
橋のうち、最大のものが伝法川のもので、長さ
100ｍあまり。「備前橋」と言われた。
正蓮寺川に架けられた「森巣橋」、六軒家川に

かけられた「朝日橋」もこのときに架けられたも
の。実は、岡山県の倉敷川には、4つの澪標が今
なお残っており、意外な縁を感じる。

架け替えられる
朝日橋

北港側の橋の出入り
口にある、「4周半の
歩行者用螺旋スロー
プ」もあまり体験でき
ない、不思議な橋の
装置

8
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水との闘い

西九条と九条。今は安治川によって分かれて
いるが、貞享元年（1684）までは九条島というひ
とつの島であった。
この島は、淀川の河口にあったために水流の
妨げになり、洪水の原因となっているということ
で、河村瑞賢が九条島を切り開き、水を直接大阪
湾に流す水路を作った。洪水が安らかに治まって
ほしいという願いをこめ、「安治川」と命名された
とも。安治川が開削されると船運の便は変化し、
大坂へは直接安治川から出入りするようになっ
たため、伝法川を経由するものは減少したといわ
れる。
河村瑞賢は、木材やはしご、水車・猫車など資

機材を周到に準備し、わずか約20日間で安治川
を開削したといわれる。

20日間で完成、安治川の開削

「伝法川」は、旧淀川の分流である中津川の末
流として、大阪湾にそそいでいた。沿岸は大坂の
まちに出入りする水運の拠点となり、栄えていた。
伝法港が開かれたのは、中世末期と言われてい
るが、江戸時代には、大坂の水運の玄関口として
にぎわった。
伝法川により、南北の伝法に分かれ、伝法川の
北は「北伝法」と今は新淀川に沈んでしまった「申
村」という村があり、南には、「南伝法」があった。
南伝法は島で、東端に「鴉宮」が鎮座していた。申
村の風呂屋には、朝早くから深夜まで、各国の船
頭衆が賑わい、湯船につかりながら、お国自慢を
したといわれる。

伝法港だけが残った～伝法川

明治の中ごろまで、淀川の下流は、曲がりくね
って流れていた。淀川の本流は、長柄（都島区あ
たり）から大阪市内中心部に向かい、長柄から分
岐した中津川が大阪湾に流れ込んでいた。中津
川は細かったため、洪水が何度も起こり、大阪の
まちはたびたび大きな被害を受けた。
そこで、オランダ人の技術者、デ・レーケに指導

してもらい、明治30年から43年にかけて、淀川を
水を流しやすいまっすぐな川にした。新しい河川
敷を設けるために、伝法村は、多くの農地を失っ
たが、後に残された伝法川の船運のために「閘門
（こうもん）」が設けられた。また、北伝法にあった
申村は９割が水没したが、残った部分は、北伝法
町に合併された。昭和10年代の新淀川は、真中
にむかって50メートルほど泳いでも、まだ足が川
底についたという。伝法出身の鴻池忠次郎（現鴻
池組の創業者）は、このときの改修工事に参加
し、事業拡大のきっかけを得たともいわれる。

淀川改修と川底に沈んだ村

大きな口を開けて、巻きずしをがぶり！
今や節分の定番である「巻きずしの丸かぶ

り」。実は、此花区伝法（当時の申村＝さるむ
ら）が「発祥」であるともいわれている。
昔の節分の日、申村に「世念講（よねん

こ）」という講があった。村の若者や船頭衆、
川人夫が集まって夜通しの雑談や将棋・囲
碁・花札、墓場への肝試しなどを楽しんだが、
このとき巻きずしを食べることが習わしとな
っていた。大勢の巻きずしをつくるだけで精
いっぱいで切ることまでは手が回らず、丸か
ぶりするようになったといわれる。

巻きずしの丸かぶりのはじまり！？

「安政の元年の大地震」では、此花区
にも被害を及ぼし、その痕跡は今なおあ
ちこちで残されている。最大震度７、マ
グニチュード8.4ともいわれるが、開拓し
たばかりの新田が泥水を吹上げ、自普
請で築き上げた堤防も崩壊するなど、津
波が村を壊滅させて、多数の犠牲者が
出たともされる。
酉島5丁目にある、「常吉新田の碑」に
併せて、安政元（1854）年（石碑では安
政3年）の津波による犠牲者が祀られて
おり、その足元には、小さなお地蔵さん
が並んでいる。このあたりは、大正末期
ごろまで、美しい松が生い茂り、「千本
松」と呼ばれていた名勝地。

安政の大地震など

石碑にある「安政3年」の記述をめぐり、此花の郷土史家
の間で、様々な解釈がなされている

江戸時代末期の天保７（1837）年の地図（「新改正攝津國名所舊跡細見
大繪圖」）の此花地域拡大図。すでに九条島は安治川により分断

逆川が埋め立てられる前には、イワシやサ
ンマを売る船が川を通っており、川沿いで主
婦が呼びとめ、買う光景がよく見られたそう
だ。また、伝法橋のたもとにも、魚を直売する
市場があり、獲れたての新鮮な魚が気軽に
手に入った。

その年の恵方
（良い方向）に
向かって無言で
食べるのが作法伝法川跡碑。土地の高低差があり、

「土手」があったことが偲ばれる。伝
法漁港横と鴉宮南側の土手の2か所
にある

伝法橋たもとにあった魚市場

西
九
条
村

安井村

九条村

春日出新田

安治
川

南新田

四貫島村

西野新田

北伝法村

南伝法村

常吉新田

中
津
川

六軒家新田

四貫島新田

申村

逆
川

六
軒
家
川

伝法川

正蓮
寺川

新淀川開削

明治 31年ごろの河川の状況

西

東Ｂ-２、東Ｂ-３
「大阪近傍図」（明治 18 年測量明治 31 年修正　大日本帝國陸地測量部）をもとに作成
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中津川は、淀川の横を流れて、正蓮寺川や六
軒家川につながっていた。人々が生活用水や工
業用としてたくさんの水を使うようになったため、
昭和42年、中津川の水を他の地域で使うための
「正蓮寺川利水事業」という工事が始まった。
これにより、淀川の水を「高見機場」と
いうポンプ場でくみあげ、地下の六軒家
川水路、正蓮寺川水路により、六軒家
川、正蓮寺川に流すようになった。

阪神高速道路淀川左岸線の工事によって正蓮
寺川は埋め立てられたが、地下トンネルに車の
通る高速道路と並行に、正蓮寺川水路も設けら
れ、正蓮寺川水門のところで、川に合流する予
定。高速道路の上には緑豊かな公園と歩行者専
用道が作られることになっている。

トンネルを通る川と車

淀川左岸線を紹介するための施設「もぐら
ハウス」。新しい「人と道との関係」を考えさ
せられる

加寿屋・西野・西九条等の新田開発の埋
め立てにより、逆川の流れは様々に変わっ
たといわれる。
安治川ができるまでは、東から西（現安

治川方面から朝日橋方面に）に流れていた
が、聖天川（曽根崎・浦江方面から野田村
新家まで）から六軒家川に流れていた水
が、加寿屋新田開発時より、六軒家川と安
治川の両側に流れることになったことで、流
れが反対になった。これにより、「逆川」と名
付けられたというが、この川は開発前の地
図にも書き入れられているので、もともとつ
いていた名前であるとも考えられる。

時代によって流れが変化！？～逆川

此花区では、阪神大震災で堤防が壊れたため、急いで高規格堤防化
（スーパー堤防）された。淀川水系では、25か所程度。酉島についで、高
見でも現在工事中。
護岸部分だけを塀のように囲った、コンクリートの直立堤防（通称「カ

