
太平立坑（大阪府東部流域）
　写真中央の円形の穴は、大阪府が寝屋川流域下水道として

建設を進めている太平立坑(内径２３ｍ、深さ３２ｍ)です。太平

立坑へは、増補幹線が3本流入し、第二京阪道路下に整備中

の寝屋川北部地下河川へと雨水を流出します。増補幹線の整

備が完了すると、近隣4市の治水レベルの向上が図られます。
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犬鳴山（泉佐野市）
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犬鳴山

現在も多くの修験者が
訪れる犬鳴山では、散
策中に修行中の姿を
見ることも

　関西国際空港を望む海岸線からほど近い
山間部。葛城山の西方に、美しい原生林と渓
谷に恵まれ、古くから修験道の霊場として有名
な名勝・犬鳴山があります。
　山中には大小４８の滝があり、特に両界の
滝・塔の滝・弁天の滝・布引の滝・古津喜の滝・
千手の滝・行者の滝が有名。不動谷一帯わた
る古刹・七宝滝寺は、これら７つの滝を金銀な
どの七宝にちなんだことから命名されたそうで
す。ちなみに、犬鳴山は「大阪みどりの百選」に
も選ばれるなど、その名前が一般的に広まって
いますが、正確には犬鳴山という山はありませ
ん。「犬鳴山」とはこの地に伝わる義犬伝説に
由来した、七宝滝寺の山号なのです。
　渓谷美を創り出している水流は、不動谷を源
流とする犬鳴川。春は水面に新緑が輝き、夏は
水しぶきが涼となり、秋は紅葉が清流とともに流
れます。四季が移ろう中で生み出される彩り鮮
やかな情緒は、現在でも多くの行者が修行に
励む霊場としての神聖な空気と混ざり合い、犬
鳴山を神秘的な世界に仕立て上げています。
　この地へ来る方の楽しみは、ハイキングや温
泉などさまざま。特にハイキングはコースが設定
してあり、多くの方が訪れます。また、毎年４月

にマス、７月には金魚の放流が行われ、親子連
れをはじめ観光客で賑わうイベントもあります。
他にも修験者の指導のもと、滝に打たれたり法
螺貝を吹いたりと日ごろ体験できない修行をす
ることもでき、女性の方も多く来るそうです。

アクセス
南海本線「泉佐野駅」またはＪＲ阪和線「日根野駅」下車
南海ウイングバスの犬鳴山行に乗り換え「犬鳴山」で下車

渓谷美に朱色が映える犬鳴山七宝滝寺の清滝堂

大木川に架かる「きんたか橋」

毎年、多くの観
光客で賑わう金
魚の放流（右）イ
ベント

犬鳴山の義犬伝説
　紀州の猟師が鹿を追ってこの山域に来たとき、
連れてきた犬が吠えたために鹿が逃げてしまいま
した。怒った猟師は犬の首をはねましたが、その
首は猟師を襲おうとしていた大蛇に噛み付き、蛇
とともに息絶えました。犬が吠えていたのは、猟
師が大蛇に狙われていたことに気づいていたから
なのです。愛犬に命を助けられた猟師は、その菩
提を弔うために七宝滝寺で修行者となりました。
この話を聞いた宇多天皇はいたく感動し、犬鳴山
の山号を与えました



信号用とある大阪府警のマンホール

大阪市の下水道マンホール

大阪ガスのマークが入ったマン
ホール

大阪市の市章と照明の文字が書
かれたマンホール

処理場へ

水の流れ
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　日常生活の中で何気なく目にしているマンホールの蓋。下水道と地上を結ぶ直径６０ｃｍの「穴」には、
水路の一部としての機能だけでなく、歴史・技術が詰まっていることは、あまり知られていません。今回は、
まちの風景に溶け込んだマンホールについて迫ります。

