大阪湾沿岸部における工業地帯の形成史に関する研究
大阪府 都市整備部 都市計画室 計画推進課
近畿大学理工学部 社会環境工学科

財田 一真
岡田 昌彰

表 1 大阪府下における重化学工業と軽工業の生産価額３）
（昭和６，12 年）
（単位：千円）

１．研究の背景と目的
戦後，大阪湾沿岸部では工業を基軸とした都市開発が進
められてきた（図１）
．これまでに大阪湾沿岸部を対象とし
た研究は数多く行われているが，工業においてそれぞれ影
響を与え合いながら発展してきた大阪南港・堺泉北・尼崎
の３地域を対象とした工業地帯形成史に関する包括的研究
は未だ行われていない．本研究では，大阪湾沿岸部に立地
する上記３地域を対象とし，戦前から現在に至るまでの各
工業地帯の変遷を明確化することを目的とする．

図 3 1937 年と 1942 年における各工業の生産額指数３）
図 1 大阪湾の工業地帯造成を伝える新聞記事
（朝日新聞 1961 年 1 月 30 日号）

，大阪府においても金属・機械器具・化学工業などに代表
される軍需産業がめざましく増進される．この時期の生産
価額を比較すると、1931 年には染織工業の価額が機械器具
２．戦前の大阪湾沿岸部における工業の興隆と業種の変遷 工業を上回り第１位となっているが，1937 年には順位が逆
転し、機械器具工業が染織工業の 1.9 倍を超えていること
（１）戦前の工業興隆
がわかる（表 1）
。ここに，大阪府における産業構造の転換
かつて大阪は
「繊維王国」
が明確に読み取ることができる．大阪の重化学工業化がこ
とも称されたように，戦前
の時期より始まっていたことがわかる。
は繊維業が大阪経済の中心
（２）戦時中における工業の発展と変貌
的産業であった．堺では自
武部３）は 1937 年の日中戦争勃発時における各工業の生
転車部品の生産も盛んに行
産額指数を100と設定した場合の1942年の各工業の生産額
われ，紡績と"両輪"となっ
の増減を集計している（図 3）
．戦前に重化学工業化に転換
て地域の発展に寄与してい
１）
された大阪の工業は，第二次世界大戦時より軍需産業（金
る ．明治 20 年代から 40
年代にかけて大阪は綿紡績，
属・機械・化学）に一層重点を置くようになる．一方、紡
図 2 「繊維王国大阪」を象徴する
綿織の工場制機械工業の確 建築：伊藤萬商店（現存せず）７）
織工業などのいわゆる民需産業は「不要不急産業」として
立を遂げ，当時の日本を代
軽視され、著しく後退した．大阪百年史には「大阪の兵器
表する先進的かつ主要な生産地となっていた．一方，尼崎 産業とこれを支える機械器具工業および金属工業は，民需
臨海部における工業化の発端は 1889 年の尼崎紡績創設認
産業を犠牲にして，著しく拡大充実したのである．
」との記
可であり２）で，これが後の重化学工業の発展にも繋がる． 載もある．この時代，それまで紡織機の製造を取り扱って
1930 年には臨海部工業用地の確保を目的とした埋立工事
いた会社の中には軍需機械製造会社へと転換されたものが
も行われている．
存在したこともわかった（図 4）．
1931 年の満州事変勃発以降、日本国内は軍事費が拡大し
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図 6 アラビア石油撤退後の土地利用計画図（1971 年）８）
図 4 紡織機製造会社の軍需産業への転換
（読売新聞 1936 年 12 月 6 日号）

