「谷町・上町地区 今昔」
－

目

次

－

＜はじめに＞
〇大阪の歴史は、「上町台地」から始まった
〇「大阪城」築城と城下町の建設

ー１ー

〇この冊子でとりあげた対象範囲とその内容構成

ー２ー

ー１ー

*「旧・東区」について
*「東横堀川」について
*「長堀通」について
＜参考＞ 「大阪」の地名について

Ⅰ歴史の舞台となった「上町台地」
１．「難波長柄豊碕宮（前期難波宮）」と「後期難波宮」

ー４ー
ー４ー

（1）「難波長柄豊碕宮（前期難波宮）」
（2）「後期難波宮」
＜参考図＞ 「難波宮」殿舎配置図（復元図）

２．「石山（大坂）本願寺」

（４）
（４）
（５）

ー６ー

（1）蓮如上人と「大坂御坊」
（2）「石山本願寺」と寺内町
（3）「石山合戦」と寺内町の焼失

３．「大坂城」について

（６）
（６）
（７）

ー８ー

（1）豊臣秀吉が「大坂城」を築城
（2）豊臣時代の大坂城下町
（3）「生国魂神社」

（８）
（９）
（１０）

「生国魂神社御旅所跡」碑

（4）徳川幕府による「大坂城」の再築
（5）明治以降の大阪城
（6）昭和の天守閣復興と平成の大修理
（7）大阪城公園内の施設

（１０）
（１２）
（１２）
（１２）

〇「豊国神社」
〇「極楽橋」
〇「西の丸庭園」
〇旧「陸軍第４師団司令部庁舎」（現・「ミライザ大阪城」）
〇「市民の森」「記念樹の森」（「砲兵工廠」あと） 〇「大阪城梅林」
〇「大阪市立修道館」
〇「教育塔」
〇「大阪城ホール」（正式名称：「大阪城国際文化スポーツホール」）
〇「ピースおおさか（大阪国際平和センター）」
〇「大阪城音楽堂」
〇その他、大坂城内に置かれた主な陸軍関連施設
「大阪陸軍監獄署」
「大阪陸軍兵器補給廠」
「大阪城南陸軍射撃場」
「第四師団軍樂隊」
〇その他 … 「お城のドン」

現在の「大阪城公園」案内図

（１７）

４．「大手前之町」、「法円坂町」、「馬場町」及び「杉山町」についてー１８ー
*大手前之町

*法円坂町

*馬場町

*杉（杦）山町

＜参考図＞ 明治１２年（1879）頃の大阪城および周辺の町名・地番 ー１９ー

〇「上町筋」について
〇「大手前１丁目」

ー１９ー
ー２０ー

「偕行社」 （現・「追手門学院」）
「東町奉行所」跡の「大阪陸軍病院」（大阪衛戍病院）
「東町奉行所」
「大阪陸軍病院」（大阪衛戍病院）
「大阪歯科大学附属病院」

「大手前病院」

「大阪合同庁舎第１号館」
「日本経済新聞社ビル」
「大手前センタービル」

「大阪合同庁舎第３号館」
「テレビ大阪・本社」

「ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）」

〇「大手前２丁目」

ー２２ー

「輜重兵第四大隊」
「國民会館住友生命ビル」（もと「國民会館」）
「大阪赤十字会館」
「大手前学園」
「府立大手前高等学校」
「大阪府庁」
＜参考＞「なぜ、大阪と京都は、”府”なのか？」
「大阪府公館」
「大阪府職員会館」

〇「大手前３丁目」

ー２５ー

「大阪陸軍兵器支廠・大手門前兵器庫」ほか
「大阪陸軍兵器支廠&大手門前兵器庫」
「大阪陸軍被服支廠・被服倉庫」
「大阪陸軍幼年學校」
「大阪憲兵隊本部」
「歩兵第七旅団司令部」、「大阪聯隊區司令部」
「自衛隊大阪地方連絡所」

