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巨椋池を知っていますか

つい60年ほど前まで、宇治市の西部、京都市、久御山町にわたって広がっていた巨椋池。この池
は自然が豊かで、夏にはきれいな蓮の花が一面に咲き、それを見物にたくさんの人が訪れていまし
た。周辺に住む人々にとっては農業・漁業など、生活になくてはならない池でした。しかし、大雨
が降ると池の水が増え、毎年のように水害に悩まされていたのでした。今では田畑や住宅地などと
なり、その姿を知る人も少なくなったこの巨椋池について特集しました。

この図は、今の地図にうす緑色で巨椋池の場所を重ねたものです。池の
面積はおよそ700ヘクタールで琵琶湖の10分の１ほど。といっても池の面
積や形は時代によって違いましたし、大雨が降ったり日照りが続いたりす
ることによっても変わりました。
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阪・奈良を結ぶ交通のかな
めにするために大規模な工

大昔の宇治川は宇治橋を

少し過ぎたあたりで︑いく

つかの流れに分かれ巨椋池

に合流していました︒分か

れた流れに囲まれたところ

にはすこしづつ土砂がっち

り続け︑島あるいは四﹄こと

よばれる地面ができてきま
す︒

また漁業や水がたくさん必

水上交通の中継点として︑

洪水の危険かおりましたが︑

うお寺がありました︒この

もいう︶の隣に勝福寺とい

も残る蛭子島神社︵姫宮と

がありました︒島には︑今

間にｔ６胆賢よ河盃

ました︶をつなぐ島の暮ら

のころは大池とよぱれてい

こと︑宇治川と巨椋池︵こ

術作品としてはもちろんの

ちは︑平安時代の優れた美

今巍光寺︵鸞町大幡︶

鴛堅到ぎに鸞啓

な村の文化の象徴として極

しの生き証人として︑豊か

にまつられているこの仏た

あるということから︑いつ

お寺には平安時代に作られ

めて価値の高いものといえ

ある生活・文化穴Ｉ間でした︒

のころからか人々がまとま

た仏像がまつられており︑

６でしょう︒

このような島や中洲には︑

って住み︑村をつくりまし

島に住む人々は︑毎日のよ

包斤って︑い安し七︒

うに手を合わせ安全とＷｔ

約四百年前に太閤堤がで

きるまで横島や向島はこう

した宇治川の流れのなかに

じゅういちめんかんのんりつぞう
卜十一面観音立像

あみだにょらいざぞう
Ｉ阿弥陀如来坐像

た︒

そのころ︑噴島と向島の

蛭子島の古仏
･−

今からおよそ四百年前︑
天工治め九議繋鳥

=k

豊かな

ろの巨椋池には︑ヨシや水

み︑淀川という一つの流れ

事をおこないました︒

=･

の役目
をして
いまし
た︒周
辺の田
畑はそ
のたび
に水に
つかり
ました
が︑巨

池にたまり︑それだけ池の

椋池の
都から奈良に向かうには船

自然に
人々はその地を聡れること

面積が広くなり︑下流の淀
川に一度に水が流れていか

がありませんでした︒

で池を渡るか︑陸を行くな
ら宇治橋を渡るしかなく︑

ないようにする自然のダム

草が茂り︑その美しい自然

となり出ていっていました︒

秀吉が造った太閤堤・槇島堤

宇治は交通のかなめとして

昔は大きな湖でした︒それ

が好んで歌によ畏笛した︒
心に立若摯警告几

まず︑これまで直接巨椋

きな改造をしました。日本全国を統

一していたからこそできたこの工事

で秀吉は水だけではなく、人の流

くらしは

‑I

巨椋池って
いつから
あったの？

昔はもっと大きな湖だった
私たちの住んでいる京都
発展していました︒

が︑湖に流れ込む川が運ぶ

宇治橋が最初にかけられた

今から千年くらいの昔︑
匹が京都や奈良にあったこ

砂によって少しずつ埋めら

雨がぶり︑流れ込む川の水

鄙と呼凭る貴賤大

れ一番低いところが池とし
のもこのころです︒なにし

当時の巨椋池には宇旅川︑
