コラム・大阪地域自慢 ¦ 大阪府中小企業家同友会
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コラム・大阪地域自慢
大阪の北から南へ、西から東へ、ぶらりと旅をすれば必ずやその地の自慢があります。大阪に
長年住んでいながら知らなかったことや、知っていたことも更に詳しく、各支部からご紹介し
ていただき、大阪の通になりましょう。きっとその土地へ行ってみたくなるはずです。
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わが街探訪

難波津の歴史を残す東成・生野

～仁徳天皇御幸の森～
VOL.20

大阪東ブロック

東成・生野支部

（有）ほくと総合保険

後藤

潔

東成区の歴史
・1925 年（大正14 年）4 月1 日大阪市の第二次市域拡張に生野区の歴史より
大阪市へ編入。旧住吉郡域を除く東成郡の残余で東成区を新設。
・1932 年（昭和7 年）10 月1 日旭区を分離。
・1943 年（昭和18 年）4 月1 日生野区・城東区を分離。
発足当初は、現在の大阪市北東部の大半を管轄する広大な区でした。その後2 度の区
分により現在では浪速区に次いで面積の狭い区となりましたが、城東区、西区、阿倍野
区に次いで4 番目に高い人口密度です。
今里交差点は、ロータリーが無くなって半世紀が過ぎた今日になっても今里ロータリ
ーと呼ぶ人が多いです。ロータリーは、昭和3 年に設立された今里片江土地区画整理組
合の事業のなかでの幹線道路事業として、都市計画街路が一点に集中し交差点をつくっ
たことに始まります。昭和9 年にロータリーは完成しています。当時は、信号も無く車
は円を描くように流れていましたが、昭和30年に信号がつけられロータリーは無くなり
ました。今は、東成区を象徴する名称になっています。
昔、良質の菅の生い茂った深江の地に、笠を縫うことを職業とした大和の一族が集団
移住したことが始まりと伝えられています。菅笠・菅細工などの伝統文化が現在も継承
され、伊勢神宮式年遷宮に使用する菅笠を納めています。 深江集落には、笠縫邑跡とし
て史跡に指定されている深江稲荷神社、法明寺などがあり、茅葺屋根形状の家屋、蔵、
地蔵堂も多く見ることができます。

〒540-0011

大阪府大阪市中央区農人橋

2丁目-1-30 谷町八木ビル 4F

生野区の歴史

TEL：06-6944-1251

・1943 年（昭和18 年）4 月1 日東成区から生野区・城東区を分離。

FAX：06-6941-8352

・1955 年（昭和30 年）4 月3 日中河内郡巽町を編入。
・1973 年（昭和48 年）2 月1 日住居表示を実施。
文書に残る日本最古の橋である猪甘津橋（いかいつのはし）は、現在の生野区に架か
っており、周辺に鶴が群れていることからその後「鶴の橋」と呼ばれるようになったと
され、現在の「鶴橋」の地名となりました。河川の埋め立てにより現在は橋がなくなり
ましたが、「つるのはし跡」の石碑がＪＲ環状線の桃谷駅近くに建っており、橋脚の一
部が残っています。
仁徳天皇・少彦名命（すくなひこなのみこと）・押坂彦命（おさかひこのみこと）を
主祭神としています。今から約1600年前の猪飼野は猪甘津（いかいのつ）と呼ばれ難波
の入江の港であり、猪甘部（いかいべ※猪を飼育していた古代の官職。鷹甘部 ※たかか
いべ、などと同じ）が住まれていました。
また当時、川辺にあった灯明台1 基が今も残されています。難波に都を定められた仁徳
天皇は鷹狩の折りなどにたびたび当地の森にご休憩され、その由縁により御幸の森と呼
ばれるようになった旨が社頭に建てられた由来碑に刻まれています。境内にある5 本の
ムクノキ（椋）の老樹は『まちの貴重な緑をみんなで守っていこう』との願いから、市
の保存樹林に指定されています。
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わが街探訪「いま、吹田市が熱い！」

～「EXPO'70」から45年新たな日本のランドマークが誕生～
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WalkOn＜ウォーク・オン＞（株）赤井