図 7 堺泉北地区への石油コンビナートの進出
（読売新聞 1964 年 12 月 22 日号）
（２）脱工業地とコンビナートとの両極化
（公害問題顕在化期）
このように南港及び堺泉北地域においては積極的な石油
化学工場誘致があったにも関わらず、南港地区からはアラ
図 ５ 南港地区における臨海工業用地の埋立造成４）
ビア石油㈱が 1965 年に撤退する。
その背景には以下の４点
（着工時：1958 年 7 月 15 日）
があったものと考えられる．
第１に、石油業法の制定によって石油精製設備の新増設
３．戦後の大阪湾沿岸部における工業地帯の変容
の制限が行われたこと，第２に，通商産業省（現：経済産
大阪湾沿岸部においては、戦後、そして高度経済成長期 業省）の政策（1963 年）によって既設コンビナートの充実
の胎動を迎える 1960-70 年代，さらにバブル期のウォータ に重点が置かれ，新設を認めない動きとなったこと，第３
ーフロント開発とバブル崩壊による遊休地化，工場の撤退 に，コンビナート火災を危惧する住民意見があったこと５），
など、工業地帯の形成に大きな変容が生起している。本章 そして第４に，当時の日本は海上貨物輸送技術の革新期に
では、その背景に存在した法や施策に注目しながら各地域 入っており，コンテナ埠頭の整備など港を商港化する動き
が高まっていたことが挙げられる．その後、南港地区では
における事象を整理する（表 2）
．
1968 年のコンテナ埠頭建設，
1977 年の南港ポートタウンま
（１）石油化学工業の出現（重工業需要増大期）
1958 年前後のエネルギー革命を機に，南港及び堺泉北地 ちびらきなど，実際に"都市開発"が進行していく。すなわ
域では石油化学工場誘致に向けた埋立地造成が開始される ち、南港地区においてはこのような「脱工業化」の臨海部
．
（図 5）
．南港では同年にアラビア石油株式会社が広範囲を 開発への転換が存在したものと考えられる（図 6）
一方これとは対照的に，堺泉北では八幡製鉄堺製鉄所
対象に土地買収契約を結ぶが，火災を危惧した市民の声な
どを理由に 1965 年に同社が契約を解消し，事業撤退する４）． （現：新日鐵住金和歌山製鉄所堺地区）や三井・関西石油
堺泉北地域においても埋立地造成着工（1958 年）の翌年か 化学（現：三井化学）などの企業進出が相次ぎ，
「石油コン
ら石油化学系企業の参入が見られ，1966 年には最初の工場 ビナート化」が進む（図 7）
．この背景には，高石市臨海部
が稼働を開始する．現在も石油化学系企業を主とした土地 が 1962 年の工場等制限法による制限地域指定を受けなか
利用が継続している．
ったことがあるものと考えられる．結果，皮肉にもこのこ
一方，尼崎では上記２地域ほど本格的な誘致活動は行わ とが古来白砂青松の海岸線をもつ景勝地であった当地区の
れていないことがわかった．その背景として，尼崎臨海部 臨海工業用地としての埋め立てや大気汚染などの公害問題
は工場地帯としての歴史が相対的に古く，特に既存の製鉄 を導く結果となった．
系を中心とする工場群によって用地不足が生じるという状
加えて尼崎においても，工場等制限法によって臨海部を
況にあった．当時の尼崎では，製造業の過度の集積をむし 除く市面積の約半分が規制対象地域に指定され，工場の新
ろ緩和する施策も検討されていたことがわかった．
増設が一層困難となる時局を迎える．また，尼崎臨海部に

2

図 8 西淀川公害訴訟（朝日新聞 1978 年 7 月 24 日号）

写真２ 尼崎運河クルージング（筆者撮影）

図 ９ 尼崎工場夜景バスツアー６）
施設の開業が集中していることがわかる（写真１）
．
一方，それまで公害のまちという地域イメージを伴って
いた尼崎では，2002 年に本格的な臨海部の緑化プロジェク
ト「尼崎 21 世紀の森構想」が策定される．この計画は遊休
地化していた尼崎臨海部において，水と緑の豊かな環境共
生型のまちづくりを目指すものであった．さらには，フッ
トサルやアイススケートなどのスポーツを主とした娯楽施
設「尼崎スポーツの森」の開設（2006 年）などの文化施設
の整備によって，"環境都市"への地域イメージの刷新が企
図され始める．
（４）文化施設の一部衰退と新たな"視座"の発掘
（地域資源再利用期）
さらに近年は新しい動きが各地に見られる．南港地区に
おいては文化施設の閉館が相次いでおり，ふれあい港館ワ
インミュージアム、なにわ海の時空館といった代表的な文
化施設がそれぞれ 2008 年，2013 年に閉鎖されている．こ
れに加え，咲洲の運河沿いに出店していた店舗も空きテナ
ントが目立つようになるなど，南港地区におけるハコモノ
の衰退とそれに伴う遊休地化が問題となっている．
一方，近年は既存の工業的空間に新たな光を当て，"視座
"の転換によってその価値を見直すといった動きも目立っ
ている．尼崎では 2004 年以来毎年"あまけん"による工業運
河を利用した「尼崎運河クルージング」が実施されている
ほか（写真２）
，尼崎，堺泉北の両工業地帯を対象とした「工
場夜景ツアー」なども市や商工会議所の主催で開催されて