四回木津川ガ直接流な

て残り︑巨椋池となりまし

そしてその伏見を京都・大

池に流れ込んでいた宇治川
にて
堤ぃ
防ぼ
︵う
槙掌
島き
蓼し
をま
造づ
っっ
て︑

流れを伏見の港に近付けま
した︒つづいて京都と奈良
を結ぶ通り道︵奈良街道︶
にある宇治橋をこわし︑巨
椋池を南北につらぬく太閤

︶を造り︑新しく大和街

づっみぷんil>iし
かげっきょ・つふ
堤と１ 後橋︵今の離月橋付

道を設けました︒これによ

Ｊ

り︑人の流れは宇治を通ら
ずに伏見を通り京都へ向か
うようになったのでした︒

大昔からあった巨椋池。豊臣秀吉

れも変えてしまったのです。

▲赤い部分が秀吉が作った新しい堤

とうだったの？

やくしによらいざぞう
▲薬師如来坐像

ひたき）と呼ばれる漁法

はその池に人間の手による最初の大

池での

kの航空写真

がぶえると︑大部分の水は

やましろのくにこず
▲山城国古図（一部）

ろ大きな池でしたから︑京

の？

た︒

こに

日発行（2）
ｒ４

▲川を通じて京都や奈良、大阪、北陸を結ぶ
交通のかなめでした
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を使い︑作業はほとんど人

8年がかりの大工事
工事にかかったのは一九

の力を心ったものでしたか
ら︑今では思いもつかない
ほどの苦労がありました︒

干拓により新しくできた

れも改良され収穫も大幅に

水がついていましたが︑そ

生まれ変わった巨椋池
田は約七百ヘクタール︒こ

増えました︒

コモを切って︑地ならし春

底にしげっていたヨシやマ

ました︒水がなくなると︑

台で水を宇治川にくみ出し

は水
い機
す場
ぃの
き大
じき
ょな
うポンプ十
排

えや稲刈りをするなど︑い

は板や桶の上に乗って田植

まいました︒そのため人々

のあたりまで入り込んでし

に入って作業をする人は胸

しかし︑心 ｀がゆるく田

った人に最初に売りました︒

ト右手前が﹁なんぱ﹂
これをはいて稲刈りを
しました︒奥は﹁田ぶ
ね﹂︒収穫した稲穂を
はこんだ船です

れらをこれまで難をして

していきました︒ドロ四な

ろいろなエ荊必要でした︒

自分の土地を持っていなか

ので底がだんだん固まって

また︑周辺の田畑では二︑

暮らしていた人︑これまで

いくのを侍ってから用水心一

三日雨が降り続いただけで

東一口︵久御山町︶に水を

トロッコやスコップなど

や道を造っていきました︒

集め︑そこに造った巨椋池

排水匹を造り︑池の西の

なわれました︒

そ八年かかって干拓がおこ

した︒国が中心となりおよ

三三︵昭和八︶年のことで

一
一一

一一

？
一一

ど多くの問題があり︑なか

る人の生活をどうするかな

池で漁業をして暮らしてい

さんの費用がかかることや︑

ったのです︒しかし︑たく

畑を作ろうという声が高ま

あり︑巨椋池を干拓し︑田

に米が足りなかったことも

昭和の初めころは全国的

た︒

隔緊付近荒行に︶芒

マラリアというおそろしい

いふがたくさん示しヽ

た︒汚れからボウフラがわ

れもひどくなっていきまし

り︑生活排水などで水の汚

ので︑少しずつ池の水は減

しかし水が流れ込まない

定するようになりました︒

農家の暮らしは以前より安

な水害は起こりにくくなり︑

水を抜いて陸地に
巨椋池はとこかに動いた
わけでもないし︑池に土を
入れたわけでもあい⁚ません︒
池にあった水をすべて抜い
て︵これを干拓といいます︶
陸地にしたのです︒それで
はなぜ巨椋池を干拓したの
でしょう︒池とまわりの土
地とのさかいはもともとは
っきりしたものでなく︑大
雨が続くと︑池の周囲の田
畑はすぐに水につかってい
ました︒このため毎年︑米
が取れたり取れなかったり
していたのです︒
そこで︑大雨が降っても
池へ水が流れ込まないよう
に︑巨椋池と宇治川を切り
離す大きな工事を一九〇七