マンホールを見てみると

　私たちの生活に欠かせない上下水道、電気、ガスは一
体どのようにして届けられているのでしょうか。その答え
は地下にあります。ライフラインと呼ばれるこれらの社会
基盤は、道路の下に網の目のように張り巡らせており、マ
ンホールはライフラインの維持・補修をするために造られ
た、地上から地下へ行く出入り口なのです。
　マンホールの蓋に注目しつつ道路を歩いてみると、意
外とその数が多いことに気づきます。約６０ｃｍの大きな
丸い鉄蓋のひとつひとつを確認すると、自治体の名前の
他に「おすい」、「うすい」、「雨」といった文字が。これらは
地上にいる私たちに、どのような情報を伝えているので
しょうか。

マンホールが教えてくれること

　「汚水、雨水といった表示は、そのマンホールの役割を
示しています。地上から見えませんが蓋の裏側には、蓋の
製造年や材質、製造業者の社名等の情報も表示されて
いるんですよ」と大阪市建設局下水道施設管理担当の大
賀氏は話します。マンホールと一言でいっても、その種類
はガスや電気、下水道などさまざま。蓋には、地下に何が

あるのかを教えてくれる大切な情報が書かれているので
す。大阪市のマンホール蓋にはナンバーを付けています。
マンホールナンバーを言えばどこに設置されている蓋か
わかります。人の名前のようなものです。
　「ちなみに、一般には知られていませんが、下水道マ
ンホールの蓋はその向きで、下水道の流れを示してい
ます」と大賀氏。例えば、大阪市の場合、マンホールの蓋
に描かれている、市章「みおつくし」の方向に流れてい
く決まりになっているそうです。つまり、マンホールの蓋
を辿っていけば、下水処理場に出ることになります。し
かし「試みとしては面白いですが、大阪市の下水管は約
５，０００キロメートルありますので大変ですよ。それにマ
ンホールは車道上に設置されている箇所も多いので危
険です。やってはいけません」とのことです。

マンホールの蓋はなぜ丸い？

　マンホールと聞くと、多くの方が円形の蓋を想像する
と思います。実は円形であることにもさまざまな理由が
あります。
　１つは落下防止。仮に四角形の蓋であれば、ずれたと
きにマンホールの中に落下する可能性があります。蓋
が落下すると、内部の作業者だけでなく、歩行者や通行
車両に危険が及ぶため、直径が一定で落下することの
ない円形が用いられているのです。また、同じ直径６０
ｃｍでも円形の方が四角形よりも面積が小さく、蓋を軽
くすることができ、構造的にも安定することなども理由
として挙げられます。ちなみに四角形のマンホールもあ
りますが、それらはガスや電気、通信によく使用されて
います。これらは中に収納される機器の形状が、四角形
の方が便利などの理由で採用されています。
　マンホールは道路の一部であるため、多くの人や車
両が通過します。当然、蓋が外れる、割れるといったこと
があってはいけません。マンホールの蓋が円形である
理由に安全性がありましたが、それ以外にも安全に対す

進化するマンホールの蓋（強度・構造）

　マンホールは人や車両が通行する道路上に設置され
るため、蓋には高い安全基準をクリアした製品が使われ
ています。特に気候や地形の変化に富んでいる日本で
は、マンホールに求める条件が多く、これまでさまざまな
取り組みが行われてきました。
　１９６０年代まで使用されてきたマンホールの蓋は、材
質に普通鋳鉄（ねずみ鋳鉄）やコンクリートが使用されて
いました。これらは人の通行程度の荷重には十分に耐え
うるものでしたが、車両の衝撃に対しては強度不足。やが
て、車両の増加や大型化が進むと、より強度の高い材質
が求められるようになりました。そんな折、登場したのが、
水道管に使用され始めていたダクタイル鋳鉄です。
　ダクタイル鋳鉄は普通鋳鉄に比べて強度が高いため
に割れにくく、さらに軽量化も可能という最適な材質でし
た。伸びが大きいために変形しやすいという性質はありま
したが、蓋の裏側に梁構造の補強を入れて変形を抑える
リブ構造を開発。こうして現在では一般的となった、「ダク
タイル＝強靭な」マンホールの蓋が生まれました。