「大阪防衛施設局」

「舎密局跡」
「大阪英語学校跡」

「内務省・大阪司薬場」

「大阪府警察本部」
「大阪家庭裁判所」（旧庁舎）
「大阪国際がんセンター」（旧「大阪府立成人病センター」）
「大阪府庁別館」
「大阪府庁分館６号館」
「大阪府新別館南館」
「大阪府新別館北館」

〇「大手前４丁目」

ー２７ー

「野戰砲兵第４聯隊」
「輜重兵第４大隊」
「大阪市中央体育館」
「NHK大阪放送局」

「大阪歴史博物館」

「大阪営林局」
「大阪家庭裁判所」
「市立東中学校」
「大阪合同庁舎２号館本館」 「大阪合同庁舎第４号館」

〇「法円坂２丁目」
「歩兵第８聯隊」
「歩兵第３７聯隊」

ー２９ー
「歩兵第２０聯隊」

「兵部大輔大村益次郎卿殉難報國之碑」
「大阪医学校跡・大阪師範学校跡」

｢浪華仮病院｣

「国立病院・大阪医療センター」（もと「国立大阪病院」）
「大阪医療センター付属看護学校」
「ディリーカナートイズミヤ法円坂」

〇「法円坂１丁目」

ー３０ー

「歩兵第８連隊」
「大阪陸軍被服支廠」
「近畿管区行政監察局」
「大阪赤十字病院・法円坂分院」
「大阪労働基準局」

「大手前整肢学園」

「大阪市住宅協会・法円坂住宅」（現「コーシャハイツ法円坂」）
「パル法円坂」（もと「大阪市教員会館」）と「アネックスパル法円坂」
「国立衛生試験所・大阪支所」
「難波宮跡公園」
「メロディーハイム法円坂」

〇「馬場町」

ー３３ー

「大阪陸軍被服支廠」「同・被服倉庫」
「大阪陸軍城南射撃場」
「大阪郵便局・大手前倉庫」
「大阪中央放送局」（大阪放送会館）
「大阪府農林会館」
「大阪市東保健所」
「ＮＴＴ西日本本社ビル」
「ＫＫＲホテル大阪」
「メゾン・ド・ヴィレ大阪城公園前」
＜参考図＞ 大阪城内＆周辺部の陸軍関連施設…大正３年（1914）頃ー３４ー

Ⅱ「天満橋」と天満橋南詰地域

ー３５ー

１．「天満橋」について

ー３５ー

２．渡辺の津と「渡辺橋」および「渡辺党」

ー３５ー

「渡辺津」
「渡辺党」について
「渡辺橋」と「渡辺の合戦」…「小楠公義戦之跡」

（３５）
（３５）

３．「坐摩神社」と行宮

ー３６ー

４．「八軒家浜」

ー３７ー

５．京阪電鉄の開通と「天満橋駅」の開設

ー３７ー

＜参考＞
*京阪の「片町駅（野田橋駅）」とJR・片町線の「片町駅」

将棊島の南側・寝屋川の埋立

（３８）

「谷町筋」と地下鉄谷町線について

（３８）

「京橋通（土佐堀通）」について

（３９）

天満橋駅前の大阪市電について

（３９）

旧「天満橋駅」周辺 … 京橋１丁目（現・「大手前１丁目」）

（３９）

淀屋橋への延伸と「天満橋駅」の移設

（３９）

「大阪マーチャンダイズマート・ビル」（通称：「OMMビル」）

６．京橋通（土佐堀通）沿いの東西の町 … 新「天満橋駅」の西側
〇「天満橋京町」
「松坂屋百貨店」と「京阪シティモール」
「大阪キャッスルホテル」
「永田屋昆布本店」と「八軒家船着場の跡」碑
船宿「京屋」と「堺屋」の跡
「八軒家浜船着場」
「小楠公義戦之碑」
「尼信天満橋ビル（尼崎信用金庫 天満橋支店）」
「関西美容専門学校」

