平成 16 年度特別展

河内の新田いまむかし

平成 16 年 9 月 1 日 ( 水 ) 〜 12 月 28 日 ( 火 )

今

史跡重要文化財

鴻池新田会所

や河内平野では舗装道路や鉄道が網目のように走

大土木工事で、大和川と石川の合流点（柏原市）から河内平

り、家やマンション、ビルが所狭しと建ち並び、広い

野を経由せずに直接西方の大阪湾に排水する流路を開削する

りました。かつての河内平野は淀川の分流や大和川の分流が

というものでした。この工事によってかつての大和川水系は

流れ込んで水はけが悪い土地でしたので、これらの河川の堤

築留で取水を調節できるようになり、田畑への洪水被害は激

防上など、周辺より高い土地にしか田畑はありませんでした。

減したと言われています。

このため、近世に太閤堤の築堤や徳庵井路の開削、大和川付

河内平野の新田地では棉がよく栽培され、新田村内では木

け替えなど、治水の名の下に大土木工事が行われ、多くの新

綿産業が発達しました。また、水路伝いに実綿や木綿製品を

田が開発されました。このような新田開発は江戸幕府によっ

大坂へ、肥料や商品を新田村へ運搬するための舟運業でも賑

て奨励されたため、河内平野だけに限らず、全国的に行わ

わいました。新田所有者のうち町人の多くは都市に本拠を

れました。大阪では河内平野だけではなく、淀川河口の分流

もっていたので、これらを管理するための会所を現地に設け、

路周辺の浅瀬を干拓して新田が開発されました。平安時代に

町人が指名した支配人をそこに置いていました。

編纂された『和名類従抄』によりますと、当時の耕地面積は

いっぽう、幕末の開国以降、安価な綿が輸入されるように

全国で約 103 万町歩ありました。近世はじめの太閤検地の結

なり、新田村での棉作や木綿産業は次第に衰退していきます。

果から推定される耕地面積は約 206 万町歩です。明治６年の

明治以降、徐々に他の農産物が生産されるようになり、深野

改正反別は約 413 万町歩ですので、中世の耕地面積の増加に

池や新開池に開発された新田では水稲が行われるようになり

比べ、近世はきわめて著しく耕地面積が増加していることが

ます。さらに、戦後の農地解放によって新田地の土地の所有

うかがえます。

は分散し、会所はその役目を終え、次々に解体されて行きま

河内平野では宝永元年（1704）の大和川付替工事を契機に、

した。鉄道の開通や道路の整備によって舟運業は姿を消して

旧大和川や寝屋川の流路、これらの河川が流れ込んでいた

しまいました。高度経済成長期にはかつての新田地は宅地開

深野池や新開池の池底に約 1170 町歩、11000 石高におよぶ

発や産業用地の格好の的となり、近年では田畑の姿は見かけ

新田が町人や寺院、有力な農民などによって開発されました。

なくなりました。

大和川の付替工事というのは、度重なる洪水被害による河内

本特別展では絵図や古い写真と現在のようすを比較しなが

の農民の困窮を憂えた今米村（現東大阪市）の庄屋甚兵衛や、

らかつての会所の役割を振り返り、滅び行く新田について今

大坂町奉行所代官万年長十郎らの請願運動によって実現した

一度考えてみたいと思います。

大

和川付替の要求は、度
重なる水害で困窮した

旧大和川流域の人々が万治 2
年（1659）に幕府に訴え出
たことが始まりです。大和川
付替は甚兵衛らによる約 50
年の歳月を費やした請願運動
の結果実現したものでした。
この間、新開池に悪 水井路
（六 郷井路）を開削したり、
排水を良くするために新開池
の葭を刈ったり、山地からの
土砂流出を防ぐために植樹
を奨 励して濫 伐を禁止した
り、淀川河口の分流路を浚渫
したりしましたが、大坂市中
中甚兵衛像．図面を片手に工事を指揮
するようすだろうか．柏原市古町．