る配慮がなされており、特に下水道用のものは全国的
に統一された強度基準を満たした製品を使用している
のです。

大阪の下水は日本最古！？
　大阪には豊臣秀吉が大坂城を築城した際に、城の周囲に張り巡らせた日本最
古の下水溝があります。秀吉が造った大阪のまちは、大坂城に向かう東西路を
軸に基盤の目状に整理したもので、建物と建物が背中合わせになっているとこ
ろを割るように下水溝を造りました。このことから「背割下水」と呼ばれ、また秀
吉にちなんで「太閤下水」とも言われています。
　大阪の下水は明治時代のコレラの流行が契機となって整備が進められました
が、秀吉の時代に造られた下水溝は、現在でも大阪市の下水道の一部として利
用されています。



これまで大阪市で使用されてきた
マンホール蓋。上は昭和３８年、右
上は昭和４７年、右は昭和５３年に
撮影したもの。

真横から見たマンホール蓋。デザインをつくっている凹凸が分かります。
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　マンホールの蓋における技術革新は、材質だけでなく
形状面でも行われました。初期のマンホールの蓋は、受
枠の上に蓋を乗せるだけの「平受け構造」と呼ばれるタ
イプ。蓋と受枠の間に隙間があったため、車両の通行や、
砂などの異物が隙間に入り込むことでガタツキが発生し
ていました。普通鋳鉄製のマンホールの蓋は、強度不足
を補うために中央部を肉厚に作っていたため、その重量
は８０キログラムにも達しており、その重みでガタツキを
ある程度防いでいました。しかし、軽量化されたダクタイ
ル鋳鉄製のマンホールの蓋が登場すると、さらにガタつ
きやすくなり、車両が通過した際の騒音が苦情として寄せ

られるという事態もありました。
　そこで、このガタツキを押さえる構造として「勾配受け
構造」が開発されました。これは蓋と受枠の接触する面に
勾配を付けることで、蓋と受枠を食い込ませるというも
の。しっかりと固定させることで騒音の発生も抑えること
に成功しました。「勾配受け構造」もダクタイル鋳鉄同様
に、現在も多くのマンホールに採用されている技術です。

進化するマンホール（スリップ・浮上防止）

　平成１０年（１９９８年）９月、高知県で集中豪雨によりマ
ンホール蓋が外れ、冠水で路面が見えない道路を歩いて
いた歩行者が転落して亡くなるという事故が発生しまし
た。普通鋳鉄製のものよりも軽量化されたダクタイル鋳
鉄製のマンホールの蓋でも、その重量は４０キログラム
もあり、日常で人が容易に開閉できる代物ではありませ
ん。しかし、絶大な自然の力を目の当たりにした旧建設省
（現在の国土交通省）は、「下水道マンホール緊急安全
対策（案）」をまとめ、「下水道マンホール安全対策の手引
き（案）」が作られました。
　マンホールの蓋を飛散させないために、どのような安
全対策が行われているのかについて大賀氏に伺うと、「マ
ンホールにはロックと蝶番をつけることで、簡単に飛散し
ないようにしています」とのこと。さらに、マンホール内の
圧力に対しては、蓋そのものに穴を開けておいたり、わざ
と蓋が少しだけ開いて圧力を抜くといった工夫も施され
ているそうです。
　また、マンホールは道路上に設置されているために、ス
リップ防止についても配慮しなくてはなりません。雨など
により滑りやすくなったマンホールの蓋は、走行する車両
にとって危険な存在。さらに子どもや高齢者が転倒して
大怪我をする原因になる可能性もあります。
　鋳鉄製の蓋を滑りにくくするための工夫は、表面の凹
凸。マンホールの蓋にはさまざまな模様が施されていま

すが、これらは単なるデザインではなく、凹凸をつけるこ
とでグリップ力を生み出しているのです。しかし、車両の
通行などによる摩擦は、蓋の表面を削っていきます。磨耗
したマンホールの蓋は、雨の日でなくとも滑りやすくなっ
てしまうため、定期的に点検を行い、磨耗が激しい蓋は入
れ替えをする必要があるのです。
定期点検は蓋の磨耗のほかに、ガタツキ・腐食・受枠の周辺
状況なども点検します。「マンホールの維持管理をしっかり
と行うことは本当に大切なこと」と大賀氏は話します。
　マンホールの今後については、ＩＣチップを埋め込むこ
とで、外から配管図を読み取れるシステムなどが考えら
れています。