ミソリ堤防」）とは違い、「スーパー堤防」は、堤防の市街地側に盛り土を
し、幅を広げたゆるやかな台地上の堤防のこと。堤防の高さの約30倍程
度の地域まで「盛り土」をして、堤防化する。とても丈夫で、万一の洪水時
にも、まちを大きな被害から守ることができる。また、堤防斜面の部分
が、緑地や公園などに利用されており、親水性も格段に向上。此花区で
も、ジョギングや散歩の絶好のポイントとなっている。お天気の良い日に
は、明石海峡大橋まで眺望できるそうだ。ぜひ行ってみよう！

阪神大震災とスーパー堤防

川と空が一体となった、広大な景観。
ゆっくりと歩いてみたい

昭和25（1950）年9月3日、ジェーン台風が大阪
のまちを襲った。最大瞬間風速45ｍ、戦災復興
期で簡易な建物が多く、戦前からの地盤沈下も
あり、西大阪を中心に大きな打撃を受けた。
此花区では、おりしも安治川河川工事の橋げ

たの穴を掘っていたところで、堤防が決壊したた
めに、区域の82％が水に浸かった。浸かった水
が完全にひくまで、半月近くかかったといわれる。
酉島3丁目の専修寺の由来によれば蓮慶作と

もいわれる「阿弥陀如来像」（重要文化財）は、第
二次世界大戦のときに強制的に天王寺美術館に
疎開させられていた秘仏だが、終戦後、国外流出
を恐れてお寺に戻っていたところ、ジェーン台風
の被害で再度天王寺美術館に移されてしまった。
ジェーン台風の被害がひどかったので、防潮工
事として、廃水ポンプ場の設置、防潮堤や橋のか
さ上げ工事が実施。伝法川、逆川なども埋められ
て、備前橋は廃橋となった。昭和36（1961）年9
月、第2室戸台風が大阪へ上陸したときも、風雨
が強く大変な被害をもたらした。

区域の82％が浸水～ジェーン台風～

市電もどっぷり水浸しに

工事中の正蓮寺川

逆川堤防跡。「逆」の文字が見える

「水の都」と呼ばれた大阪には人々の往来のため
の渡船場が江戸時代から各所にあり、此花区内の安
治川沿いでは、多い時で「10か所」（大阪市内全体
で、最も多かったのは、昭和10年ごろで、31か所）の
渡し船があった。
当初は、船頭さんによる手漕ぎの木製の船で、有
料、民間によって運航された。明治24年、大阪府が渡
船営業規則を定め、監督取締りを行うようになり、明
治40年には、安治川などの渡船場については、市営
事業として有料のまま大阪市営となったが、大正９
年、道路法の施行によって、道路の一部とみなされ
て、無料となった。
顔なじみ客が挨拶をかわす姿は、大阪の風物詩と

もいわれた。また、「源兵衛渡し」は、ストーブがついて

手漕ぎの渡船。大八車が乗っている様子も見える。
昭和に入っても手漕ぎの木造船だったが、昭和10
年ごろから次第に「焼玉エンジン（燃焼室にある鋳
物の玉を加熱して燃料に着火させた）」の船に代
わっていった

目印山といわれていた、天保山を見つつ、
往時の舟運をイメージしてみよう

桜島桟橋から、天保山桟橋まで、市内最長「330ｍ」
の水路を3分程度で往復している天保山渡し。昭和42
年には、一日平均1700人程度の利用者があったそう
だが、平成20年度には、約900人程度が利用。
利用者は減少したが、機能的な役割はもとより、ア

ミューズメント的な利用も多いようだ。USJで働く「外
国人スタッフ」などをみかけることがあるといううわさ
も。ハリウッド気分が無料で追体験できるかも。午前
６時から午後８時まで、1時間に２~３本程度運航。
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いたともいわれる。「渡し船」は安治川大橋が建
設されるなど、社会的な役割が失われるととも
に、徐々に廃止されていった。大阪市内では、現
在８か所の渡し船が残るが、此花区域では、「天
保山渡し」が残るのみ。

東Ａ-３、東Ｂ-1

東Ｃ-４

西



このはなの人情Ⅰこのはなの人情Ⅰ
　臨海部の工場につながる鉄道の発達とともに、多くの人々の暮らしの場
ともなった、此花区。お醤油を貸し借りしたり、駅前でちょっと一杯といった、
人肌の付き合いが当たり前でした。暖かい交流の精神や古き懐かし「まち
場の情景」は、世代を超えて、今なお、このまちの誇りです。
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安治川周辺が舞台になっている上方落語の
お噺。酒どころ池田のおじさんの家に行った北安
治川二丁目に住む又七は、べろべろになって帰
り、死んでしまった。
生前又七が神道解釈に凝っていたことから、神

式で葬式を出すことになったが、寺でなければ死
亡届を出せないことが分かり、大騒動に。そうこう
するうちに、又七は三年酒という、飲んだら三年醒
めないお酒を飲んだだけということが分かり…。

三年酒

縁の下での改心
安楽寺を創建した“天野四郎”は、かつて大悪
人だったが、どろぼうに入ったお寺の縁の下で、
法然上人の法話を聞いて心を打たれ、改心し、
仏道に入ったと言われる。吉川英治の小説『親
鸞』の題材ともなった。小説では、天城四郎として
登場。
自作と

される木
像が本堂
にある。

六軒家川が注ぎ込む安治川一帯は、昭和30
年代、多くの船上生活者が暮らしており、宮本輝
の小説「泥の河」の舞台にもなった。「泥の河」は
第13回太宰治賞を受賞し、昭和57年に小栗康平
監督により映画化。往時を想像し、楽しみたい。

泥の河

西九条周辺など、此花区では、“かんてき長屋”
と呼ばれる長屋が多かった。かんてきとは、七輪
のこと。工場に勤める人が多く住んでおり、コーク
スでかんてきの火を起こし、軒先で魚を焼いてい
た。かんてきは、近所と共同で使用することもあっ
たようだ。此花区では、明治30年代頃から紡績工
場ができはじめ、人口が急増したことに加えて、
明治の終わりごろ、「天満焼け」と呼ばれる大火事
が現在の北区で発生。此花区でも建築ラッシュ
が起こり、“かんてき長屋”が一層増えたとされる。

かんてき長屋

白砂大神は、もともと、宝暦5（1755）年に建立
された住吉神社の拝殿に向かって右側にあった。
大正10（1921）年に、市電・西野田桜島線（福

島区野田から朝日橋まで入り、順次、千鳥橋、三
本松、桜島、桜島駅前まで延伸）を通すための道
路拡張工事に伴い、神社は移転したが、境内に
あった樹齢約200年の「銀杏の木」を伐ろうとした
ところ、次 と々事故が起こったため、銀杏を神木と
して、その場に残すべきとの声があがり、そのわき
に、「白砂龍王神」を祀った。
祠の横には、「大大吉」から「凶」まで、全部で
32種類のおみくじあり。「神の声」という不思議な
名前のおみくじもある。

道の真ん中の御神木

おみくじは自由に
ひくことができる。
27番が「神の声」

戦火が激しさを増した昭和19年ごろには、疎
開が始まり、小学生たちは集団疎開で、父母と離
れた田舎に疎開した。此花区域の小学校では、
愛媛県に疎開したものがほとんどであったよう
だ。春日出小学校の場合、3年生以上の学童が愛
媛県松山市に疎開した。空襲によって多くの小学
校が焼けた。梅香小学校は、第2次大阪大空襲の
ときに戦火にまみれ消失した。昭和20年8月15日
に戦争が終わると、春日出小学校では2学期か
ら、焼け残った校舎で授業が再開された。

戦時下の子どもたち

乾布摩擦をする小学生。伝法小学校

市電では、お祝いごとがあると、よく花電車が
走り、人気が高かった。台車に飾りをつけた、華や
かな花電車は、一台だけではなく、何台も連なっ
て通っていた
そうだ。

花電車

お祝い気分を
盛り上げる
花電車。
まち全体が
華やかな
雰囲気に

安楽寺 西九条公園
横の忠魂碑

西念寺では、明治維新に伴う廃仏毀釈の際、
徳川家康の次男・結城秀康と血縁関係にあった
ことから、幕府の敵とみなされ、破壊されたそう
だ。その時に、首をはねられたお地蔵様が、歴史
の証人として大切にお祀りされているらしい。
また西九条周辺は、水路などで命を落とす子

