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鴻池の村騒動

展示解説書

鴻池新田会所

開発のころ
西村

万ノ丁

東村

幕末ごろの鴻池新田と集落の位置↑

宝永２年に耕地整理が終了するとともに、西村・東

村の村抱百姓 30 軒と近隣村から入作百姓をもって鴻池
の農業経営がはじまった。開発当初は 160 町歩であっ
た田地は、周辺新田地の買収をすすめたために安永年
間には 200 町歩になった。幕末ごろには村抱百姓の分
家筋の者からなる万ノ丁集落ができた。

御新田下作證文 ( 元文５年 ) ↓

村抱百姓と鴻池の間に交わされた小作契約書。もっとも

古い証文は宝永２年まで遡ることができる。田畑や住居の
貸与、年貢に関する取り決めなどが規定されており、これ
らに背くと村抱百姓は村から追放される。鴻池家文書。

宝永２年に耕地整理が終了するとともに鴻池は、摂津
や河内、大和などからの入植者と小作契約を結び、村抱
百姓として西村・東村に迎え入れました。彼らは耕作を
はじめ、道路や井路の普請、会所の警備などを担いました。
ところが、入植した翌年に早くも村抱百姓と鴻池の間
にもめごとが起こっています。「紺屋御赦免願」によりま
すとと鴻池から紺屋を営むよう命じられた安田村出身の
村抱百姓は、紺屋を赦免してもらえるよう願い出ていま
す。この結末についてはよく判っていませんが、鴻池は
棉以外の作付けや麦の裏作を厳しく制限し、余業として
木綿生産を奨 励していましたので、当初から新田村で木
綿製品を生産できる体制を確立しようとしていたようで
す。

紺屋御赦免願 ( 宝永３年 )

鴻池から紺屋を営むように命じられた村抱百

姓が、赦免してもらえるよう願い出た。村内で
木綿製品を生産しようとする鴻池の戦略は、後
奏することになる。大艸家文書。

小作人の恩恵

村抱百姓や入作百姓は鴻池からはさまざまな恩恵を受
けていました。「御新田下作證文」には「御家来並ニ被
召出忝奉存候」とあり、村抱百姓は単なる小作人ではな
く、家来であると断言しています。実際、入植してきた
村抱百姓には家屋や建具、農具などが鴻池から貸与され、
災害によって家屋が損傷したときの修繕費用や新築費用
は鴻池が負担していました。また、洪水があったときに
は村抱百姓だけではなく、入作百姓にも施行米（夫食米
とも）を給付していましたし、80 歳を迎えた村抱百姓
には孝養米を支給していました。さらに後年には株米と

孝養米請書 ( 文化５年 )

80 歳を迎えた村抱百姓に支給された「孝養米」

の受取書。鴻池新田にみられた特徴的な福利厚
生制度である。鴻池家文書。

呼ばれる年貢用捨の制度が確立されています。このよう
に村抱百姓は鴻池の社員のような扱いを受けており、近
隣の小作人と比べ、はるかに待遇が良かったのではない
かと思われます。

御類家方より作人に施行米名前控 ( 享和 2 年 )

家屋敷修理代金受取書 ( 正徳 2 年 )

は大打撃を受けた。この時、鴻池は善右衛門

復に要した費用を鴻池から受け取った証文。鴻池家文書。

享和 2 年の大洪水によって収穫前の綿や稲

大風によって家屋損傷の被害を受けた村抱百姓らが、修

家だけではなく分家・別家一統をあげて、鴻
池新田と周辺の村々に災害救助米を配布し
た。鴻池家文書。

家代銀受取証文 ( 明和 6 年 )

新たに家屋を建てた鴻池新田と中新田の

小作人が、鴻池からその費用を受け取った
という証文と家屋の図。鴻池家文書。

小作人の掟

村抱百姓は鴻池からさまざまな恩恵を受けたいっぽ
うで、日常の生活態度についてのきまりごとを課せら
れていました。小作契約書である「御新田下作證文」
には田畑又貸の禁止や公儀法度の遵守、年貢滞納厳禁
などが謳われていますし、「覚」には会所への賦役義
務や喧嘩口論の禁止が書かれています。また、幕府法
令はその都度会所を通じて村抱百姓に伝達されていま
した。衣食住や冠婚葬祭についての制限など、日常生
活に関するもっとも細かな規定は「百姓之 風 儀 改 并
兼約申合之事」にうかがうことができます。にもかか
わらず、これを補足するような規定がたびたび発せら
れます。どうやら凶作によって年貢減免を鴻池本家に
「申上」するようという騒動があり、いっそうの引き
締めをはかったようです。寛政３年の争議では 10 人
の小作人が田畑取り揚げの処分を受けましたが、新田