現在の築留．ここで大和川から取水され
河内平野を北上してゆく．

の治水は改善されたものの、
河内平野の水害への抜本的な
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対策にはならなかったようです。現に元禄 14 年（1701）に

川筋の潰地の代替としての新田や、深野池・新開池で漁業に

は甚兵衛が庄屋を努める今米村では、水害のため作物がまっ

従事していた人々への保障としての新田も開発されました。

たく穫れず、その年は年貢の納入を免除される事態に陥って

このようにして河内平野には付替後に約 60 あまり、約 1170

います。ここに至ってようやく幕府は幕府代官の万年長十郎

町歩、11000 石高の新田が開発されたのです。それというの

に大和川付替の検討を指示しました。万年長十郎はかねてか

も、時の幕府は年貢の増収を目論見、全国各地に新田開発を

らの甚兵衛の付替案に理解を示し、幕府に付替を具申しま

奨励していたからです。河内平野での開発当初の新田を所有

す。元禄 16 年（1703）には万年長十郎と甚兵衛は新川筋の

者類型でみると、町人請負、百姓寄合持、見立、村受、寺請

検 分を行い、元禄 17 年（宝永元年 ,1704）2 月 27 日に着

がみられ、町人請負が総反別の約３分の１を占めています。

工、同 10 月 13 日に幅 100 間（180m）
、総延長 3 里 24 町

ところが町人は当初の新田開発にはたずさわることができま

（14km）の新大和川が竣工しました。この工事に要した費用

せんでした。これは町人が財力を蓄え、幕藩体制が崩壊する

は 71,503 両といわれています。

ことを危惧した幕府が、町人による新田開発をたびたび規制

河内平野における新田開発は大和川付替以前に始まりま

していたからです。この当時、大名貸や米の売買で巨万の富

す。明暦元年（1655）に徳庵井路が開削された時に、現在

を築いた大坂の淀屋辰五郎は闕所（財産没収）に合っていま

の大東市に周辺八ヶ村の村受による八箇村新田が開発されま

す。この淀屋闕所事件は町人だけではなく、芝居や小説の題

す。次いで元禄 11 年（1698）に、深野池西岸では舟運業の

材となってすぐさま一般の民衆にも知れ渡っていました。

尼崎又右衛門によって尼ヶ崎新田が開発されました。付替以

いっぽう、町人は元禄期になると商品の販路が飽和状態にな

前の部分的な改修工事や開削工事で効果がみられたのはこれ

り、さらなる利益を望めなくなっていました。また、諸藩は

らの新田が位置している寝屋川水系の一部だけで、依然旧大

財政難に陥り、大名貸が貸倒れになる危機に直面していま

和川水系は水害に悩まされ、容易に新田開発に至らなかった

した。当時の町人にとって新田経営は、鍬下年季に減価償却

ことがうかがえます。

を済ませると毎年１割ほどの利潤を生む優良な事業でしたの

大和川付替後は旧大和川の流路や深野池・新開池の池底で

で、何としても新田経営に参画したかったのでしょう。この

一気に新田開発がすすみました。また、小規模ながら新大和

ため町人は新田開発権利の入札を町人とは関係のない大工や

大和川付替以後に河内平野で開発された主な新田．
郡名 新田
反別（町.反.畝.歩）石高（石）開発場
志紀 市村新田
55.2.9.00 484.058 長瀬川河床