どもが多かったことなどから、此花でも地蔵尊の
数が最も多い地域。「火伏地蔵尊」は、激しかっ
た大阪大空襲にも焼け残ったことから、「火の守
り神」として、近隣住民により御堂が再建された。
　「一願地蔵尊」では、毎年子どもたちを集めて
の地蔵盆が盛んである。

お地蔵様さまざま

空襲から人々を
守ったとされる、
火伏地蔵尊

首のないお地蔵様は、
歴史の生き証人

西九条では、戦死された方々の英霊を、町内会
員、学校生徒が朝日橋通りの両側に並び、お出迎
えをした。弔旗を先頭に、遺影、遺骨、家族、在郷
軍人・愛国婦人会の人々が続き、現在の西九条公
園近くの忠魂碑までお送りした。

忠魂碑

ひとつばなし

今も朝日神明社に残る防空
壕は、コンクリート製の立派な
もの。粗悪なつくりの防空壕
は、入るとかえって危険だった
とも。

合理的な近代都市計画のすきまをぬ
って存在する祠（ほこら）。
実は、この銀杏の木の「兄弟の木」が、
観音寺の西横の道路で元気に生きて
おり、ともにご長寿記録を更新中

東Ｂ-３

東Ｂ-４

東Ｂ-２

東Ｂ-４



KONOHANA OTAKARA PREMIUM

子どもたちの思い出がたっぷり詰まった、大切な
“おもちゃ”。壊れたからといって、すぐに捨てないで、
一度この病院に通院してみては？すっかり元気に回
復すること請け合い。治療を終えたおもちゃは、語ら
ずとも、モノの大切さを教えてくれる良い教材にもなる。

いらなくなったおもちゃを持ってくると
「カエルポイント」という世界共通の「子ど
も通貨」（遊びの通貨）に“カエル”ことがで
き、そのポイントとおもちゃを交換する。
かえっこバザールの最後には、

いらなくなったおもちゃのうち「い
いおもちゃ」のオークションが行わ
れるので、子どもたちはカエルポイ
ントを貯めて臨む。此花区では、
「このはなカエルクラブ」によって、
運営されている。

平成25年1月20日開催の新春カーニバルでけ
ん玉「ギネス世界記録」挑戦が実施された。とめけ
ん最多人数で242名
が成功し、此花区が
ギネス世界記録に認
定された。
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映画館四貫島ブラザース。昭和27年の光景。
身近な娯楽として、映画は人々の娯楽の中心
でもあった

必要なものが必要な人に。
合理的な“このはな魂”に
ぴったりフィット！

かつて、午後５時の終業サイレンと同時に、Ｊ
Ｒ西九条駅周辺は活気づいたといわれている。
高度成長期ほどの勢いはないが、「トンネル横
丁」などは今も健在。ガード下をはじめ、おでんや
焼き鳥などの飲み屋も多い。かつて駅前をはじ
め、区内には、明治座（芝居小屋→映画館）など
の娯楽施設も多くあった。1日たっぷり働いたあと
の“一杯”は何ものにも代えがたい至福のとき。昭
和レトロの香りがする、駅前の「横丁文化」をぜひ
体験してみたい。ちなみにＪＲ桜島線は、臨海工
業地帯の就業者の輸送線として敷設。西九条駅
は、明治31年開業。

花咲く「横丁文化」

西九条には、気軽に飲める居酒屋
などがまだたくさんある

大阪広しといえども、この賑わいはちょっ
と自慢できる。小さな子どもからお年寄りま
で、河内音頭をはじめ、様々な踊りを楽し
む。音頭取りの生演奏がある本格的な櫓も
あって、踊り好きには
たまらない盆踊り期
間となる。

「ユニバーサルスタジオ」
の提灯があるのも、
地元ならでは

今では想像もつかないが、現在、区役所や消防署があるところ
に、歓楽地があった。遊技場、猿や水鳥の小屋、滝のある池、ブラ
ンコや土俵のある遊び場、売店もある公園…。周りには玉突きや
映画館もあり、料亭・カフェーなど飲食店も立ち並んだとされる。
子どもが冷やかしに出かけると叱られたと思い出を語る人も。
昭和19年7月に高射砲の陣地築造のため、公園のまわりの住
民は皆立ち退かされたが、その当時公園の中には防空壕が掘ら
れていた。

歓楽地

川や港を中心にした商売で栄えてきた活気あ
ふれる此花区の9つの商店街―四貫島商店街、
四貫島中央通商店街、此花住吉商店会、春日出
商店街、此花公設（グッディー此花）、千鳥橋筋商
店街、四貫島森巣橋筋商店街、朝日商店会、西九
条駅前商店会―。
にぎわいの中にも、人情が感じられる。各商店
街では、四季折々のイベントを開催。春は映画イ
ベント、夏は約1700名の地元小学校の児童の短

冊を商店街全体に展示
する七夕まつり、秋は、法
要・月見をイメージした
彩り豊かな飾り、冬はム
ード満点のクリスマスイ
ルミネーションが、商店
街一面に輝く。

春日出商店街に鎮座しているビリケン像
は、書芸家がアメリカのハワイ州知事から
送られた私蔵品を地域に還元するために
公開したもの。
ビリケン像は1908年 (明治41年)、アメリ

カの女流美術家が奇怪な姿を夢見て造っ
た像で、当時アメリカを始め世界中で 福の
神として大流行した。此の像の投げだした
足をなでることにより、如何なる念願も成就
するという。

「ビリケンさん」と親しみをこめて呼ばれている

四貫島商店街は、大阪市で
一番最初にアーケードを
つくったといわれる

娯   楽

おもちゃドクターは、おもちゃの「命」とともに、
ものを大切にする「精神」を守っている

当時の歓楽地の様子。元祖テーマパーク！？
のどかな風景は、戦争で一変し、建物疎開や防空など、
戦時的な活用がなされていった。将来、この場所が
区役所になるとは、当時の人もびっくり！？

昭和のはじめ、「北港の潮湯」が開業。延べ床
面積5000㎡にも及ぶ大規模なヘルスセンター
だったといわれる。1000人収容の大浴場には、
「潮湯、淡水、薬湯」の3種のお風呂があった。ま
た、歌劇・喜劇・お笑いなどの大劇場（1000人収
容）もあり、人気があったそうだ。昭和9年、室戸
台風により、つぶれてしまった。

潮湯でリラックス

潮干狩りを楽しむ人々。後ろに見える建
物が「北港の潮湯」。海水は身体に良い
とされ、潮湯や海水浴場など、いろいろ
に楽しんだ



行こか戻ろか住吉の 
四社の前なる反れ橋 
上がりて沖を眺むれば 
七福神の楽遊び 
中にも恵比寿さんという人が 
金と銀との釣り竿で 
黄金の御針で鯛釣った 
鯛釣ったおかげでかか貰うた…
 （以下省略。南上太鼓ＨＰ）