幸智

～国内最大級の大型複合施設～『EXPOCITY』
2015 年11 月に1970 年に開催された日本万国博覧会後にできた遊園地施設エキスポラ
ンドの跡地に「EXPOCITY」が誕生しました。45 年前の「EXPO‘70」当時の賑わいを
彷彿させることをテーマに8 つの体験型エンターテインメント施設と全305 店舗からな
るショッピング施設の融合で、国内だけでなく海外からも人々が集い交流する大型複合
施設です。
見どころは“触れる”がテーマの展示施設「NIFREL（ニフレル）」と2016年7 月にオ
ープンした日本一の大観覧車「REDHORSE OSAKA WHEEL」。
「NIFREL」は単に生き物に触れるだけで
はなく、“感性に触れる”というコンセプトで
展示室内は部屋全体が赤・黄・青など７色に
移り変わり、音楽、映像、照明を巧みに融合
した水族館と美術館のアート施設になってい
ます。

「R E D H O R S E

OSAKA

WHEEL」

は“日本一の高さ”と“シースルーゴンドラ”の
観覧車であり、免震構造やゴンドラ内のタブ
レット設置・空調完備といった最新設備が導
入されています。

飲食店も「EXPO‘70」のメニューを復元した「万博食堂」や世界の料理がバイキングで
きる店、さらに待ち時間が長い場合は順番がくると携帯にメールしてくれる店もあり、
かなり充実しています。
～日本初の寄付金でつくったスタジアム～『市立吹田サッカースタジアム』
みんなの寄付金で140 億円を募集するとい
う日本初の試みでつくったサッカー専用のス
タジアムで収容人数は40,000人。それまで
使用していた万博記念公園陸上競技場
の21,000人とくらべるとほぼ倍になってい
ます。
陸上競技用トラックをもたないスタジアムとしては「さいたま」、「豊田」、「カシ
マ」に次ぐものですが最大の特徴はなんといっても観客とピッチ（競技フィールド）と
の距離が40,000 万人のスタジアムとしては国内で最も近い7 メートルという点です。選
手と観客との距離が近いことでよりピッチに近い状態で観戦できることからより高い臨
場感を味わうことができます。この７メートルという距離はFIFA（国際サッカー連盟）
の規定では8.5 メートルとされていますが直接掛け合って許可を得たという裏話もあり
ます。

「EXPOCITY」も「ガンバスタジアム」も吹田市にあるのですが公共機関でのアクセ
スはＪＲ茨木駅が最寄りの駅となっています。私の場合、自宅が茨木ですので自転車で
行けるほど近くにあります。「EXPOCITY」については週末になるといまだに混んでい
ますがそれだけ１日では回り切れないほど魅力的な施設と店舗があると思います。
“いま、熱い吹田市”をご家族や友人を連れて一度訪れてみませんか。
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わが街探訪知っていますか 河内長野の山奥深く滝畑ダムを行く

～オシドリが飛来する美しい湖～
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滝畑ダム
今回は、河内長野市の中でも奥河内として地域の方にも愛されている場所を紹介したいと
思います。
滝畑ダムは、石川の治水対策、かんがい
用水、上水道水源の確保のために、昭
和57 年3 月に完成した多目的ダムで
す。周辺には遊歩道やキャンプ場が整備
され、奥河内の行楽地のひとつとなって
います。渡り鳥の飛来も見られ、特にオ
シドリが有名で新河内長野八景に「滝畑
ダムのオシドリ」として登録されていま
す。
磨崖仏（まがいぶつ）
滝畑ダムのすぐ北、地上約20メートルの岩肌に、大きな観音・地
蔵両菩薩像が刻まれています。この磨崖仏は、郵便局長を務めた
故・夏目庄吉氏が、大正末から6年余りかけて昭和6年に完成させ
たものです。

滝畑四十八滝
「滝のはた」その名の示すとおり、大小
さまざまな滝が点在しています。特に光
滝は修験道の開祖役行者がこれらの滝で
修行したと伝えられています。少し足を
のばせば、荒滝、御光滝も見られます。
観光地開発などが行われなかったため、
周辺環境の保存状態が良く、秘境として
知られています。
奥河内の観光地の一つ。下流には滝畑ダムがあり、その周辺にはバーベキュー場などがあ
ります。
滝畑ふるさと文化財の森センター施設
・茅葺屋根の民家（実際の民家を復元）
・ 展示室（農具、炭焼道具、美術工芸品、神社仏閣の調査
・修理情報などが展示されている）
・ 護郷の鐘（1694年）、当時の庄屋が地元の寺に寄進した鐘楼）
・ 不食供養碑（ふじきくようひ）