二俣新田
33.8.4.00
301.96 長瀬川・玉串川河床
天王寺屋新田
13.5.5.18 136.116 長瀬川河床
河内 川中新田
39.5.9.15
386.45 吉田川河床
河内屋南新田
11.7.1.14 138.759 深野池池床
渋川 安中新田
47.0.0.17 470.448 長瀬川河床
顕証寺新田
1.4.3.11
14.488 〃
三津村新田
9.1.7.01
97.012 〃
金岡新田
20.5.5.07 209.038 〃
吉松新田
18.9.1.16 189.634 〃
菱屋西新田
20.8.8.28 215.083 〃
若江 柏村新田
20.4.9.08 207.332 玉串川河床
山本新田
64.1.9.13 648.058 〃
大信寺新田
4.8.4.22
47.593 〃
玉井南新田
90.244 〃
17.3.9.18
玉井北新田
81.74 〃
菱屋東新田
44.9.9.04 456.002 菱江川河床
菱屋中新田
13.8.2.24 150.643 楠根川河床
鴻池新田
158.8.8.00 1706.88 新開池池床
中新田西寺島
101.64 〃
中新田東寺島
33.8.8.03
61.094 〃
中新田前島
211.719 〃
橋本新田
6.7.6.11
71.683 〃
新喜多新田
28.9.8.09
302.83 長瀬川河床
茨田 三嶋新田（北）
11.8.8.3
？ 〃
三組新田
8.6.0.13
92.302 新開池池床・寝屋川河床
讃良 中村新田
5.4.2.21
55.023 寝屋川河床
横山新田
3.2.4.07
36.951 深野池池床・寝屋川河床
灰塚村新田
3.7.0.0
36.3 寝屋川後背湿地
三箇村新田
0.8.2.12
9.413 深野池池床
御供田新田
4.8.4.05
51.724 〃
尼ヶ崎新々田
7.7.0.24
74.596 深野池西堤
深野南新田
62.2.9.22 695.879 深野池池床
深野新田
97.3.4.11 1091.68 〃
深野北新田
57.7.4.10 653.894 〃
河内屋北新田
49.0.6.20 560.015 〃
諸福村新田
7.0.7.22
63.944 新開池池床・寝屋川河床
東成 新喜多新田
27.3.7.11 277.231 長瀬川河床
左専道新田
0.8.0.04
6.441 〃
布屋新田
3.0.9.25
28.387 〃

会所

？
川中新田会所
平野屋会所

？
吉松新田会所
菱屋新田（三井）会所
柏村新田会所
山本新田会所
？
？
菱屋新田（三井）会所
菱屋新田（三井）会所
鴻池新田会所
中新田会所→鴻池新田会所
中新田会所→鴻池新田会所
中新田会所→鴻池新田会所
新喜多新田上会所
？→鴻池新田会所

平野屋会所
深野新田会所
深野新田会所

新喜多新田下会所

新田の類型
百姓寄合持
百姓寄合持
町人請負
町人請負
町人請負
寺請・百姓寄合持
寺請
百姓寄合持
町人請負・百姓寄合持
町人請負→見立→町人請負
町人請負
見立→町人請負
見立・町人請負→町人請負
寺請
町人請負
？
町人請負
町人請負
町人請負
？→町人請負
町人請負
町人請負
町人請負→見立→町人請負→百姓寄合持
町人請負
町人請負
村受
見立
町人請負
村受
村受
百姓寄合持
百姓寄合持
寺請→町人請負
寺請→見立→町人請負
寺請→町人請負
町人→寺請・見立→町人→百姓寄合持
村受
町人請負
？
？