デザインマンホール

　大阪市であれば「大阪城」、吹田市は「太陽の塔」など、地
域によってさまざまなマンホールの蓋を見ることができま
す。このデザインマンホールは町おこしやＰＲとして作られ
たもので、大阪府下の全市町村で導入されています。

■平受け構造

■リブ構造

■普通鋳鉄蓋の断面

デザイン
マンホール
デザイン
マンホール

平成６年に下水道事業１００周年記念
として市民にデザインを公募しました

次ページから大阪府下のデザイン

■勾配受け構造

　「デザインマンホールのファンは結構います」と大賀氏
が話すように、これまでもマンホール蓋の版画を集めてい
る人や、限定マンホールの設置場所に関する問合せがあっ
たのだとか。さらに、「海外の人ですが、マンホール蓋を国
に持って帰りたい」という無理な要望もあったそうです。
　大阪市でデザインマンホールが導入されたのは平成６
年から。一般公募でデザインを募集し、現在の大阪城のも
のが選ばれました。この大阪城が描かれたデザインマン
ホールが大阪市では一般的なデザインとなっていますが、
実はこれ以外にも市制１００周年記念やエキスポ記念のデ
ザインも限定的ですが使われています。
　今後、大阪市でオリンピックやワールドカップといったビッ
グイベントがあれば、再び限定マンホールが登場する可能
性もあります。マンホールは今や、地下と地上を結ぶだけで
はなく、まちづくりのひとつとしても活用されているのです。

材質の強度を高めるため
蓋の中央部が
肉厚となっている。

■浮上防止用自動錠

浮上防止用自動錠

圧力
蝶番

大阪市で実際に使用されているデザインマンホールが１／６ス
ケールのコースターに！ マンホールがテーブルに置かれる、ちょっ
と不思議な「ティータイム」はいかが？　５８８円（税込み）
新大阪駅や通天閣、関西国際空港などで販売しています

大阪市の

大阪市制１００周年を記念して造られた
マンホール蓋

国際花と緑の博覧会を記念し、会場に
設置されたマンホール蓋

蓋と受枠の間に隙間があるために、
蓋がガタツキが発生。
摩擦による磨耗により、ガタツキも大
きくなる

蓋と受枠が密着しているために、ガ
タツキが発生しにくい。また、隙間に
異物の混入がない。

このリブのおかげ
で蓋の変形やたわ
みを防いでいる
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大阪府下の各自治体で使用されているデザインマンホールを紹介します。
君はいくつ見たことがあるかな？

マンホール中心部に緑化推進の
一環として選定されている市の花
『ばら』をイメージし、その周りに
市のシンボル『岸和田城』を配置し
ています。

岸和田市

市内の公園等、景観上必要な箇所
でマチカネワニをデザイン化した
マンホール蓋を使用しています。

豊中市

池田市の市章である井桁を中心
にして、市の花（さつきつつじ）、市
の木（くすのき）、市の鳥（やまば
と）、をデザイン化したものです。

池田市

昭和45年に開催された日本万国
博覧会のシンボルである太陽の
塔を中心に、市民の木であるクス
ノキと市民の花であるサツキをデ
ザイン化しました。

吹田市

市の花「卯の花」と市の木「欅」を
配し、下水道整備により清らかな
水辺の復活を願い、北摂の代表的
な景勝地である摂津峡の春をデ
ザイン化したものです。

高槻市

市の花「コスモス」をシンボルと
した「コスモス・アイデンティティ
（CI）運動」の一環としてデザイン
されました。

貝塚市

昭和60年10月に完成した京阪守
口市駅前再開発のシンボルである
『カリオン』を中心に、まわりに市
の花である『さつき』を配置し、図
案化したものです。

守口市

枚方市のマンホール蓋は、淀川を
行き交う三十石船に食べ物を売る
“くらわんか舟”と市の花である菊
をデザインしています。

枚方市

中心に市章を配し、その外縁に市
花の「バラ」と市木の「かし」を図案
化して交互に配置し、豊かな自然
と文化の香り高い茨木市を象徴す
るデザインとしたものです。

茨木市

八尾市の「八」にちなんだ八角形
を中心に、市の花「菊」と河内木綿
の実、姉さんかぶりの女性が糸車
で糸を紡ぐ姿を配し、河内木綿の
伝承の地、八尾市を象徴したもの
となっています。