写真１ 大阪湾沿岸部に整備された"文化施設"
（筆者撮影）
（上）WTC（現・大阪府庁咲洲庁舎）
（1995 年開業）
（下）なにわ海の時空館（2000 年開業／2013 年閉館）
工場を所有する企業が被告に含まれた 1978 年の
「西淀川公
害訴訟」では，公害要因として臨海工場群が糾弾されるこ
ととなった（図 8）
．1987 年には神戸製鋼尼崎製鉄所の第一
高炉休止に代表されるように，尼崎の大規模工場が相次い
で稼働停止し衰退を見せるのもこの時代の特徴である．一
方，高度経済成長期の臨海部開発によって海辺が市民生活
から疎遠化したことがこの頃から全国的に問題視され，親
水空間の整備が各地で議論されるようになる．さらに 1987
年には尼崎市の発行する環境白書の標題が『公害の現状と
対策』から『尼崎の環境』へと変更された．環境対策の思
想が公害対策から環境保護に変容したことを意味するもの
と捉えられるが，実際当地においても臨海工場群からの有
害物質に起因する大気汚染などの公害問題に加え，より快
適な生活環境を求める市民にこたえる必要性も高まってい
く２）．市の白書におけるこのような改題は，環境行政にお
ける基本姿勢の変容を象徴するものであると考えられる．
（３）文化施設の整備（文化設備出現期）
バブルが崩壊し 2000 年前後になると，
大阪湾沿岸部にお
いては"市民にとって魅力ある海辺"の創造が求められるよ
うになる．特に南港においては，娯楽や文教を狙いとした
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る可能性がある。工業地帯同様，物流にかかわる施設は保
安上パブリックアクセスを制限せざるを得ないのが現状で
あるが，水上交通などアクセス手段の工夫や資源活用のた
めの制度整備によって，当該地域に対する新たな”視座”を
共有する仕掛けを創造することが今後必要となるであろう．
一方，2011 年より日本全国の工業都市において連続開催さ
れている「全国工場夜景サミット」
（第６回）は今年度、関
西初となる尼崎市において開催される予定であるが，この
ような地域資源の地道な啓発活動の継続的実施も有効であ
るものと考えられる．
写真３ 高石工場夜景ツアー（高石商工会議所）
筆者撮影
いる（図９，写真３）
．これは既存の工業地帯における固有
の景観（テクノスケープ）や空間の特徴をも一種のアメニ
ティ要素として解釈する現代的な取り組みであり，大阪湾
沿岸部において既存空間に新しい価値を市民自らが主体的
に発見・創造する時代に入ったことを意味していると言え
るだろう．
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４．結語と今後の展望
本研究では大阪湾沿岸部における３地域を取り上げ，工
業地帯形成の経緯，興隆と衰退，再生の歴史を整理した．
さらには，近年の工業地帯に対する新しい視座の発現に至
る流れを明らかにした．
今後の大阪湾沿岸部の整備にあたり，３章（４）で明ら
かになったように，既設構造物あるいは既存空間の利活用
は行政としても着目すべき点であると考える。例えば，現
代の港湾における物流施設などは巨大スケールと独特の形
態的特長をもち合わせおり，ディスプレイの仕方やその外
観の演出，あるいは風景形成やまちづくりの観点からその
外観を積極的に活かすことによって，有効な地域資源とな

表 1 工業地帯形成に関連する法・施策と各地域の出来事
年

区分

法・施策

明治時代
～昭和初期
（戦前・戦中）
港湾法(1950)
新長期経済計画（1957）
→重化学工業用地造成の
1960
需要が高まる
近畿圏整備法（1961）
1961
工場等制限法（1962）
1970 公害
石油業法（〃）
問題
公害対策基本法（1967）
1977
顕在化期
大気汚染防止法（1968）
1987
都市計画法（〃）
1945
1957

重工業
需要
増大期

南港
「南港開発計画」による
臨海部埋立計画
木津川河口沖埋立着工（1933）
→第二次世界大戦により
一時中断（1941）
臨海工業用地埋立着工（1958）
アラビア石油参入（〃）

各地域の出来事
堺泉北（1969～）
堺
高石

紡織・自転車部品等が主

臨海工業用地埋立着工（1958）
八幡製鉄参入（〃）

尼崎
尼崎紡績の創設を認可（1889）
→尼崎臨海部の
重化学工業地帯化の発端
臨海工業用地埋立着工（1930）
「阪神・播磨工業地帯整備促進対策本部」
を
兵庫県が設置（1957）
→播磨工業地帯の開発に移行

アラビア石油撤退
三井・関西石油化学の進出（1966）
市が公害病救済地域に指定（1970）
→埠頭・住宅への転換（1965）
堺港，泉北港の統合．
「被害住民の手による公害白書」（〃）
コンテナ埠頭の建設（1968）
正式に「堺泉北港」として発足（1969）
南港ポートタウンまちびらき（1977）「堺公害患者と家族の会」結成（1973） 西淀川公害訴訟で市内の六社が被告（1978）
尼崎製鋼・尼崎製鉄の稼働停止（1987）

「WTC（現大阪府庁咲州庁舎）」
1995
「大阪湾ベイエリア沿岸域
「ふれあい港館」開業（1995）
文化設備 のパブリック・アクセス
「なにわ海の時空館」開業（2000） 「共生の森」イベント開始（2003）
2000
出現期 整備計画調査」
「堺・泉北ベイエリア
（1999，2000）
2006
新産業創生協議会」発足（2005）
「ふれあい港館」閉館（2008）
2007 地域資源
「なにわ海の時空館」閉館（2013） 工場夜景ツアー開始（2013）
2013 再利用期
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「尼崎21世紀の森構想」策定（2002）
「尼崎運河クルージング」開始（2004）
「尼崎スポーツの森」開設（2006）
「尼崎運河博覧会（うんぱく）」開始（2007）
工場夜景ツアー開始（2013）