ふとん太鼓の歌

このはなの人情Ⅱ～夏祭り百景～このはなの人情Ⅱ～夏祭り百景～
　「だんじり」が主流の大阪市内の夏祭りですが、此花区では、だんじりはなく、「ふとん
太鼓」と「枕太鼓」があるのみ。“独自の”文化を形成・発展させてきました。
　清めの「潮汲み」や沖仲仕の装束に似た「腰巻」、天神祭に似た枕太鼓の作法など、
ユニークな伝統のひとつひとつに、祭りと海・川との密接な関係が見て取れます。
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夏祭りにだけみられる、チ
ョークで書かれた謎のマー
ク。ふとん太鼓の曳行ルート
に沿って、何やら意味ありげ
に記されている。実は、こ
れ、ご祝儀を頂ける家を示
しているマーク。この印の前までくると、すでに氏
子の人々が今や遅しとご祝儀を握って、待ってい
る姿に出くわすことも多い。ご祝儀を渡すと、「こ
のはな締め」で景気づけてもらえる。みんなで合
唱すると心も晴れやかになり良い気分。祭見物
の際には、このマークにもぜひ注意して、いろいろ
な楽しみ方をみつけたい。

チョークで書かれた「謎のマーク」

太鼓の歌にもある鯛を持つ恵比寿さん。
縁起の良い七福神を彫刻

此花区域の夏祭りでは、基本的に「ふとん太
鼓」と「枕太鼓」が中心で、だんじりは出ないのだ
が、唯一例外的に、鴉宮に「小型のだんじり」があ
る。これは伝法の地に本店を構えた鴻池家が明
治中期に孫の誕生を祝い作らせたもので、長らく
鴻池家で保管され、祭礼時にだけ借り受け、船に
乗せ、船渡御を行っていた。昭和34年に同家から
鴉宮に寄贈された。
屋根の上には、一匹の龍が取り付けられ、屋根

の軒先には「波模様」が刻まれているため、龍が
波の上を泳いでいるように見えるのが特徴。ま
た、だんじりの後部（見送り）三方には、七福神の
人形が配置されている。そのため、七福神丸と呼
ばれていたらしい。屋根のには、「獅子噛み」が置
かれ、だんじり下部の「腰回り」には、“うさぎ”の彫
り物がある。

唯一の地車

毎年７月31日（宵宮）と８月１日（本宮）に行われる歴史ある夏祭
り。７月30日には、船を出して清めの水を汲みに行く「潮汲み」の行
事も行われ、鴉宮より歴史ある地車とともに渡御を行う。宮入は、鴉
宮と澪標住吉神社に行い、布団太鼓、枕太鼓、獅子舞が
お互いに訪問し合う。

「伝法」の夏祭り

此花区ではおおむね、海岸部は「ふとん太鼓」、
内陸部は「枕太鼓」

亀甲太鼓。こどもたちが息を合わせて太鼓を打つ。現在、
「亀甲」をつくる職人さんがいなくなり、「完全な亀甲型」
にはできなくなったようだ

広い氏地を廻る
には、トラックが
大活躍！

ふとん太鼓とともに祭りの花形である、大阪ならではの
太鼓。太鼓を叩くときの作法や烏帽子をつけた伝統的な
装束も魅力。西九条神社に宮入する亀甲太鼓、伝法・澪
標住吉神社の高見太鼓、島屋・産土神社の枕太鼓があ
る。亀甲太鼓は、徳川時代、安治川上荷船、茶船仲間で創
始され、上荷仲間が奉仕したというもの。打子の腰にあ
たるまくらの覆いが黒麻縄で亀甲型に縛ったことから、亀
甲太鼓となった。

枕太鼓

「腰巻」で担ぐふとん太鼓
伝法のふとん太鼓の担ぎ手の中には、「猿股」

のようなパンツ型ではなく、まるで「スカート」の
ような衣装を着ている人がいる。これは通常、「腰
巻（または、お腰）」と呼ばれているらしいが、昔の
人が伝法の港などで、着物を着て労働していたと
きの名残りともいわれる。実は「踏ん張りやす
い」、機能的な白いネルの「腰巻」は、他の地域で
はみられない、此花オリジナルファッション？

作法を守って、邪気をお払いしたいもの

茅の輪は、正月から６月まで
の半年間の罪けがれを祓う、夏
越の大祓（なごしのおおはらえ）
で、くぐることにより、疫病や罪け
がれが祓われるといわれてい
る。「水無月の夏越の祓する人
はちとせの命のぶというなり」と
唱えつつ、左回り・右回り・左回
りと、八の字を書くように、３度く
ぐりぬけるのが作法。鴉宮、産土
神社などで。

茅の輪くぐり

ふとん太鼓を持ち上げる
所作は、祭りの醍醐味

厳しい「掟」を持つ、大阪南部等のふとん太鼓とは違
い、此花のふとん太鼓は、自由でおおらか。
人の乗った重い太鼓をかつぐ、ふとん太鼓は、勇壮な

祭りの花形である。とんぼの色や
房飾り、彫り物などに、町ごとの
特色が表れる。御腰、菅笠など、
古くからの装束も魅力。夜には提
灯が灯され、幻想的な雰囲気に。
ふとん太鼓は、伝法・鴉宮の南上
太鼓、澪標住吉神社の北上太
鼓・北中太鼓・北五太鼓と、島屋・
産土神社のものがある。

ふとん太鼓

北中太鼓。澪標住吉神社に
宮入する

産土神社のふとん太鼓

ネルの腰巻
をする担ぎ手

鴉宮のだんじり

新調された高見のふとん太鼓



KONOHANA OTAKARA PREMIUM

夏の暑さを吹き飛ばす、獅子舞のお練り
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伝法の夏祭りには、北三獅子、南獅子の２つ
の獅子舞が出る。獅子、傘踊り、太鼓、笛などから
なる。女子が活躍できる場でもあり、祭り用のお
めかしをして参加。

獅子舞・傘踊り

ご祝儀を頂き、「扇子」を上げて、手締めをする

ご祝儀（花）をいただいたり、宮入を完了したり
したときに、「さあ、お手を拝借！」とばかりに始ま
る「このはな締め」。
オーソドックスな「大阪締め」とはひと味ちがう、
“此花独自の崩し方”が楽しい。例えば、西九条神
社では、「うちま～しょ（パンパン、二回手拍子）も
ひとつせ～（パンパン）、祝おて三度（パパンガパ
ン、三回手拍子）」の基本形の後に、「あ～めでた
いな～」が加わる。
鴉宮や澪標住吉神社では、「あ～めでたいな

～」が先に来るパターン。朝日神明社では、日の
丸を描いた扇子を持った子どもたちが花代をい
ただいたときに行うが、太鼓で合いの手を入れる
ので、「あ～打ちませ（どんどん。太鼓音）、さあも
ひとつせ～（どんどん）、祝おて三度（どどんどん）。
あ～めでたいな～（どんどどどん）」となる。

おおらかに崩れる「このはな締め」

ご祝儀札。一年間飾っておくと、御利益があるとのこと

此花の夏祭りでは、ご祝儀を出すと、ふとん太
鼓を出している町会ごとに、「小さなお札」がもら
えるが、これを、玄関先の「鴨居」や「ドア」、「引き
戸」等にずらっと並べて貼ってある家が多い。
それぞれの「お札」は、色とりどりで個性的。単
なる「お金の受領証」というだけではなく、一年中
飾っておいて、家内安全を祈るようだ。

ご祝儀自慢・まち自慢

編みこみやデコレーションなど、
独自のおしゃれも楽しみのひとつ

勇壮なふとん太鼓や枕太鼓の担ぎ手たち。太
鼓台を高くさし上げたり、練ったり。どうしても、目
は華やかな動きにとらわれがちだが、「足元」も
少しチェックしてみたい。
伝統的な「足袋」に混じって、一見、足袋の形は

しているものの、長靴のようにもみえる、何やら複
雑怪奇な履物。底には、厚いゴムが貼られてい
る。実は、これは、だんじりやふとん太鼓関係者御
用達の必須アイテム。その名も、「エアだんじり足
袋」等といわれる新種の足袋。形のユニークさも
面白いが、機能的にもすぐれており、足の疲労を
軽減してくれるスグレモノ。