八尾市

市章を中心に、市の木「いちょう」
を配し、発展を続ける市の産業と
市民の生活の将来性を表現。実り
ある家庭生活を家族のような大小
十六枚のいちょうの葉とぎんなん
で表わしています。

泉佐野市

市域を貫流する石川の源流、金
剛・葛城山系を背景として、富田林
発祥の地に現存する｢重要文化財
　旧杉山家住宅｣、市の木｢くすの
木｣、市の花｢つつじ｣をあしらって
います。

富田林市

寝屋川市の有名な民話「鉢かづ
き姫」をモチーフに、市の木「さく
ら」・市の花「ばら」をデザインに入
れた、寝屋川市のマスコットキャ
ラクター をあしらったデザインで
す。

寝屋川市

平成２年６月に公募し、この作品
を採用しました。常緑樹でたくまし
く発展する「くすのき」を中央に、
市の花「きく」を外郭にあらわし、
河内長野市を象徴しています。

河内長野市

松とバラは市の木と花であり、松
は寿や節操を象徴とする樹木中
の首木とされています。西洋の花
であるバラとのイメージで松原市
を世界に発展させてゆくことを目
標に選びました。

松原市

大東市では、野崎に位置する野崎
観音への野崎参りの道すがら舟と
陸とでかけあう情景が描かれてい
る野崎参りの図がマンホールに描
かれています。

大東市

和泉市で採用しているデザイン蓋について、汚水は、市の花「水仙」を基
調に、清楚にして気高く情愛の豊かなイメージを、雨水は、地中から湧き
出る泉を背景に魚と美しい水鳥「翡翠」を調和させてデザインしていま
す。

和泉市

清流のシンボルである「箕面大滝」
と市の木である「いろはもみじ」を
デザインして、箕面市の緑豊かな
イメージを表しています。

箕面市

柏原市の特産品であるぶどうをデ
ザインしたマンホールは長瀬川・
原川沿いの歩道に設置されてい
ます。

柏原市

古市古墳群、日本最古の官道と
いわれる竹内街道をはじめとする
歴史的資源が数多く残っている羽
曳野市の古墳群をイメージしたも
のです。

羽曳野市

大阪緑の100選にも選ばれている
「砂子水路のさくら」をデザイン
しています。　Ｈ 22.4 ～

門真市

市の花「さつき」をデザインして
います。　～Ｈ 22.3

大空へはばたく野鳥を象徴化し
た摂津市のき章を中央に、摂津の
「セ」の字を組み合わせた模様
を周囲に配し、すべり止めも兼ね
たデザインとしています。

摂津市

「天女」は、本市羽衣の地に、
天女が衣をひるがえして天に
舞っているという伝説より。また、
「波」と「松の葉」は、白砂青松の
天然美を表現しています。

高石市

中心に市章を、その周囲に市の木
である「梅」を配置し、更にその外
側に市内に点在している「古墳（前
方後円墳）」を配置したデザインで
ある。

藤井寺市

花園ラグビー場を有している東大
阪市では、ラグビーのもつ「力強
さ、連帯性」さらには「すがすがし
さ」といったイメージ。「ラグビー
のまち東大阪」としてアピールして
います。

東大阪市

中央に市章をデザインし、市の花
である梅と４つの市章を調和さ
せ、梅の枝　東西南北への躍進
を表わし、臨空文化都市として国
際的にはばたく姿を象徴していま
す。

泉南市

市の木「くすのき」と市の花「さつ
き」をあしらったデザインを使用。

四条畷市

このマンホール蓋のデザインは、
中ほどに交野の文化を育んだ天
野川を配置し、市の木「さくら」、
市の花「つつじ」、市の鳥「きじ」を
あしらったものです。 

交野市

背景の青色は「狭山池」、緑色は
「みどり、田園等」をイメージした
ものです。その中に、市の木「さく
ら」と市の花「つつじ」をデザイン
しあらわしたものです。

大阪狭山市

このデザインは、中央に市章、まわ
りに市の木である「松」、市の花の
「さつき」、生活を豊かにし自然を
潤す「水」を配している。

阪南市

中央に流れる川は、一級河川の水
無瀬川で、上流のすんだ水辺でホ
タルが飛びかう情景をデザイン。
左上は、町の木「くすの木」、右横
には、町の花「やまぶき」がありま
す。