ー３９ー
ー４０ー

〇「北浜東」
ー４２ー
「御祓筋」（「熊野街道」）について
「エルおおさか府立労働センター」（もと「大阪府立労働会館」）
「大阪衛生試験所」
「紀州藩蔵屋敷」と「日本郵政グループ大阪ビル」
「ルポンドシェルビル」（もと「大林組本店ビル」）
「北浜 NEXU BUILD（北浜ネクスビルディング）」（旧「大阪大阪大林ビル」）
「日刊工業新聞大阪支社」
専門学校「中の島美術学院」
「ナカバヤシ（大阪本社）」
「パークタワー北浜」

Ⅲ「谷町・大江地区」 今昔
１．「谷町・大江地区」について
「谷町」について

ー４４ー
ー４４ー
（４４）

「タニマチ」とは？

「大江」について
この地区の”筋”・”通”と町割
「谷町筋」と「松屋町筋」
「本町通」と「中央大通」

２．「谷町・大江地区」の町々
〇「谷町１丁目～５丁目」

「谷町１丁目」

（４４）
（４４）
（４５）
（４５）

ー４６ー
ー４６ー
（４６）

「京阪ホテル天満橋」
「大阪府土木建築共同組合」（大手前建設会館）
「近畿税理士会館（大同生命ビル）」
「欣浄寺」

「谷町２丁目」
「大阪第２法務局合同庁舎」（「大阪法務局」）
「大阪府議会会館」
「アルス大手前プレミア」
「サンクレイドル大手前」
「イトーピア大手前」

（４７）

「谷町３丁目」

（４７）

「此界隈 井原西鶴終焉之地」碑
大阪市立「愛光会館」
「大阪銀行協会・本館」
「日本福音ルーテル大阪教会」（「ホテル・ザ・ルーテル」）
「ホテル・サンホワイト大阪」

「谷町４丁目」
「大阪谷町４丁目郵便局」
「東横イン・大阪谷四交差点」
「ロイヤルタワー大阪谷町 」
「グランドパレス谷町四丁目 」

（４８）

「フォレステージュ谷町 」
「谷町四丁目シティハイツ」

「谷町５丁目」

（４８）

「大阪府福祉センター」（大阪ろうあ会館）
「ザ・パークハウス谷町五丁目 」
「ロイヤル谷町タワー 」

〇「石町１丁目・２丁目」

ー４８ー

「三橋楼跡」
「坐摩神社行宮」と「御祓筋」
「北大江公園と「楼の岸砦」址
「蓮美幼稚学園てんまばしナーサリー」 「天満橋グリーンコーポラス」

〇「島町１丁目・２丁目」

ー５０ー

「北大江小学校」
「市立東中学校」と「市立中央高等学校」
「北大江幼稚園」
「大乃や」
「長光寺」
「安井建築設計事務所」
「グランシス天満橋」

〇「釣鐘町１丁目・２丁目」

ー５１ー

「釣鐘屋敷」（「大坂町中時報鐘」）
「日限地蔵尊」
「山村与助の屋敷」
「大阪肛門科診療所」
「ジオ釣鐘町」
「エスリード大手前」

「正福寺」

「ミネス釣鐘町」

〇「船越町１丁目・２丁目」

ー５３ー

「大坂府不動産会館」
「レックスヒルズ大手前」
「メロディーハイム大手前ヒルズコート」 「アスヴェルタワー大阪城ＷＥＳＴ」

〇「東高麗橋」

ー５３ー

「大阪銀座跡」
「里程元標跡」
「ブレサンス中之島公園パークレジデンス」
「グランコーポ東高麗橋」
「メロディハイム高麗橋」
「セレニテ北浜」
「パークキューブ北浜」
「ニューライフ高麗橋」