昭和はじめごろのカンジョウバと「覚」の写し

会所本屋のカンジョウバは年貢徴収の窓口である。

開発百年を記念して赦免されたことが「村方一統願ニ 「覚」は鴻池からの会所支配人への指令文書であるとと
付落着申渡書并誤證文」にみることができます。

もに、年貢を納めにきた小作人にも目立つように掲げ

られていた。写真は鴻池家蔵。「覚」写しは鴻池家文書。

百姓之風 儀 改并兼約申合之事 ( 寛政元年 )

村方一統願ニ付落着申渡書并誤證文 (寛政4年)

励、年貢滞納者に対する処分など、小作人の日常生活や

び侘び状。騒動を起こした小作人は田畑を取

禁止事項を細かく規定している。鴻池家文書。

りあげられることになったが、新田開発 100

衣食住や冠婚葬祭の規定、興行や博打の禁止、余業奨

本家への年貢減免直訴についての顛末およ

年を期に赦免された。鴻池家文書。

地租改正、その後

明治 6 年の地租改正は地主にとっても、小

作人にとっても増税に他ならないものでし
た。これまで地主は慣例として豊凶に応じて
年貢を用捨してきましたが、新しい地租は地
価の 3% に固定されましたので、凶作であっ
ても小作人からの用捨要求に応じようとしま
せんでした。小作人は「永小作権」を楯に耕
作地を放置したり、権利を転売したりしてこ
れに対抗し、しばしば小作争議へと発展しま
した。永小作権とは小作を行う権利で賃借権
とは異なり、地主の意向に関係なく転売した
り、貸したりすることができましたので、地

新田会所規定 ( 明治 17 年 )

江戸時代の単なる倹約規

定と異なり、小作人の規定
を加え、会所支配人や使用
人の職責、凶作時の救済な
ど小作人保護も明文化され
た。鴻池は地租改正による
増負担分を小作人に転化し
ようとしたが失敗した。こ
れを機に近代的な農業経営
や地主・小作人体制を目指
したともいえる。鴻池家文
書。
新田株米沿革 ( 明治 17 年 )
「株米」は村抱百姓に与

主は弱い立場にあったのです。明治政府は小 えられた特殊な小作権であ
作争議の元凶となった永小作権を解消するた り、実質的に年貢の 25％
めに全国的な調査をおこない、明治 29 年の
民法改正によってその存続期間を定め、将来

が 用 捨 さ れ る。 文 化 6 年
に確立した制度であるが、
徐々に用捨の割合が引き下

的に解消しようとしました。鴻池新田でも小 げられ、明治 18 年の大洪
作慣行調査がおこなわれましたが、鴻池は新 水がきっかけで、翌年に廃
田小作人には永小作権はなく、その代わりに 止された。鴻池家文書。
株米を給与してきたことを訴えたので、新田
小作人には永小作権が存在しないなことが確
認されました。このことが後に頻発する新田
内での小作争議の火種になっていきます。
新田小作慣行正誤願 ( 明治 18 年 )

官報に掲載された鴻池新田の小作慣

行についての誤りを正すよう願い出た
書類一式。鴻池新田の小作人は永小作
権をもつものではなく、「譜代下作人」
であり、「株米」を給与していたこと
を明らかにしている。また、「下作百
姓證文」の写しが同封されている。鴻
池家文書。