島本町

「タンポポ」は町の花で、踏みしだ
かれても根強い強さと可憐さをあ
らわしています。

豊能町

『藁葺き屋根･栗の実･田んぼ』な
ど、能勢の里山景観をイメージし
たデザインである。

能勢町

さつきは、従前より本町の街路に
植樹し、通称さつき通りとして親し
まれています。住民に親しみやす
い花であるとして、忠岡町の花に
選定されています。

忠岡町

熊取町の花 「向日葵」の中から飛
び出す町のマスコット・キャラク
ターである熊の 「ジャンプ君」によ
り、熊取町の明日に躍進する姿を
表しています。(※なお、現在ガス
穴なし) 

熊取町

田尻町は泉州玉葱の発祥の地で
あるといわれており、これをモチー
フにデザインしました。なお、ニッ
クネームの玉水ちゃんは一般公募
により採用しました。

田尻町

名の由来でもある聖徳太子が制定され
た、「十七条憲法」の１ヶ条を記し、地域
で培われてきた人々のつながりと人情
味を表現。二上山とともに、聖徳太子御
廟の守護寺である叡福寺の多宝塔と町
花であるさつきをあしらっています。

太子町

自然のなかで力強く、美しく、親し
みのある町のはな「ゆり」と木「さく
ら」をデザインした。

河南町

村の木「くすのき」と村の花「やま
ゆり」、金剛山をデザインしていま
す。平成6年に村在住、在勤者によ
りアンケート調査を行いこのデザ
インに決定しました。

千早赤坂村

写真（左）は、泉大津市では羊は全国の95％以上のシェアーを誇る毛布
の町のシンボルであり、羊のもつ暖かさと愛らしさを表現しています。
写真（右）は、毛布の町である繊維産業都市を表現しています。

泉大津市

市民に親しまれている市の鳥
『モズ』と市の花『ハナショウブ』、
市の花木である『ツツジ』をデザイ
ンしています。

堺市
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　古来より多くの河川が流れていた大阪。江戸時代には
土佐堀から江戸堀、立売堀のあたりに諸藩の蔵屋敷が建
ち並び、「天下の台所」として経済の中心地として栄えま
した。「浪速の八百八橋」と呼ばれるほど多くの橋が架け
られ、架橋が難しい場所では渡船が運航し、水の都・大阪
を支え続けてきました。

天保山と此花区桜島３丁目を結ぶ天保山渡
船場。観光客の利用が最も多い渡船で、１日
平均８６０人が利用している。

　人々の貴重な交通手段として利用された渡船業は、明
治時代まで代々の家業として受け継がれ、利用するには
料金がかかりました。また、渡船によって運営形態はさま
ざまで、設備や営業時間、料金なども各渡船によって異
なっていたそうです。
　大阪の渡船に変革が訪れたのは明治２４年（１８９１
年）。大阪府が「渡船営業規則」を定め、「監督取締り」
を行うようになったことにより、各渡船の料金や営業
時間は統一されることになりました。さらに明治４０年
（１９０７年）には、安全確保の理由もあり安治川、尻無
川、淀川筋の２９渡船場が市営事業になりました。この当
時はまだ船や船具、人員の備えや、財政の目処が立たな
いことから、昭和７年（１９３２年）まで市吏員が巡回して
請負制度で営業されました。
　渡船が無料になったのは大正９年（１９２０年）で、旧道
路法が改正されてから。「渡船は道路の延長であり、橋梁
の変形である」との考えから無料化が行われました。以
後、現在に至るまで、渡船は通勤・通学・買い物など市民
生活に欠かせない市民の「道」として運営が続けられて
います。
　最盛期の渡船場は臨海部を中心に３１か所あり、保有
船舶数は６９隻、年間の利用者は歩行者が約５７５２万
人、自転車などが約１４４２万台にも上りました。しかし、
渡船場は橋梁架設や道路施設の整備、戦災のために多
くが廃止。戦後の昭和２３年（１9４８年）には１５か所で
再開されましたが、自動車社会の到来とともに利用者は
減り、昭和５３年（１９７８年）には渡船場は１２カ所に。利
用客も２５０万人まで減少しました。その後も減少は続き
ましたが、平成２０年（２００８年）には若干の回復を見せ
ています。