〇「内平野町１丁目～３丁目」

ー５4ー

「大阪高麗橋郵便局」
「（株）カプコン」
「林純薬工業（株）」
「ネバーランド大手前ブランシェ」

〇「内淡路町１～３丁目」
「小西医療器（株）」

ー５５ー
「ラナップスクエア大阪城西」

〇「大手通１～３丁目」

ー５５ー

「大手橋（思案橋）」について
「大阪活版所跡」
「大塚化学（株）」
「東横イン天満橋大手前」
「グランドメゾン大手前タワー」

〇「糸屋町１・２丁目、北新町」

ー５６ー

「與左衛門町牢屋」
「市立中大江小学校」
「市立中大江東小学校」
「市立中大江幼稚園」
「市立船場中学校」 （現 ・「ビオール大阪・大手前タワー」）
「中大江公園」 … 「宇野浩二文学碑（『清二郎夢見る子』）の一節」
「日本聖公会・大阪聖ヨハネ教会」
「寿光寺」
「ビオール大阪大手前タワー」
「エステムプラザ大手前エヴァース」
「スワンズシティ大手前ソレイユ」

〇「南新町１・２丁目」
「市立中大江幼稚園」

ー５９ー
「円周寺」

〇「徳井町１・２丁目」
「妙見新地」
「山本能楽堂」
「古川病院」
「本覚寺」
「ホテルマイステイズ大手前」

ー５９ー
「宇野薬局」
「ハクゾウメディカル（株）」
「ゆめ中央保育園」
「ライオンズマンション東本町第３」

〇「内本町１・２丁目」

ー６０ー

「大阪市消防局中央消防署」
「大阪内本町郵便局」
「コーヨー（KOHYO)内本町店」

「中央府税事務所」
「イムラ封筒」
「アパホテル大阪谷町」

〇「本町橋」（もと「内本町橋詰町」）

ー６０ー

「生国魂神社行宮 」
「西鶴文学碑」
「義侠 天野屋利兵衛之碑」
「西町奉行所」と「初代・大阪府庁（大阪裁判所）」
「府立・大阪博物場」と「府立・大阪商品陳列所」（のち「大阪府立貿易館」）
「重建懐徳堂」
「マイドームおおさか」
「シティプラザ大阪（旧・大阪コクサイホテル）」
「大阪商工会議所」
「若宮商工稲荷神社」
「大阪商工会議所前の銅像」
「東横堀公園」
「本町橋タワー」

「業務スーパー・松屋町筋本町橋店」

〇「鎗屋町１・２丁目」

ー６４ー

「月山貞一旧居跡」

〇「常盤町１・２丁目」

ー６４ー

「中央大通FNビル（大阪労働局第二庁舎）」
「農人橋」について

ー６４ー

〇「農人橋１・２丁目」

ー６５ー

「南組惣会所跡」 （現・「市立南大江保育所」）
「市立南大江小学校」と「南大江女子小学校」

「南大江幼稚園」
「南大江会館（老人憩いの家）」
「太閤（背割）下水」
「谷四錦郷公園」
「ハローワーク大阪東（大阪東公共職業安定所）」 「光臺寺」
「大江ビル」
「ＫＤＤ谷町ビル」
「アパヴィラホテル大阪谷町４丁目駅前」 「アップルタワー大阪谷町」
「ピップ（株）」
「プレミアムコート谷町４丁目」 「エステムコート谷町４丁目」

〇「和泉町１・２丁目」

ー６７ー

「南大江女子小学校」と「南大江幼稚園」 （農人橋１丁目の項・参照）

〇「内久宝寺町３・４丁目」

ー６７ー

「徳成寺」
「グランドメゾン上町台 ザ・タワー」（もと日本住宅公団・内久宝寺アパート）

〇「材木町」
〇「粉川町」
「大阪慈恵病院」
「私立中央なにわ幼稚園 」

ー６８ー
ー６８ー
「上町市民病院」

〇「十二軒町」
「（株）マンダム」

ー６８ー
「レジディア谷町」

〇「神崎町」
「南大江公園」
「UHA味覚糖」

ー６９ー
「朝日神明宮跡」

〇「松屋町住吉」
〇「安堂寺町２丁目」

ー７０ー
ー７０ー

「榎木大明神」と「直木三十五文学碑」
「マストタワー 安堂寺」
「エスリード長堀タワー」
「プラウドタワー 安堂寺」
「ユニ末吉橋」
「プレサンス松屋町グレース」