度重なる小作争議
明治後半になると物価高騰や凶作を契機に小作人

これは周辺の村の地主が鴻池新田の小作料を基準に

が小作料の減額を要求し、小作争議が頻発するよう

していたために、周辺の村人も鴻池の動向に高い関

になりました。小作料の未納が続き、経営が成り立

心を示していたためといわれています。鴻池はこの

たなくなった三井は明治 31 年に菱屋新田を、鴻池

騒動により一時は新田の売却を検討していました。

の親戚筋である鴻池又右衛門は明治 37 年に深野新

以後、鴻池新田では数年の周期で小作争議が起こ

田を売却しています。鴻池新田では明治 35 年に多

りましたが、これらの争議は大正デモクラシーの社

数の負傷者と小作人 20 人が拘留される大規模な小

会的風潮の中での頻発したものと見なせるでしょ

作争議が発生しました。不作を口実にした小作料減

う。大正 12 年には鴻池新田に日本農民組合の支部

額要求に端を発したものですが、実際は急速に小作

が組織され、小作人の運動を支援します。鴻池は小

改革を断行した会所支配人本山茂樹に対する不満を

作人の無茶な要求に対峙するために、時には裁判に

爆発させたものでした。また、この争議には鴻池新

訴え出ることもあり、稲立毛仮処分や土地立入禁止

田とは関係のない周辺の村人も加勢していますが、

仮処分など、強硬な手段をとりました。

鴻池新田で小作争議が起こったことを報じた新聞記
事（明治 35 年 11 月 11 日付，大阪朝日新聞）

鴻池新田では、明治後半から昭和はじめにかけて

たびたび小作争議が発生した。この小作争議は急速
な小作改革を断行した会所支配人本山茂樹への抵抗
でもあり、支配人や事務員、止めに入った警察官ま
でも負傷するというもっとも激しい争議であった。
なお、同紙は 14 日までこの争議の顛末を報道しつ
づけた。

大正期の小作争議を報じた新聞記事（大正
12 〜 13 年，大阪朝日新聞）

小作料未納のままの小作人に対し、鴻池

は稲立毛の仮差押を申請し、耕地の返還を
要求した。

差押解除を求めて鴻池本邸（大阪今橋）に向かう新田小作人のようすを報じた新聞記事（大正
13 年 10 月 31 日付，大阪朝日新聞）

すでにこのころの小作争議は社会運動の一つであったといえよう。大正 11 年には日本農民組

合が結成され、翌年に鴻池でも支部が組織された。同組合は運動の戦略を綿密に練り上げて小作
人を強力に支援した。

稲立毛仮差押公示板（大正 13 年）

鴻池は前年に土地返還の仮処分を申請したが却下されたため

に戦術を変更し、稲立毛仮差押に踏み切った。鴻池新田会所蔵。

鴻池糾弾大演説会の宣伝ビラ（大正 13 年）

前年からの要求が受け入れらないうえ、大阪

府による調停も決裂したため、新田小作人は農
民組合や労働総同盟の支援を受け、鴻池を糾弾
する演説会を開いた。このビラからは資本家と
対立する労働者という構図を読み取ることがで
きる。大阪府立大学人間社会学部図書室蔵。

土地立入禁止仮処分公示板（昭和 2 年）

大正末より鴻池は駅周辺の宅地開発にそなえ、従来の小作人

には補償金を支払ったうえで、土地を順次引き揚げた。これに
応じない小作人に対して土地立入禁止の仮処分を行いおこな
い、最終的には約 70 町歩の土地が返還された。鴻池新田会所蔵。

争いの終焉

頻発した小作争議もさることながら、将来的な

発展を見越した鴻池は国鉄片町線北側の土地を中
心に返還をすすめます。ここでも小作人の抵抗に

遭いましたが、最終的には 70 町歩の土地が返還

されました。同時に宅地開発されるまでの間、こ
れらの土地は休閑地になっていましたので、鴻池

は農事実行組合との間に従来の小作制度とは異な
る耕作請負契約を結んで、再び耕作地として利用
します。この耕作請負制はやればやるほど地主に

も請負人にも実入りがあるシステムでしたので、
揉めることなく事業がすすめられていたようで

す。しかし、戦後の農地解放によって、大部分の
耕作地は小作人に払い下げられました。これによ

り約 240 年間続いた鴻池新田の地主・小作人の
関係は完全に解消されることになりました。

耕作請負制度の実施を報じる新聞記事 ( 上 )
と耕作請負契約書（上右）

鴻池合名会社と農事実行組合の間で締結

された。この契約書によると、組合には豊
凶にかかわらず段あたり 40 円の耕作報酬の
ほか、基準収穫量を超過した分の３分の２
が支給される。ただし、播種や施肥、耕作、
農具などは組合で負担しなければならない。
このような耕作請負制度は全国初の試みで
あり、従来の小作制度にとってかわる制度
として注目されていた。鴻池家文書。

平成 20 年度春季企画展
展示解説書

編集・発行
住
所
電
話
展示担当
発 行 日
印
刷

駅北側南北通りの舗装工事 ( 昭和３年ごろ )

鴻池は国鉄片町線北側の土地返還をすすめ、道路舗装

や区画整理、水道敷設をおこなった。鴻池合資会社蔵。
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