ました︒十年の歳月がかか

︵明治四︵︶︶年に国が行い

消えたの

に
なか話は進みませんでした︒

今とちがって︑ブルドーザーもシャ
ベルカーもありません︒スコップや
くわでほった土をトロッコにのせて
人か押して運び︑水路や道を造りま
した︒

1932（昭和7）年の巨椋j

ました︒

惣口岡三

た︒また集まってくる水鳥

しの実もたくさん取れまし

植物の楽園︒とくにヶリや

巨椋池干拓田は今でも動

魚や貝︑鳥がたくさんとれた
につけその中に集まる魚を

ほかにも︑レンコンやひ

追い込んで取る﹁浸木﹂な

ました︒干拓田約七百ヘク

は船で高い地域にひなんし

え︑水がついた地域の人々

小屋の屋根が点々として見

きな池のようになり︑家や

広々とした田はもとの大

れ込みました︒

れて︑川の水が干拓田に流

増水で︑宇治川の堤防が切

た台風十三号の大雨による

でした︒近畿地方をおそっ

年九月二十五日の夜のこと

一九五三︵昭和二十八︶

また古川・井川といった

巨椋池干拓田へ流れていく

て水の量を調節する計画を

したり︑ダムやせきを造っ

すべての川︶の堤防を強く

努力を続けています︒

地域を水害から守るための

し合い︑干拓地とその周辺

改良区などがたがいに協力

周辺の市や町︑巨椋池土地

現在も国や府︑宇治市と

ました︒

の南どなりに造られたりし

は
排い
水す
機ぃ
場き
がじ
巨ょ
椋一
池つ
排水機場

はす
いる
す久
ぃ御山 くみゃま
川の水を排水

▲浸木(

ａ

一一一
J●ﾐ･‑
‑ ‑‑ ‑' ‑ '‑‑ ‑

たてました︒その一つが天

木津川など淀川に流れこむ

国では淀川水系︵宇港川や

二度と繰り返さないように︑

を与えたこのような水害を

近畿地方全体に大きな被四

巨椋池干拓田だけでなく

穫はゼロになったのです︒

はすべて腐り︑その年の収

水につかった稲刈り前の稲

えなくなり︑一ヵ月近くも

のポンプも水につかって使

おぐらいけはいすいきじよ・つ
たのみの巨椋池排水機場

一夜にして巨椋池に戻った

▲モンドリ…細い割り竹を編んで作

タールに加えて︑周辺部の

Ｉルも水につかったのです︒

ケ瀬ダムです︒

が多く見られます︒

サギ︑ヨシキリなどの野鳥

巨椋池には︑コイーフナ

を取る人もいました︒

・モロコ・タニシーシジミ

よう、口にかえしがついています

どの仕掛けがたくさんあり

った漁具。入った魚が出られない

といった魚や貝がたくさん
いたのでヽ小倉や悪口

をして暮らしている人がい

︵久御山町︶などには漁業

ました︒全体が浅く︑穏や
かな水面という巨椋池独特
の心境を生かした漁法がさ
かんでした︒池のあちこち

あとちどりしない魚の習性

に竹で編んだすを池にさし︑

を利用し︑魚を追い込んで
取る﹁凱寸や雑木や笹を水

水との戦いは

今も

▲干拓を始める直前

続いています

船にのつてひなんしました

トすっかり水につかった巨椋池干拓田・人々は 田畑など約二千四百ヘクタ
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▲巨椋池排水機場

▲天ヶ瀬ダム

池はどこ
ったこの工事により︑大き

▲干拓され、広々とした田んぼに生まれかわりました

ｌ
市｀
1台
宇
（３）

など︑池にまつわる地名が

脱戦冊の碧にに
ｍ二形駆弓離

たくさんのこっています︒
そうした干拓田の中にある
西宇治公園が出発点です︒
この公園内には︑昭和二十
八年の大水害について書か
れた石碑があります︒大水
の時︑この石碑の上まで水
が来たといいます︒水害の
こわさを知っておくために