開発者・所有者
農民
農民
天王寺屋吉兵衛
河内屋五郎平→河内屋五郎平・今米村中九兵衛
河内屋源七→平野屋又右衛門→助松屋忠兵衛→天王寺屋八重→銭
玉手村安福寺・農民
顕証寺
百姓
田中源七・末長甚兵衛・古田農民
末長甚兵衛→大和屋三郎左衛門→万屋治左衛門→河内屋小兵衛→
菱屋庄左衛門・岩之助→越後屋（三井家）※一時、14町8反7畝2
大田村（柏原）仁兵衛→銭屋長左衛門
山中庄兵衞・加賀屋彌右衞門（本山重英）→泉屋（住友家）
八尾寺内大信寺
泉屋利兵衛
南島六之助
菱屋庄左衛門・岩之助（規矩家）→越後屋（三井家）
菱屋庄左衛門・岩之助（規矩家）→越後屋（三井家）→北半分を
鴻池善右衞門※のちに中新田西寺島・東寺島・前島、三嶋新田（
絹笠平八→鴻池善右衞門
河内屋五郎平・今米村中九兵衛→鴻池善右衞門
河内屋五郎平・今米村中九兵衛→鴻池善右衞門
河内屋伝兵衛→安田村五郎右衛門→近江屋半助→農民
鴻池新十郎・鴻池喜七（喜右衛門か？）・今木屋多兵衛→のちに
三嶋屋吉之進→鴻池善右衞門
村
太子田村中村某
横山新左衛門
村
村
農民
農民
東本願寺光性→平野屋又右衛門→助松屋忠兵衛→天王寺屋八重→
東本願寺光性→鴻池又右衛門・宮崎左助・閑唱寺（難波別院輪番
東本願寺光性→鴻池又右衛門
河内屋源七→天王寺屋吉兵衛・大和屋仁兵衛→日下村大龍寺・南
村
鴻池新十郎・鴻池喜七・今木屋多兵衛→のちに今木屋多兵衛（早
？
？

豊田ほか (1978) をもとに作成．反別・石高は享保６年調．新田の所有類型は菊池 (1963) にもとづくが、有力庄屋が開発・
所有した新田を見立に含めた．また、寺院が開発・所有した新田を寺請とした．三島新田に「北」が付しているは、付替
以前に新開池の南側で開発された三島新田と区別するためである．
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土木請負人、寺院などに応札させ、後に落札者から町人が買
い取るという形をとって幕府の規制から逃れました。新開池
の開発権利は土木請負人大和屋六兵衛と中垣内村長兵衛が落