足袋以上、靴未満！？

岸和田方面から伝来した
“空気入りの足袋”。
足にやさしい空気のバリアは、
激しい動きにも、柔軟に対応

神様がお乗りになるというお神輿。
鴉宮の酉島神輿のほか、西九条神社では、お
祭り大好き女子がかつぐ「ギャル神輿」が活躍す
る。さらしを巻き、勇壮に力自慢する姿をよくよく
みると、中には、今どきの「へそピー（おへそにし
たピアス）女子」がいるのもご愛嬌。今やお祭りの
大切な担い手として、頑張っている。ぜひ応援し
たい。

さらしを巻いて大活躍

朝日神明社の夏祭りの巡行では、高下駄をは
いた「猿田彦神（天狗）」や「笙（しょう）」「龍笛（り
ゅうてき）」「篳篥（ひちりき）」などの雅楽の演奏、
また、神輿や枕太鼓も出て、昔ながらの趣を残し
ている。「菅笠」をかぶっている人のほかに、色と
りどりの「烏帽子」をつけた人も多く、華やかな印
象。花代をもらうときは、たくさんの子どもたち
が、「日の丸」の扇子を持ち上げて、商売繁盛や家
内安全を祈る。また、境内では、枕太鼓を並べて
のパフォーマンスがあり、必見。

高下駄の天狗も登場！

お祭りの先導者、猿田彦神（天狗）。
装束が重いので、氏子の中でも、体力のある人を選抜。お
面には、2㎝くらいの穴しか開いていないので、視界が悪
く、高下駄を履いて歩くには、かなりの技が必要

笙（しょう）や篳篥（ひちりき）、
竜笛（りゅうてき）など、プロに
よる本格的な雅楽の演奏を聴
けるのも、かなり贅沢な体験

西九条神社のだんじり囃子

西九条神社のギャル神輿

夏祭り時、西九条神社や四貫島住吉神社など
で、披露される「だんじり囃子」。
四貫島住吉神社では、だんじり囃子に合わせ

て踊りが行われるが、これは「きつね踊り」という
もの。

だんじり囃子

安治川開削により、西九条周辺は、九州炭
の集配地として、船頭衆の出入りも多くなった
が、同時に、浚渫の残土でつくられた「西野新
田」に入植した農民たちも多く居住していた。
そこで、海の神・住吉大神と穀物の神・稲荷大
明神、三十神社のご分霊を勧請したのが、西
九条神社のはじまり。明治３８年の神社合祀
令時、西九条神社は西の産土神社と呼ばれて
いたが、昭和21年に社名を現在の名前とした。

東Ｂ-２



このはなの産業・技術このはなの産業・技術
　近代産業の黎明期より、日本の高度成長経済を常にリードしてきた此花区。「東洋
のマンチェスター」でもあり、「煙の都」でもありました。第二次世界大戦時には、軍事
産業の核として強い攻撃目標ともなり、大きな犠牲も払いました。
　高度成長期を経た今、海外への工場移設・重厚長大産業からの構造転換に伴い、
臨海部の“新しい産業”の担い手として、新しい役割を果たしつつあります。
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西六社（現在は「西四社」）とは、住友電気、住
友金属（現在の新日鐵住金）、住友化学、日立造
船、汽車製造（現在の川崎重工）、大阪ガスのこと
で、昭和36年ごろには、これらの会社が此花区面
積の65％を占め、大阪随一の工業地区であっ
た。多くの人にとって、西六社に勤務することが誇
りであった。ちなみに、汽車製造でつくられた機
関車は、現在交通博物館で実物を見ることが出
来る。

西六社（現在は「西四社」）

ＪＲ安治川口の北側の郵便局新大阪支店の
ある場所には、かつて、蒸気機関車製造の名門、
大阪汽車会社の工場があった。ここでつくられた
機関車は、交通博物館で見ることができる。

蒸気機関車ならお任せ

昭和15（1940）年1月29日朝に起こった、西成
線列車脱線火災事故。
当時西成線と呼ばれていた、現ＪＲ桜島線

は、大阪駅から臨海部の軍需工場に向かう人を
乗せた、軍事的に重要な路線。日中戦争で、軍事
産業が発達、沿線に多くの工場が出来て、通勤客
が激増、輸送能力の限界に近づいていた。
当日の乗車率も300％で、安治川口より、定時

から３分遅れで到着。西九条から安治川口まで
は、戦略物資であった、ガソリン節約のため、惰性
で走行するように規制されていた上、電車の「遅
延」は、石炭を使うので、よくないものとされてい
たため、信号係が焦り、きちんと電車が通過し終
わる前に、分岐器を転換。最後の一両が引っかか
って、電柱に衝突した。３両に約1000人が乗車し
ていたといわれる。

乗車率300％の悲劇

明治14（1881年）大阪安治川川岸に、イギリス
人実業家、エドワード・ハズレット・ハンターが日
本で最初の大規模製鉄所「大阪鐵工所」として創
業したのが始まり。大阪鐵工所の石碑と会社発
祥について説明した銅版がある。銅版に「ここ西
成郡六軒家新田枠ケ鼻に」と書いてあり、新田で
あったことをしのばせる。
明治22年に桜島工場が操業開始され、日本初

の洋式捕鯨船「第二捕鯨丸」や日本初のタンカー
「虎丸」などが建造された。大正3年に株式会社と
なり、ハンターの息子、範多竜太郎が代表者とな
る。昭和18年に「日立造船」に社名変更。桜島工
場の跡地と住友金属（現在の新日鐵住金）跡地
の一部は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとな
っている。

元祖の“大阪鐵工所”

昭和20（1946）年大阪への大空襲は、全部で
８回。終戦前日まで行われた。軍需工場が集中し
ていた此花区では、そのうち「６回」の空襲を受
けた。例えば、住友金属（現在の新日鐵住金）は
軽金属やプロペラなど軍用航空機の代表的な製
作所とされ、米軍の焼夷弾攻撃の主要目標にな
った。2トン爆弾が使用され、一瞬のうちに工場は
炎上破壊され、多くの人命が失われた。
こうした集中的な爆撃により、昭和19年２月
127,363人であった此花区の人口は、昭和20年
11月には18,848人へと激減している。

ねらわれた、此花大空襲

安治川口駅の線路沿いの慰霊碑の裏側には、
死亡した人々の名前が刻まれている

近代工業発祥の証

軍需産業の中心地

ガソリンカー転覆の様子。近所の工場で
働く人たちも、救助活動に貢献した

いずれも、大阪鉄工所があったことを示す碑

　　大阪経済の高度成長をリード

安治川隧道（安治川トンネル）は、昭和10年に起工、工
事は、９年の歳月を要し、終戦を翌年に控えた昭和19年
９月15日に開通した。 トンネルの工法は、水の底に溝を
掘り、その上に鉄筋コンクリート製の箱を並べる「沈埋工
法」といわれるもので、それによって作られた“日本初の”
トンネルだそうだ。当時は、まだ、船舶の航行が優先され
ており、航行の障害となる橋を造ることは認められていな
かった。
　あまり知られていないが、安治川トンネルには、軍事的
な役割が与えられていたという説もある。戦争中には、多
くの軍用トラックが通り、兵器などの軍事物資を運搬。森
之宮の砲兵工廠から、桜島の埠頭までをつなぎ、アジア
の戦地に物資を運ぶ計画だったともいわれるが、輸送ル
ートが貫通するまでに終戦を迎えてしまった。一方で、ト
ンネルの開通当初は、市岡方面への近道でしかなく、軍
事目的でつくられたものではなかったという説もあり、真
偽は定かではない。