　江戸時代に始まって以来、大阪で暮らす人々の足として活躍してきた渡船。現在でも大正区を中心に８
航路の渡船が運航し、年間２００万人もの人が利用しています。今回は、最近では遠方からの観光客も訪れ
る「大阪の渡船」を紹介します。

渡船
（大阪市）

すいじんの
まじわり

渡船の歴史

夕方の千歳渡船場。奥に港大橋の赤いトラス橋が見え、
美しい景観を形成している。
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ち とせ

千歳渡船場
ち とせ

船町渡船場船町渡船場
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現在も運航中の渡船場マップ
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　大阪市福島区で生まれ育った方によると、「渡船は生
活の足でした。船とは言いますがそんな感覚はなく、私
にとっては道同然。今でも渡船を利用して学校に通った
日々を思い出します」と渡船について振り返ります。
　橋梁架設や道路施設の整備が進むと、徐々に姿を消し
ていきましたが、橋が架かったにも関わらず千本松渡船
場のように運航が続いている場所もあります。

連絡先
大阪市建設局渡船事務所
電話０６-６５３１-０５４８

自転車を押す人たちで賑わう甚兵衛渡船場。身近な交通手段で
あることが伺える。

昭和３９年に運航されていた西九条渡船

連絡先

市民の足として

　大正区南恩加島１丁目と西成区南津守２丁目を結ぶ千
本松渡船場が運航する場所には、昭和４８年（１９７３年）
に千本松大橋が完成。渡船は廃止が検討されました。しか
し、この橋は大型船が通行できる水面下３６メートルに架
けられたループ橋で、渡るには急勾配の橋桁を何回もぐ
るぐると回りながら上って渡らなければなりません。自動
車ならともかく、１．３キロメートルもある橋を歩くには、特

に子ども連れの方や車椅子、高齢者の方にとっては困難
で、多くの市民が２分弱で対岸に行くことができる渡船の
存続を望みました。廃止撤回を訴える声は署名活動に発
展し、これを受け存続が決定しました。この千本松渡船場
は、現在でも１日平均１１１０人の貴重な足として運航さ
れています。
　運航時間は各渡船場によってさまざまで、最も長い時
間運航している千本松渡船場では、平日６時～２１時３０
分まで運航されています。時刻表を見ると、どの渡船も
ラッシュ時には１０～１５分おきに運航されていますが、
その中で甚兵衛渡船場の７時４０分代の時刻表には「随」
の文字が書かれています。これは利用者が多いこの時間
帯のみ、２隻の船で利用者の数に合わせた随時運航を行
うというもの。利用者の便宜に合わせた運営が行われて
いるのです。

　ここ数年、渡船は知る人ぞ知る「大阪の新名所」になっ
ています。繁華街や観光施設にはない「飾らない大阪」を
見ることができると遠方から渡船目当てに訪れる人や、ミ
ニクルーズとして渡船独特の情緒を楽しみにくる方もい
るそうです。特に天保山渡船場では、川幅も広く夕焼けも
美しいことから、人気スポットとなっています。
　８年前まで渡船の操縦をしていた大阪市建設局渡船
事務所の藤原さんは「はじめて渡船に乗られた方は、皆さ
ん無料であることに驚かれるようです」と話します。同じ
く渡船事務所の七