一

般に太閤検
地以降に造

成された田畑を

札したものでしたが、すぐさま三代目鴻池善右衛門宗利と息

新 田 と 呼 び、 そ

子宗貞に譲渡され、鴻池新田が開発されています。新田開発

れまでにあった古田とは区別され

奨励のいっぽうで、町人の台頭を危惧して町人による新田開

ています。幕府によって開発が奨

発を規制するという幕府の矛盾した施策は、町人のアイデア

励された新田では、それまであっ

によって見事に解消されたわけです。

た古田とは違い、商品作物を栽培

河内平野の開発を請け負った町人には両替商である鴻池や

することが許されていました。旧

と分家筋、天王寺屋、平野屋、菱屋、銅商の泉屋、呉服商の

大和川の流路や新開池・深野池の

越後屋、材木商の今木屋、白粉商の銭屋など、その業種は多

池底は周辺よりも２，３メートル

岐にわたります。また、町人に負けず劣らずして、在地の農
民が共同出資して開発した市村新田や二俣新田、御供田新田

高いところにあったこと、砂がち 河内木綿から作られた山上印の半天
な場所であったこと、付替後に大

などの百姓寄合持新田、柏村新田や中村新田など有力な庄屋

和川からの取水が制限されたことから、これらの土地は逆に

が開発した見立新田が見受けられます。この他、この地域の

水回りが悪くなり、水田には不向きでした。このため新田開

特徴として寺院が開発・経営した寺請新田があり、大信寺新

発当初、これらの土地では畑作が行われ、なかでも棉が盛ん

田や顕証寺新田、安中新田では開発当初から寺院がかかわっ

に栽培されました。

ていました。しかしながら、新田経営は悪天による不作が

『鴻池新田開発事略』によりますと鴻池新田では作物の７

続いて予想通りの利潤が得られなかったり、本業が傾いたり

割が棉であったようです。延享年間には菱屋西・東新田で

して、とくに町人請負新田は質流れになり所有者は次から次

はほぼ 100％の畑で棉が栽培されています。山本新田でもほ

へと代わっていきました。このなかでもっとも広大な新田を

ぼ全域で棉を栽培し、裏作で麦や菜種が栽培されていまし

所有していたのは鴻池善右衞門で、開発当初の鴻池新田周辺

た。おそらく河内平野の新田のうち水回りのわるい畑地で

の新田を次々に買収し、最終的には約 200 町歩の田畑を所

は、ほぼ全域で棉が栽培されていたのでしょう。また、棉を

有していました。これに次ぐのが、鴻池又右衛門が所有する

栽培し、単に実綿を出荷していただけではなく、新田村内で

深野・深野北新田 155

木綿産業が発達していたようです。
『大艸家文書』
「乍恐口上

町歩、高松長左衛門の

書以御願申候」
（宝永３年）によりますと、新田百姓を願い

深野南・河内屋南新田
83 町歩、越後屋の菱屋

銭屋長左衛門

西・ 中・ 東 新 田 77 町
歩、泉屋の山本新田 64

→府中村竹田恒二郎・河合為之丞→小若江村兵助→伊丹屋
26歩を泉屋が所有）

町歩、今木屋多兵衛の
新喜多新田 56 町歩で、
やはり町人が経営する
新田は規模の点で群を

を藤戸家が管理（藤戸新田）※御厨・新家村新田併せて5町6反6畝12歩一時所有
（北）、橋本新田の一部を取得

抜いていました。いっ
ぽうでは橋本新田や河
内屋北新田のように在

に今木屋多兵衛（早瀬家）のみの所有となる。

地農民が共同出資で町
人から新田を買い取っ

玉串川の堤防とその後背地の間にみられる段差．約 1.8m
の段差があり，階段が設けられている．八尾市山本高安町．

たという興味深い現象
もみられます。

→銭屋長左衛門
番）→鴻池又右衛門

南野村半右衛門→鴻池新十郎（又右衛門）→農民

早瀬家）のみの所有となる。

昭和初期ごろの鴻池新田の畑．手前の作物はよくわ
からないが、奥は豆類と思われる．鴻池合資会社蔵．
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河内平野の新田の分布と会所の位置．現大東市域の新田については
大東市立歴史民俗資料館に展示されている新田分布図を参考にした．
その他の地域については古絵図・地籍図・現地調査をもとに作成した．
新田境界部は錯綜している例が多く，必ずしも一致しない．
①鴻池新田会所②新喜多新田下会所③新喜多新田上会所④吉松新田
⑤柏村新田会所⑥山本新田会所⑦菱屋新田（三井）会所⑧川中新田
会所⑨平野屋会所⑩深野新田会所
①②⑨は現存．③は地元住民の確実な証言にもとづく．⑤の存在や
位置は地元住民の証言にもとづく推定．
背景の空中写真の作成に当たっては，国土地理院の承認を得て，同
院発行の数値地図 50m メッシュ（標高）および米軍撮影の空中写真
を使用したものである．
（承認番号 平 16 総便，第 196 号）
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出た者に対し鴻池善右衛門は紺屋を営むよう命じたようで、
新田開発当初から新田村内で木綿産業を確立し、生産された
木綿を出荷しようとした善右衛門の新田経営戦略がうかが