安治川トンネルの「秘密の役割」？

車が通れたころの安治川
トンネル。現在はシャッター
が閉まっているところが
車用エレベーターであった。
「安治トン」と呼ばれ、親し
まれていた

空襲で焼けた
高見小学校

東Ｃ-３

西

第二図南丸。 昭和12年、大阪鉄工所桜島造船所
で建造。缶詰製造工場まで備えた捕鯨母船とし
てつくられたが、第二次世界大戦中は徴用さ
れ、重油の輸送に利用。昭和19年、米軍潜水艦
の雷撃を受けて、沈没。全長約160m
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昭和25年からはじまった朝鮮戦争は、日本経
済に軍需品の発注など、特需景気をもたらした。
これは戦災で焼けた、西六社などの大規模工場
を甦らせ、戦後の復興を完成した。昭和27年、大阪
市の製造工業の生産総額は、3641億円で、一位は
此花区で417億円であり、１割以上を占めていた。

大阪一の工業生産高

かつての大阪経済の繁栄を担ってきた西六社
（現在は、「西四社」（住友電気、新日鐵住金、住友
化学、大阪ガス））。今も此花区の企業は、新しい
時代の要請に沿った、産業の担い手になるべく、
日々、“進化”を遂げている。電線、鉄道用車両、医
薬品など、世界のリーディング企業も多い。近年で
は、“環境”“アミューズメント”などの産業分野での
蓄積も多く、“未来型・西六社”としての存在感を
示しつつある。

未来型・西六社の挑戦

JR桜島線の前身は西成線。愛称は、JRゆめ咲
線。現在、JR西日本で最も短い路線である。ラッ
ピングが施された8両編成の電車（ユニバーサ
ル・ワンダーランド号）が運行し、スヌーピー、ハロ
ーキティ、セサミストリートのキャラクターが描か
れ、どきどきワクワク、乗客の気分を盛り上げてい
る。

JR西日本の最短路線（ゆめ咲線）
明治32（1899）年、伝法に平炉を持つ日本最
初の民間鋳鋼業として「日本鋳鋼所」が創業した
が、明治34（1901）年住友家が日本鋳鋼所を譲り
受け、住友鋳鋼所として引き継ぎ、現在の新日鐵
住金製鋼所（旧住友金属）の第一歩が記された。
「日本鋳鋼所跡」の石碑が伝法小学校の校門脇
に現存する。
現在、新日鐵住金の南側壁面（長さ約450ｍ）

を利用して、縦1ｍ、横2ｍの巨大な写真が連なる
「此花今昔物語・大阪浪漫」が展示されている。
此花区や大阪市の歴史、観光スポット、子どもた
ちの描く此花区の未来図など約140点を映画の
フィルムを見るような感じで楽しめる。

壁面の大絵巻

昭和21年築。旧関西電力春日出第2発電所
（火力発電）の煙突。8本の煙突が、向きによって
いろいろな本数に見えるので、お化け煙突と呼ば
れて人気があった。実はこの煙突、戦後、西区の
鞆公園に進駐軍の飛行場ができたときに、通行
の邪魔になるとして、煙突の高さを低くしたこと
があったようだ。

実は頭を削られていたお化け煙突

発展・そして楽しめるまちへ

　　上：ありし日のお化け煙突
　　下：おばけ煙突の記念壁画

日本を代表する大型テーマパーク。
年間800万人以上の入場者を誇る

　　少し眺めているだけでも、「大阪博士」に

工場が多かった此花
区では、独特の形状を持
つ巨大設備など、個性豊
かな景観がみられた。大
阪ガス酉島工場の無水
式ガスタンクもそのひと
つ。おばけ煙突同様に、
まちのランドマークにな
っていた。

東Ｃ-４

高見には、ラサ工業、東亜ペイント、大同鉛化
工などがあり、特にラサ工業は、工場の占める面
積が広く、「高見と言えばラサ」と言われるくらい
有名であった。
しかし、不況、環境汚染などの問題で工場を次
第に閉鎖していき、その跡地には、人々が楽しく
遊べるようにと多くのレジャー施設がつくられた。
当時世界一の室内スケートリンクやゴルフ練習
場、プール、ボウリング場、ゴーカート、卓球場、ア
ーチェリー場、バッティングセンターまで備えてい
た。当時の人気ロックグループ「ベイシティローラ
ーズ」のコンサートは、今でも伝説のコンサートと
して語り草となっている。
多いときで、年間で100万人もの人が訪れた、
大阪市内屈指のエンターテイメントの中心地。西
九条駅から大型観光バスによる無料送迎があっ
た。また、ラサスイミングスクールの卒業生高山
亜樹は、1992年バルセロナオリンピックにシンク
ロナイズドスイミングのデュエットで銅メダルを
獲得した。

伝説のラサ国際スケートリンク

現在、カバヤ食品株式会社の大阪工場のある
場所は、もとは関西において最初にヨード事業を
始めた会社のあったところ。
武田長兵衛、田辺五兵衛、塩野義三郎といっ

た、有名な製薬会社の創業者たちが、明治２３
年に合資会社を設立、事業を本格的に行った。
現在も工場内には、製薬会社当時の煉瓦積み

のあとがのこる。門柱は、昭和の御大典（昭和３
年）を記念して建立されたもの。
ちなみにカバヤのカバは、「平和」を意味する
象徴。終戦後、カバの宣伝カーが全国を走り、人
気を集めた。

企業家たちの夢のあと

昔の面影を語る、創業当時の門柱

　　大型レジャー施設のさきがけ

東Ｂ-３

西



このはなのアートこのはなのアート
　我が国の産業をけん引してきた此花区で
は、業務機能重視のまちづくりが、味気ない
風景を作り出し、暮らしの中の潤い、ゆとり
等を損ねてきた経緯があります。
　近年、これらの反省から、まちの“遊びの
部分”の重要性を改めて見直し、アートを価
値ある“お宝資源”として活用する機運も高
まっています。

アートな建築
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建物や煙突などの外観デザインは環境保護芸
術家として世界的に有名なフリーデンスライヒ・
フンデルトヴァッサー氏が担当し、外壁や屋上に
木々を取り入れ自然との調和を図り、全体として
「技術とエコロジーと芸術の調和」を表している。
自然界に直線や同一物が存在しないことか

ら、各所の形状には、意識的に曲線が採用される
とともに、建物は、自然との調和の象徴として、多
くの緑で囲まれている。舞洲工場の壁面の赤と黄
色のストライプは、工場の内部で燃焼する炎をイ
メージし、表現している。
事前に電話で予約すれば施設内部の見学が

出来るので、ぜひ見に行ってみよう。

F・フンデルトヴァッサー氏のデザイン

旧鴻池本店は、1910年竣工。当時はまだ個人
商店の名残があり、木造洋館（旧本店）と和館（創
業者・鴻池忠治郎の居宅）とが併設され、内部で
つながっている。洋館は大正時代に流行したセセ
ッションという形式で、建具や家具はアールヌー
ボー調のデザインで統一されている。和館は伝統
的な町家で「そでうだつ」が設置されている。

洋館には各所にステンドグラスが設置され、玄
関には、「まるきた」といわれる社章と、矢が組み
合わせられたステンドグラス。玄関ホールには、
孔雀をモチーフにしたステンドグラスがある。社
章の「北」の文字は、「北伝法町」に由来するもの。
応接兼客間として、当時珍しい「折り畳み式のベ
ッド」や「マントルピース」「洋式トイレ」も設置さ
れている。階段の手すりやハンガーかけなど、
様々な意匠がこらされており、細かいところまで、
美しい。
邸内には、伝法川からの水が流れ「浜座敷」に

なっていた。原則非公開だが、公開されるときが
あるので、ぜひお見逃しなく。

川沿いの瀟洒な洋館

「いつまでも“うだつ”が上がらない」とは、いつまでも出世できない人
を指していう言葉だが、此花区では、今も立派に“うだつ”のあがった家を
見ることができる。
“うだつ”とは、屋根の両端を高くして、袖壁と一体化させたもののこと。
最初は、隣家との延焼を防ぐための「防火の機能」が強かったが、次第に
「豊かさの象徴」、「装飾的な意味」を持つようになった。此花には、1階に
まで連なる“振袖うだつ”といわれる長い“うだつ”もある。