し　め

五三所長によると、１００円玉を握り締
めて、「料金はどこで払うのですか」と聞くお客さんもい
るのだとか。渡船は道路法で道路として定義されている
ため、利用に料金が発生しないことになっていますが、こ
の時代に無料でこのような渡船が利用できることが不思
議に思う人も多いようです。
　七五三所長は　「大阪市以外でも渡船が残っている場
所はあります。でも、これほどの規模で運営されているの
は大阪市だけです」と話し、渡船は大阪市の誇りでもある
と言います。一方、藤原さんは、父親も渡船の船長をして
いたそうで、子どもの頃から渡船を身近なものとして感
じてこられたそうです。「私がそうであったように、渡船が
もっと多くの方に身近な存在になってほしいですね」と藤
原さん。水都・大阪に伝わるまちの魅力。それは「人々の
営み」として受け継がれてきた渡船情緒にあるのかもし
れません。

水都・大阪の誇り

渡船場マップもどうそ
現在も利用できる渡船の情報
を掲載。ウォーキングを兼ね
て、渡船めぐりはいかがです
か？大阪市役所や大正区役所
などで設置しています。大阪
市建設局のホームページでも
ご覧になることができます。
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〈人〉■下水道排水設備
　責任技術者の推移

有資格者数
受験者数
更新講習受講者数

14 15

責任技術者
●責任技術者として新規に登録しようとする者は、当該市町村が
定める期間内に、申請書に試験合格証（写し）と必要書類を添付
して申請しなければならない。

●責任技術者登録を更新しようとする者は、当該市町村が定める
期間内に、申請書に更新講習修了証（写し）と必要書類を添付し
て申請しなければならない。

指定工事店
指定工事店の指定を受けようとする者は、当該市町村が定める所
定の申請書に必要書類を沿え申請しなければならない。

排水設備工事責任技術者試験および更新講習の実施概要
申請書の受付 … ５月下旬～約２週間

（府下市町村にて。（土）（日）除く）
試験 ……………８月下旬頃（受験講習会は８月中旬頃）
更新講習 ………９月中旬頃

　（財）大阪市下水道技術協会は、日本下水道協会大阪府支部から下水道排水設

備工事責任技術者試験および更新講習等に関する業務を受託し、毎年実施してい

ます。

　「下水道法第１０条」により、公共下水道の供用が開始された場合には、当該公共下

水道の排水区域内の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備（排水管・

排水きょ等）を設置しなければならないとされています。また、排水設備の工事等を行

う場合には、工事を監理する専属の責任技術者を置いている指定工事店でなければ

なりません（大阪府下、各市町村の条例・規則等）。

　下水道排水設備工事責任技術者試験に合格することにより、責任技術者の登録資

格を有することができます。登録申請は大阪府下の市町村等で受け付けています。

■泉佐野市観光ガイド…泉佐野市観光協会
■犬鳴山温泉観光マップ…犬鳴山観光振興会
■大阪市建設局ＷＥＢサイト（http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/）
■日本グラウンドマンホール工業会ＷＥＢサイト（http://www.jgma.gr.jp/）

■マンホールの博物誌…株式会社Ｇ＆Ｕ技術研究センター
■水の文化…ミツカン水の文化センター
■渡船場マップ…大阪市建設局渡船事務所

本書を作成するにあたって、参考にさせていただいた資料一覧

下水道排水設備工事

責任技術者試験および更新講習等の実施

（財）大阪市下水道技術協会事務所 移転のご案内
この度、当協会(工務課分室含む）事務室を下記のとおり移転しましたので、お知らせいたします。

今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

移転先  ────────────────────────
〒５４１-００５５
大阪市中央区船場中央2丁目2番5号-２０６　
船場センタービル5号館 2階
総務部 《ＴＥＬ》０６-４９６３-２０５６　《ＦＡＸ》０６-４９６３-２０８７
工務部 《ＴＥＬ》０６-４９６３-２０５７ 《ＦＡＸ》０６-４９６３-２０９５

業務開始日  ──────────────────────
平成２２年３月１日（月）

下水道排水設備責任技術者更新講習
（平成２１年９月１３日・１９日実施）

下水道排水設備工事責任技術者試験
（平成２１年８月２９日実施）
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排水設備の例（分流式）

大阪市営地下鉄「堺筋本町」駅下車　徒歩約5分
　　　　　　　「本町」駅下車　　　徒歩約7分
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大阪市下水道
技術協会事務所