会

所の役割には水利の管理、農作業に必要な道具の管理、
年貢の徴収、農産物や生産物（木綿）の管理、新田村

人別帳（戸籍台帳）の管理、村内の軽微な紛争の仲裁などが

えます。おそらく、他の町人請負新田でも同じような戦略が

あり、時には客人の接待にも利用されていたようです。この

あったと考えられます。このように河内で生産された木綿は

うち人別帳の管理については、明治 14 年（1871）の戸籍法

「河内木綿」と呼ばれ、全国各地に流通していました。

にもとづいて政府がこれを管理するようになりました。町人

いっぽう、これら木綿製品や他の農産物を運搬する役割を

の多くは本拠を大坂に置いていましたので、現地に会所を設

担ったのは、在郷剣先舟や百姓小舟でした。舟運業は付替直

置し、町人が指名した支配人がこれらの執務にあたっていま

後一時的に衰退しましたが、新田で安定した収穫が得られる

した。鴻池新田会所にはこれらの役割のほか、大正年間に鴻

ようになると盛り返したようです。これら舟運業者は新田村

池銀行新田出張所が設けられており、銀行業務にもかかわっ

の荷物を大坂市中へ運搬するだけではなく、大坂で買い付け

ていたようです。

た干鰯や油粕などの肥料を新田村に持ち帰ったり、時には人

町人請負新田や見立新田の多くには会所が設けられてい

を乗せて運ぶこともありました。舟に乗って野崎へ向かう人

たことが考えられますが、その存在や設置されていた場所

と、寝屋川岸の古堤街道を歩いて野崎へ向かう人とが滑稽な

がよくわかっていないものもあります。河内平野に設けられ

言い争いをするようすは古典落語「野崎参り」に登場します。

た会所のうち、現在のところその存在が確かめられているの
は 10 ヶ所です。このうち現存しているものは鴻池新田会所、
平野屋会所、
新喜多新田下会所の３会所跡で、
菱屋新田（三井）
会所と吉松新田会所については会所内の建物の配置が記録さ
れています。会所内の建物の配置が明らかな会所を比較しま
すと、鴻池新田会所ではさらに西側に隣接する敷地に役宅棟
がありましたので群を抜いて規模が大きいことがわかりま
す。また、会所には蔵や居宅のほか、産土社や庭園に周囲の
水路につながる池、築山、茶室があることが共通しています。
新喜多新田下会所には主屋部分しか残っていませんが、灯籠
や蹲が残されていることから同じような配置があったと推定
できます。新喜多新田上会所にも「会所山」と呼ばれる築山
や池があったという証言が得られています。さらに、大阪市
住之江区に残っている加賀屋新田会所跡では、産土社こそ敷
地の外に設けられていますが、庭園には周囲の水路につなが
る池、築山、茶室が見あたります。おそらくこのような会所
内の配置には規範があり、皆、規模に応じてそれをまねて造

寝屋川のほとりで操業するサラシ屋．昭和初期頃．このこ
ろはすでに地場産業としての河内木綿の生産は衰退してい
た．タオルを川で晒しているようすがわかるが、おそらく
は木綿工場の流れを汲むものだろう．鴻池合資会社蔵．

らせたものだと考えられます。
会所の役割は終戦直後に相次いで制定された自作農創設特
別措置法と第二次農地調整法（いわゆる「農地解放」
）によ
り終わりを迎えます。これは不在地主の全所有地と、在村地
主の所有を平均１町歩に制限し、それを越える分については
国が強制的に買い上げて、小作農に安価で払い下げるという
法律です。小作農の解放の名の下に GHQ（連合国司令部）
が財閥や資本家の資産を目減りさせるために採った施策で
す。これによって多くの新田小作農が地主となり、会所は新
田地を管理する必要がなくなったわけです *。鴻池新田会所
は昭和 25 年（1950）に役割を終え、同 27 年には肝煎役を
解散しています。もっとも、現在のＪＲ学研都市線や関西線、
近鉄大阪線・奈良線が施設されて以降、新田地主は相次いで
宅地開発をすすめ農地を借家に替えたり、宅地として分譲し
ていましたので、これらは国の買い上げの対照に含まれませ
んでした。当時鴻池新田を所有していた鴻池合名会社は昭和

昭和初期頃の新喜多新田下会所．明治 39 年に建てられた
もので，現在でも主屋が残っている．楠家蔵．
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11 年（1936）から鴻池新田駅北側の「西村住宅」や鴻池新
田南縁での住宅開発に着手していましたし、山本新田では住

(A)

(B)

(C)
(D)

新田会所比較図．(A) 平野屋会所 ,

大東市教育委員会
（2002）
より．(B)
鴻池新田会所．(C) 菱屋新田会所 ,
布施市史編纂委員会編（1967）よ
り．(D) 吉松新田会所．東大阪市遺
跡保護調査会（1976）より．鴻池
新田会所はさらに西側に支配人が
居住する役宅の敷地があった．群
を抜いて大きいことがわかる．
友財閥が昭和 2 年（1927）から山本駅周辺での宅地開発に