〇「松屋町」

ー７１ー

「末吉橋」について
「ハウス食品（株）」
「大阪末吉橋郵便局」
「蓮美幼稚学園もりのみやナーサリー」
「松屋 タワー」
「シャリエ松屋町 タワーレジデンス」
「リーデンススクエア松屋町 」

Ⅳ「上町・森ノ宮・玉造地区」 今昔
１．「上町・森ノ宮・玉造地区」について
〇「上町」について
〇「森ノ宮」の名の由来と町の移り変わり
〇「玉造」の名の由来と町の移り変わり
〇「玉造筋」について

２．「上町・森ノ宮・玉造地区」の町々
〇「内久宝寺町２・１丁目」
「市立銅座幼稚園」
「銅座公園」

ー７２ー
ー７２ー
ー７２ー
ー７２ー
ー７２ー
ー７２ー
ー７３ー
ー７３ー

「ディーグランセ上町台ハイレジデンス」
「グランアッシュ谷町サウスヒルズ 」

〇「竜造寺町」
「寶泉寺」

ー７３ー
「あゆみ東保育園」

〇「安堂寺町１丁目」

ー７３ー

「キャピトル安堂寺 」

〇「上町A・B・C」
「大阪府婦人会館」
「大槻能楽堂」

ー７４ー
「ウェリス難波宮上町」

〇「上町１丁目」

ー７４ー

「市立東商業高等学校」
「大阪府立中央聴覚支援学校」（もと「大阪市立聾学校」）
「広小路公園」
「府営上町住宅」（大阪府営住宅）
「寺山公園」
「グラン・ブルー上町台」
「上町みどリ東保育園」

〇「森ノ宮中央２丁目」

ー７５ー

「越中井」
「日生球場」（現・「もりのみやキューズモールBASE」）
「セントラルスクエア森ノ宮店」
「府立青少年会館」（現・「ファインシティ大阪城公園」）
「大阪製缶（株）・本社工場」
「蓮美幼稚学園もりのみやナーサリー」 「メイツプラン大阪城公園」
「プレサンス大阪城公園ネクサス」
「森之宮屋内プール」

〇「森ノ宮中央１丁目」

ー７７ー

「森之宮遺跡」（森の宮貝塚）
「森之宮神社」（鷺森神社）
「大阪市立労働会館」 （現「大阪市こども相談センター」）
「森之宮公園」
「森ノ宮ピロティホール」
「大阪中央労働基準監督署」
「大阪産業安全技術館」
「大阪労働金庫」
「サクラクレパス本社ビル」
「城南公園」
「コーヨーJR森ノ宮店」

〇「玉造２丁目」
「玉造稲荷神社」 … 「千利休居士顕彰碑」、「笑魂碑」
「榎木大明神」
「越中公園」
「青刻昆布発祥の地」
「市立玉造小学校」
「市立玉造幼稚園」
「カトリック玉造教会（聖マリア大聖堂）」
「城星学園」（幼稚園・小学校・中学校・高等学校）
「大阪女学院」（中学校・高等学校・短期大学・大学・大学院）
「大阪美容専門学校」
「大阪玉造第二郵便局」
「玉造公園」
「蓮美幼稚学園たまつくりナーサリー」
「ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス」

ー７８ー

〇「玉造１丁目」

ー８１ー

「玉造地域集会所（玉造老人憩の家）」
「京セラドキュメントソリューションズ」（もと「三田工業（株）」）
「森下仁丹（株）」
「ロイヤルホームセンター森之宮」
「八洲学園高等学校・大阪中央校」（もと玉造経理専門学校）
「大阪玉造郵便局」
「蓮久寺」
「プラネ・ネオスプリングスタワー大阪」
「シティハウス上町台玉造」

〔添付参考・１〕 中央区発足時（平成元年２月１３日）の町名改正
〔添付参考・２〕 現在の町名マップ
＜参考＞ 昭和５４年当時の町名マップ
〔添付参考・３〕 対象地域内の主な史跡一覧
〔添付参考・4〕 関連年表

ー８３ー
ー８６ー
ー８８ー
ー８９ー

〇「主な参考文献」

ー９１ー
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