ふりそでうだつのあるまち

鎌倉時代の「蓮慶」作ともいわれている、専修寺の「阿弥
陀如来坐像」。
阿弥陀如来は、衆生を救う仏様として、浄土信仰の広が

りとともに、全国的にも一番お祀りされている仏様だが、こ
の張りのある、知的な風貌からは、確かな造形美が感じら
れ、観るだけで自然と心が改まるようにも思える。ちなみ
に、極楽浄土に至るまでの段階は「９段階」あるといわれて
おり、仏像の「手（印相）」の形によって表現されている。専
修寺の阿弥陀如来坐像の場合は、指が欠損しているもの
の、「中品中生」の印相。
戦災やジェーン台風を

逃れ、現在は天王寺美術
館に大切に保管されてい
るが、展示される機会が
あれば、ぜひ見に行こう！
このはなが誇る、重要文
化財だ。

天王寺美術館に出張中

応接兼客間には、折り畳み式のベッドやマントル
ピースも

ごみ処理場とは思えない、独特で奇抜な外観。
フンデルトヴァッサーがデザインした、
世界に誇れる建築物。見学会は必見！

「孔雀」をモチーフにしたステンドグラス

ジグザグに曲がった散歩道。
「一体何のため！？」などと間違っても
考えてはいけない。ただただ「道」
そのものを楽しむのが正しい流儀

イギリスから輸入した「西洋式便器」

玄関のステンドグラス。
「北」は北伝法町のこと

近接するスラッジセンターでは、
下水汚泥を処理している。
汚泥の再利用なども行っている

東Ｂ-３

西

国の重要文化財となった、専修寺の
阿弥陀如来坐像

振袖うだつのある旧鴻池本店和館



KONOHANA OTAKARA PREMIUM

六軒家川の堤防沿い。長屋的につらなっ
ていた倉庫２軒分をギャラリーとして活用
している梅香堂。トタン壁の外観はほとんど
そのままに、隠れ家のようなスペースが意
識してつくられているようだ。
若い世代のアーティストを中心に、此花
発の新しい芸術発信の拠点として、期待も
高い。２階部分には、作家が滞在して制作
に取り組むための居住スペースも！？

此花メヂアは、梅香にある創作工房。もと
メリヤス工場を改装した、アーティストが共
同アトリエやレジデンス施設として運営する
空間である。
ダンサー・写真家・音楽家・メディアアー
ティスト・建築家・DJなどが表現する中で、
活動が連鎖して新たな関係が生まれ、創作
活動の可能性を広げる場所となっている。

陶芸用に加工され、
板のようになった、
海底粘土

海底粘土は舞洲陶芸館で手間と時間をかけて
加工され、陶芸に利用できる粘土となる。
実は、舞洲陶芸館は、海底粘土を活用するた

めに設置された施設。専門のスタッフが原材料
から粘土をつくり、オリジナルのうわぐすりを作成
しているのは、わが国でも珍しい。海底粘土で作
成した陶器は「難波津焼」として販売も行う。
本格的な登り窯を敷設し、初心者から本格派

まで、様々なレベルに合った教室もある。

大阪湾の陶芸場

壁画に貼られる陶板を作る粘土は、夢舞トンネ
ルを作ったときに掘り出された海底粘土を原料
としたもの。この粘土からオリジナルのうわぐすり
も作られている。海底粘土は舞洲の新夕陽丘に
埋めて保存してあるそうだ。

海から生まれた難波津焼
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あなたもアーティスト

淀川の泥土を利用
した釉薬なども
作られる

貝殻も混じる、海底粘土。収縮率が高く、陶芸に使う
には加工が必要

「このはなアートプロジェクト」では、平成19年
度から、区民・アーティスト・専門家・区役所の協
働で、アートワークショップや壁画制作を行って
いる。コンセプトは、「花（此花区の花・チューリッ
プと桜をイメージ）＋エコ（自然の素材や廃材を
再利用）＋つながり（人・まち・アートのつなが
り）」。区役所、区民ホール、公園や堤防など区内
10か所以上に壁画が出現している。「陶板壁画」
や「ウォールアート」など、その活動は多岐にわた
っている。

壁画いろいろ

陶板やペイントを使って、まちをデコレーション

舞洲陶芸館の粘土加工場。
手間のかかった工程を経て、焼き物に適した土にしていく

大阪市内では唯一の、登り窯

壁画をつくるには、たくさんの陶板が必要で、
例えば区役所壁面には1200枚の陶板が使われ
ている。
区役所１階の多目的室で「このはなアート工
房」が不定期に開かれ、陶板づくりを行う。特別
な知識は必要なく、子どもでも気軽に作成できる
ので、ぜひ参加してみよう。親切なスタッフが作り
方を教えてくれる。
まちの壁画に、自分の作った陶板を残してみる
のは快感だ。必ず人に言いふらそう。なお、陶板
の制作は、区のイベントなどでも行っている。

アートでまちに自己表現

思い思いに好きな絵をかいて残せるのがいい

西

マーク



このはなで深呼吸このはなで深呼吸
　海を感じ、川を感じ、風や雨、日光を感じる暮らし。渡り鳥を愛で、魚やちょ
っとした植物に心をとめる生活が、此花区では体験可能。ここでは、市内でも
有数の多彩な、此花の自然を堪能するための極意をトピック的にご紹介。

スポーツ活動メニュー

お手軽リゾート
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此花屋内プールでは、ガラス張りで眺めが良く
明るい温水プールがビルの６階に設けられ、快
適に泳ぐことができる。プールは25ｍ３コース、
安心手摺りつきの気泡うずまくウォーキングコー
ス２コース。疲れ・肩こり解消効果のあるマッサ
ージエリアもあり、健康づくりに最適。ほかに、幼
児プールやジャグジー、採暖室を備える。また、
様々な種類のフィットネスプログラム、水泳教室
プログラムも提供している。
７階のトレーニングルームには、各種トレーニ

ングマシンを完備しているほか、スタジオで、健康
体操やヨガ、エクササイズなどの教室が開かれて
いる。

まちなかリフレッシュ

「舞洲スポーツアイランド」には体育館、野球
場、テニスコート、舞洲運動広場などがあり、様々
なスポーツを楽しめる。
舞洲アリーナは2,720㎡のメインアリーナでバ

レー、バスケットボールなど様々なスポーツがで
きるが、平日なら、なんと9:00～12:00で19,000
円で借りることができる。サブアリーナでは様々な
スポーツ教室が行われているなど、意外に使える
施設がいっぱいある。舞洲運動広場管理棟には
会議室やロッカー室、シャワー室も完備している。
また、シーサイドテニスガーデンでは、屋外で
潮風に吹かれてテニスを楽しんだり、屋内コート
で雨の日でもプレーが楽しめる。コートのレンタ
ルのほか、テニス教室も開催している。

おもいきり、アスリート

大阪北港ヨットハーバーは、都会にいながらマ
リンスポーツを気軽に体験できる施設。
クルーザーを124隻収容できる桟橋や188隻
収容のディンギー置き場を有し、修理ヤードでは
各種マリンサービスを提供。メンテナンススタッ
フも充実。初心者でも簡単にセーリングできるデ
ィンギーヨットなどヨットの貸し出し、ヨットスクー
ルも開校している。
アクセスディンギーは初心者でもセイリングを
楽しめるように開発されたヨットで、ゴーカートの
ように座席に座って、ロープと舵だけで操船でき
る。小学校高学年以上なら、一人でも乗れる。レ
ンタル料は、1時間大人900円、子ども450円。