ら布施市（現東大阪市）に売却され、会所が閉鎖されました。

着手していたことが知られています。

東大阪市森河内西には長瀬川に架かる「早瀬橋」という橋が

このように戦後役割を終えた会所は次々と手放されたり、

ありますが、これは昭和初期に高井田地区が区画整理された

解体されていきましたが、新喜多新田下会所は現在でもか

ときに架けられたもので、
土地の所有者、
「早瀬」の名前をとっ

つての会所の一部機能を残す興味深い例です。新喜多新田は

たものです。いっぽう、下新田もほとんどの田畑が小作農に

大和川付替後に長瀬川の流路が開発されたもので、東大阪市

渡りましたが、一部の土地は現在でも早瀬家が所有し、早瀬

高井田元町から大阪市都島区片町にかけてのびる幅約 100 〜

新喜多管理事務所（元の新喜多新田下会所）の楠家によって

300m、総延長約 6km の狭長な新田地です。開発者は鴻池

管理されています。土地の所有と管理体制が約 300 年も続い

新十郎・鴻池喜七・今木屋多兵衛の３人で、それぞれの名前

ている興味深い例だと言えます。

の一文字をとって「新喜多」と名付けたと言われています。
このうち両鴻池は早くに経営から撤退し、今木屋の所有に
なっていました。鴻池新十郎は鴻池分家筋の和泉町鴻池のこ

河

内木綿は幕末の開国によって大きな打撃を受けます。
これは列強諸国から安価な棉や木綿に取って代わる繊

維が輸入されるようになったからです。さらに明治維新以降

とで、後に深野新田および深野北新田を取得しています。ま

には中国産の棉が輸入されるようになり、臨海部には繊維を

た、鴻池善右衛門と同様、大坂十人両替の一人に加わってい

扱う工場が次々と建設されていきました。同時に河内の木綿

ました。鴻池喜七も鴻池の分家もしくは別家筋にあたる人物

産業は衰退していきました。中河内地域
（現東大阪市・八尾市・

だと思われます。今木屋多兵衛は十人材木屋の一人、今木屋

柏原市など）では明治 17 年には棉の作付面積は約 10800 町

太郎右衛門のことで、後に早瀬姓を名のります。

歩でしたが、大正 5 年には約 53 町歩にまで落ち込んでいま

新喜多新田は先述のように狭長な新田地でしたので、東
成・若江郡界の長瀬川に架かる新田橋を境に上流側を上新田、
下流側を下新田と呼び分け、それぞれに上新田会所、下新田

すので、河内の農家は作物の転換を余儀なくされたことがう
かがえます。
旧大和川の流路沿いの新田地は周辺より一段高いところに

会所が設けられていました。また、上新田会所では田中家が、

ありますので、相変わらず水回りが悪く、畑地としての利用

下新田会所では楠家が、それぞれ今木屋多兵衛に指名され、

しかできませんでした。そこでは棉に代わって麦や豆、菜種

支配人職を代々世襲していたようです。上新田では農地解放

などが生産されるようになりました。いっぽう、新開池や深

によってほとんどの田畑が小作農の手に渡り、最後の所有地

野池の池底の新田地では水田が造成され、米が生産されるよ

であった現・新喜多中学校の敷地も昭和 30 年代に早瀬家か

うになりました。これは寝屋川の鴻池橋のやや上流側で樋門
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鴻池新田での神撰田の造成作業．昭和初期頃．このころはす
でに鴻池新田の多くが水田になっていた．鴻池合資会社蔵．

菱江川と菱屋東新田のあと．かつての水路は浅い窪みとなり、
畑地は宅地や産業用地になった．東大阪市本庄付近．

*「永小作権」
（明治 31 年施行）が設定された農地を対照に
政府が強制的に買い上げて、小作人に払い下げた。政府の買
い上げは物価変動にスライドしない 24 年割賦の「農地証券」
が使われたため、すぐさま紙くず同然になった。
（2007 年２月補筆）
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