線
線や
や府府
道を
道
渡る
を
と渡
巨椋る
神社
と住巨
ん椋
でい神
たそ
社
うです︒
きゅＩつおぐら
えすじまじんじう おたしょ
につきあたります︒旧小倉
嬌子島神社の御心所の手

さらにたんぽの中の道を

進むと槙島の古い集落に入

ります︒ＪＡやましろ槙島

支店あたりに︑室町時代の

前の細い道を右に行くと︑

ぬけると︑宇治川の四万は

いわれています︒旧集落を

▲市民プール
の南側にあ
る石碑

村の集落です︒左に曲り進

竹林の中の蛭子島神社に着

豪族横島氏の城があったと

公園を出て南へ進み︑通

むと︑巨椋小橋があります︒

いったん坂を下り府道︵旧

た家々です︒街道はこの先︑

ます︒この先
大和街道は府
道と並んだり

▼昔ながらの家並か続く三軒家の集落

■大和街道と奈良街道は
ここで合流

ます︒

と合流してい

縦で奈良街道

｀がな
広鴛ら っ
野宕南た
町丞へり
新kのし

と終点︑宇冶橋で

およそ四百年前︑

す︒

造るまでは︑宇治

豊臣秀吉が堤防を

川は宇治橋下流で

分かれ︑直接巨椋

いくつかの流れに

池に流れこんでい

ました︒槙島︑蛭

名のとおり︑宇治 ＼

子島︑向島はその

ｋ

川によって造られ し

たのです︒

た巨椋池の島だっ

▲水運業や漁業をいとなむ人たちの守り神
がまつられている蛭子島神社

▲横島城はこのあたりにありました

も︑一度見ておきましょう︒

し﹁
よ山
・七
つ道
や﹂
まを
︑左
とに
み曲
ちがり
称

京都線は︑太閤堤の一部を

国道二十四号線︶と翁ぢ︑

旧集落へ入り

すぐそこ︒堤防の上を進む

走っています︒向島からの

また上っていますが︑この

びな重

･●横島の旧集落

きます︒

旧大和街道を

歩く
向島〜槇島〜小倉コース

ここから南に向かい︑線

道をたどってみましょう︒

高さの差から︑堤防があっ

巨疹勉の庶をとる遣凋をみrみよラ

や和
ま街
と道
かは
い豊
ど酸
う秀吉
とが
よ造
とひて
で暮
よら
ししていました︒
大
つた太閤堤の上をゆく︑伏

見から奈良方面への近道︒ 路沿いから左にそれると︑
今でいう﹁バイパス﹂です︒三軒家の集落に入
■り
︱ま
Ｓす
！︒
／Ｉ

向島駅を出て︑少し南に

口入場無料

□月曜・祝日休館

向島駅と小倉駅の間の近鉄 ここも堤防の上につくられ

行くと︑堤防の上に西目川

たことがわかります︒
さらに道を進むと小倉の

の集落があります︒昔は漁

ルドワークなど

の巨椋

歴史資料館（折居台１丁目１・S20‑1311）

問い合わせ

をする人や水鳥をとる人︑

池のまわりの町や村のようすを調べてみよう

9月8日(日)まで歴史資料館で開催中

むかし

:00〜17:00

9

□開館時間

船を使って人や物を運ぶ人
などが堤防の上に家を建て

ト太閤堤を︼部利用して
線路がしかれました

歴史資料館夏休み企画展

このあたりには漁師が多く

▲西目川の集落。堤防の上に家が建てられました

ます︒まっすぐ行って近鉄

約5.5km

▲巨椋池に流れこむ小川にかか

っていたという巨椋小橋

いまと

宍
Ｕ

（４）

７月21日発行
1996年（平成８年）
り
よ
だ

政

市
治
宇

行ってみよう見てみよう

宇治川の古い

川すじを行く約4km

小倉〜槇島〜宇治コース

〔主な陳列品３ダマル・マエガ牛・モンドリ（いずれも漁具）、

江戸時代の絵図、巨椋池や水害の写真、巨椋池フィー
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