海のレジャーの指南役

舞洲障がい者スポーツセンター「アミティ舞
洲」は、公式競技対応のプールやアリーナ、トレー
ニング室、ボウリング場などの障がい者専用の設
備があり、無線ペンダントによる音声誘導システ
ム、磁気ループ音声伝達システム、電光文字表示
システムなど、充実したハイテクシステムを備えて
いる。また、障がい者、高齢者の方々が安心して
利用できる宿泊施設も完備している。

ハイテクで安心

西九条にある、此花スポーツセンターは、手軽
にスポーツやレクリエーション活動のできる施
設。バスケットやバレー、バドミントン、テニス、卓
球のできる第1体育場と柔道や剣道などのできる
第２体育場、ジャズダンスなどのできる多目的室
がある。２～3歳から大人までを対象とする様々
なスポーツやダンスの教室が開かれている。「ス
ポーツ解放ＤＡＹ」にはバドミントンや卓球など
が楽しめる。

お手軽スポーツ体験

舞洲へリポートは、平成9年8月に大阪市に初
めての公共へリポートとして整備された。
現在、1社の航空会社が格納庫を備えてヘリコ

プターによる運航を行っており、誰でも気軽に利
用できる。3名まで乗れて1回15,000円（ユニバー
サルコース、上空時間約4分）から。

究極のパノラマを

舞洲には、オートキャンプ場があり、自家用車で宿泊するこ
ともできる。オートキャンプ場にはバーベキュー炉や、トイレ、
シャワー、コインランドリーなどがあり、テントやテーブル、椅
子、調理道具などのレンタルもある。
もっと気軽に楽しみたい人には、隣接地にバーベキューガ
ーデンがあり、食材セットがついてくるので手ぶらでＯＫ。
このほか、レストランや大浴場、カラオケルームもある、ホテ
ルタイプの宿泊施設「ロッジ舞洲」や、２人から８人まで宿泊
できる、北米北欧直輸入の「ログハウス」もあり、手軽にリゾー
ト気分を満喫できる。

食べて泊まって

本格的なログハウスは、格安で海外旅行気分に

バーベキューガーデンで楽しむ

小さな子どももしっかりスポーツ

アクセスディンギーは人気バツグン

広いグラウンドは未来のJリーガーの宝庫！？

「泳ぎながら良い景色」が同時に体験！

誰もがスポーツ体験できる、バリアフリーの
先進施設

ゆうらん飛行で使用しているヘリコプター。
夕暮れ時がおすすめ

東Ｂ-４

東Ｃ-４

西

西

西

西

西
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花のある風景
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此花公園では「さくらまつり」が開催される。
隣接する春日出商店街では、桜の開花に合わ

せて桜フェスティバルを開催する。
春日出は新田であり、「桜堤」を築いて浸水を

防いだという。桜堤が田畑となったので、開拓の
あとを引き継いだ清海安五郎があらためて津波
などに備えて重ねて築堤したが、その記念碑が春
日出共同墓地内にある。
区内には、このほか、梅香公園、春日出公園、

常吉公園、舞洲スポーツアイランドなどでも桜が
楽しめる。

新田ゆかりの桜

舞洲は遠くて大変という方には、淀川からの眺
めはいかが。
大阪湾まで眺望できるのは、此花ならでは。身
近だけれど、広々とした河川敷は散歩に最適。犬
の散歩やジョギングを楽しむ人も多く、日常の疲
れを忘れさせてくれる。

淀川河川の眺望

夏には淀川花火大会も余裕で鑑賞可能

舞洲の北港緑地にある新夕陽丘は、大阪湾を
一望できる場所。ここからの夕日はすばらしく、
「日本夕陽百景」にも選定された。
新夕陽丘の地下には、実は「このはなアートプ

ロジェクト」で使用している海底粘土が埋まって
いる。冬至（12/22頃）、夏至（6/22頃）、それぞれ
の季節に夕陽が傾く道を示した「冬至の道」と
「夏至の道」もある。

夏至の道・冬至の道

新夕陽丘に向かう2つの道。
左が冬至の道、右が夏至の道

夏至や冬至の日には、
自分の影が道にまっすぐ映る

此花区では、カモメ、カモ、ウなど多くの水鳥が
飛来する。比較的多くの鳥が観察できるのは、11
月から３月くらいまで。身近な自然をぜひ楽しん
でみたいもの。

水鳥

カワウも至近距離で
鑑賞できる

川や海に囲まれた此花区には、市内でも有数
の親水海岸・河岸があり、直接水に触れることが
できる。
舞洲人工磯は、舞洲の北海岸に設けられた東
西に伸びる磯。新淀川には葦が茂る広 と々した河
岸がある。また、伝法水門の内側には明治時代
から変わらない自然河岸がある。

海岸・河岸いろいろ

人工磯でも、
自然は本物

淀川の芦原に
は様々な生き物
がいる

緑と海に囲まれた公園。豊かな緑や大噴水が
あり、四季折々の自然を楽しめる。
小さな子どもから大人まで楽しめる、スケール

の大きな遊具がいっぱいあり、気軽な散歩から、
家族のレジャーや学校の遠足まで、幅広く利用で
きる。花見にも最適と、人気。

海辺の大噴水

大型遊具

緑豊かな舞洲緑地。噴水や、海沿いのデッキは、開放的

自然とふれあう

水のある風景

大阪の西端にある此花区では、建造物などに邪魔され
ず、存分に夕陽を堪能することができる、貴重なエリア。新
夕陽丘はまさしく、現代版夕陽の名所。少し高みに登って
海をみていると、神 し々い夕陽に感激もひとしお。
「北港ヨットハーバーの夕陽」は「わくわくする大阪の
風景」に選定されている絶景ポイント。

新夕陽丘からの夕陽は此花区民必見！？

西九条公園は、大正8年開園。市内21か所の
「花の公園」となっている。ここでは毎年「梅まつ
り」が開催されている。梅の花は満開もよいが、散
り際によい香りがするといううわさも。

花の公園

春の到来を告げる、自慢の梅林

東Ｂ-２

東Ｂ-２

西

西



東マップ

A

B

C

3 4

下水道科学館

火伏地蔵尊

此花会館/梅香殿・屋内プール
共同荷揚場跡碑

白砂大神

逆川堤防跡

大阪鉄工所跡碑

お化け煙突壁画

六軒家水門

八州軒跡碑

安治川水門

安治川隧道（トンネル）

西九条神社

此花スポーツセンター

クレオ大阪西

西九条公園・忠魂碑

明社

初代大坂船奉行所跡碑

鴉宮 伝法川跡碑

此花区民ホール
此花図書館
此花区老人福祉センター

旧鴻池本店・旧鴻池本宅

澪標住吉神社

スーパー堤防

此花区役所
住吉神社

このはなアートプロジェクト

ＪＲ西九条駅
阪神西九条駅

北

南

東西

西マップ

1 2

朝日神明

此花公園

恩貴島抽水所

正蓮寺

伝法漁港
伝法水門

正蓮寺川水門

スーパー堤防

伝法漁港

伝法川跡碑
残念石

西念寺

産土神社 桜堤の碑

天保山渡し

此花今昔物語・大阪浪漫

ガソリンカー慰霊碑

常吉新田の碑

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

淀川距離標左岸 0.0K 地点

大阪北港ヨットハーバー

常吉大橋

舞洲ヘリポート

オートキャンプ場
バーベキューガーデン

舞洲スラッジセンター

アミティ舞洲

此花大橋環境局
舞洲工場

夢舞大橋

シーサイドプロムナード
（大噴水）

ロッジ舞洲 舞洲アリーナ

シーサイドテニスガーデン舞洲 舞洲ベースボールスタジアム
球技場

舞洲運動広場

新夕陽丘

舞洲陶芸館

此

サッカーコート
舞洲緑道

舞洲の磯

庚申堂

安楽寺
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＊表紙の宝船は「樽廻船」をイメージしています

＊本誌に掲載されている情報・写真・地図等の

　無断転載・複写はお断りします
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