茅葺民家
最近は全国的に茅葺民家が少なくなり、
滝畑地区でも数えるほどしか残されてい
ません。茅の需要が少なくなっているた
め、茅場を維持しているところも減り、
文化財建造物の確保が急務になっていま
す。
滝畑地区では現在、全国有数の産地である岩湧山の茅を文化財修復用資材として出荷して
います。これまでに、国の重要文化財に指定されています。静岡県千満寺や愛知県熊谷家
住宅、富山県竹田家住宅にも使用されてきました。
茅葺民家内では、七夕に向け、笹が飾られ見学者が自由に飾り付けや願いを描けるように
なっていました。

番外編
この滝畑ダムは普通の観光スポットです
が、有名な心霊スポットでもあります。
滝畑ダム周辺には墓地や斎場（火葬場）
があります。また周辺の山には神社・お
寺などもあります、中でも有名なのが西
国33カ所の4番札所である槙尾山 施福
寺です。
この施福寺の他にもいろんなお社やお地蔵さんが祀られている神聖な領域でもあります。
ですから夜中に花火をしたり、騒いだり、お社やお地蔵さんにいたずらをすると、幽霊だ
けでなく神や仏の怒りも買って、それはそれは恐ろしい目にあうかもしれません。
・滝畑第一隧道トンネルと滝畑第二隧道トンネル
・塩降隧道トンネル
・梨の木隧道トンネル
・夕月橋
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わが街探訪知っていますか 奈良時代から西成の地名が生まれる

～こつま南瓜・天下茶屋・太閤さんのお膝元～
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この度、西成の地域自慢をさせていただく新川です。西成で生まれ育ちました。現在は
花園本通商店街で喫茶店と訪問介護センターを併設しています。喫茶店は父が長らく営ん
でいますので、地域自慢をするにあたり、歴史的なことを今回あらためて聞きました。

由緒正しき歴史ある街
西成の地名は奈良時代、小学校名にもなっていた弘治は室町時代の年号に由来します。
西成区北部は、西成郡今宮村として栄え、同じく西成郡勝間村（今の玉出）とともに大
阪城下の村々に米や野菜を供給する「畑場八ヶ村」と呼ばれていました。勝間村の南瓜は
大阪の伝統野菜「こつまなんきん」として知られ、生根神社では冬至に「こつまなんきん
祭」が行われ、参拝者には「こつま南瓜蒸し」が振る舞われています。
また西成区中部にある天神ノ森と呼ば
れる森から湧き出る水の良さに着目した
のが千利休の師にあたる武野紹?。森を
切り開いて建てた茶室は、豊臣秀吉が住
吉大社の参拝の帰りに立ち寄って休憩し
たことで、「殿下の茶屋」といわれ、今
でも「天下茶屋」という地名が残ってい
ます。

江戸時代の西成区
戦時中の軍隊の町
日露戦争の際、天下茶屋に俘虜（ふりょ）施設があ
り、天下茶屋駅前のショッピングモールには石碑があ
ります。石碑には「ハーグ条約を順守し、俘虜を手厚
く取り扱った」と刻まれており2014 年の除幕式では
在大阪ロシア総領事館の参事官も出席しロシアと区と
の交流を深めるきっかけとなりました。

天下茶屋俘虜収容所跡地の記念碑
西成の国際化
新今宮駅周辺では、日雇い労働者の簡易宿泊所だったホテルが、外国人観光客の安宿と
して改装し大人気です。うちの商店街の近くでも、大きな荷物を持ったバックパッカーや
ファミリーをよく見かけるようになりました。区役所では英語のガイドマップを作成
しPR しています。
というわけで、名前の由来から最近の国際化までいろんな西成を紹介させていただきま
した。歴史色と国際色の混じり合う西成は、ある意味面白い雰囲気を体験できるかもしれ
ません。一度散策されてはいかがでしょうか。

喫茶カプチョ店内
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