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史跡狭山池の指定状況

１. 指定状況
（１）指定に至る経緯
狭山池は築造以来、度重なる改修により現在まで維持されている。昭和 57 年（1982）８月１日から３
日にかけての台風 10 号及び低気圧による豪雨に伴い、一級河川西除川が氾濫を起こしたことをきっかけ
に、狭山池を治水ダムとして整 備する計画が持ち上がった。昭和 63 年（1988）から、平成の改修と呼
ばれる治水ダム化工事が始まり、それに伴う文化財調査が実施された。その結果、江戸時代の東樋（上
層東樋）や中樋、西樋、飛鳥時代の狭山池築造当初の東樋（下層東樋）、重源狭山池改修碑などの文
化財が多数出土し、敷葉工法や木製枠工など、当時の最先端の技術を知ることができた。これら一連
の調査は、狭山池の歴史を明らかにし、狭山池が土木技術史上、また東アジア史上、非常に貴重な文
化遺産であることも併せて認識することとなった。
長年、狭山池を保護する方策を模索し続けた結果、平成 24 年（2012）、狭山池の歴史的価値につい
て再認識を行い、文化財保護法により狭山池を保護することを目的として、
「大阪狭山市狭山池総合学
術調査委員会」
（以下、
「委員会」という）を発足させた。同時に、これら出土遺物の再調査も行われた。
委員会での検討や、出土遺物の調査の結果、平成 26 年（2014）８月には、狭山池出土木 樋・重源
狭山池改修樋が重要文化財に指定され、翌年３月には、狭山池が国の史跡に指定された。
史跡指定後、保存活用計画を策定することとなり、引き続き、委員会でその方針について審議するこ
とが確認された。

（２）指定告示

平成 27 年３月 10 日

火曜日

官報（号外第 50 号）
（部分）
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（３）指定説明文とその範囲
国 の文化 審 議 会
（会長 宮田亮 平氏）
は、平成 26 年
（2014）
11 月 21 日に開 催さ
れた同審議会文化財
分科会の審議・議決
を経て、史跡名勝天
然記念物の新指定と
して、狭山池を国史
跡 指定にすることが
妥当であると文部 科
学大臣に答申した。

24

「月刊文化財（六一七号）」平成 27 年２月

文化庁文化財部監修

新指定の文化財

記念物 〔史跡の指定〕
（部分）
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２. 調査の実績
（１）文化財調査の実績
狭山池に関する文化財調査は、大正・昭和および平成の改修に伴い実施されてきた。
狭山池に関する論考として、もっとも古いものの一つが、
『大阪府史跡名勝天然記念物

第一冊

南

河内郡』所収の三宮元勝氏・長谷川弥栄氏による調査報告である（大阪府学務部、昭和２年〔1927〕刊）。
大正 14 年（1925）に大阪府が設立した「史蹟名勝天然記念物調査会」による総合調査の一環として実
施された調査の報告である。
その後、大正・昭和の改修に伴い、本市出身の考古学者・末永雅雄博士により調査が実施された。その
成果を末永博士は『大阪府史跡名勝天然紀念物

第一輯』
（大阪府、昭和５年〔1930〕刊）に報告を掲載

している。またこの報告は、
「狭山池支配区域用水改良第一期事業」として実施された大正・昭和の改修の
顛末を記録した『狭山池改修誌』
（大阪府、昭和 11 年〔1936〕刊）に余録として掲載されている。
その後、末永博士は、昭和 22 年（1947）に『池の文化』
（創元社刊）において、先の調査の成果を受け、
池の存在を文化財として紹介した。池を文化財として考える視点は、その後の多くの調査に影響を与えて
いる。また、これらの狭山池調査成果は、その後刊行された『狭山町史』
（狭山町、昭和 42 年〔1967〕
刊）で、まとめられている。
『狭山町史』の刊行終了から 15 年余り後の昭和 57 年（1982）に発生した西除川・東除川の洪水を契機に、
狭山池の平成の改修（ダム化工事）が行われることとなった。昭和 63 年（1988）に始まったこの改修工事
に先立ち狭山町（昭和 62 年〔1987〕の市制施行後は、大阪狭山市）は、末永博士の提唱により昭和 60 年
（1985）に「狭山池調査委員会」を組織した。この調査委員会は、狭山池の総合的な調査を目的に設立され、
文献史学、考古学、土木工学、地質学、地理学、古生物学の研究者によって構成された。
その後、平成の改修にともなう文化財 調査を目的として昭和 62 年（1987）に「狭山池調査事務所」
が設立された。事務所の理事には、大阪府・大阪狭山市の職員のほか、狭山池調査委員会委員の多く
が委嘱を受けた。古文書調査や地質調査など、様々な分野の調査を行い、その成果として、年度の報
告書のほか、
『絵図に描かれた狭山池』、
『狭山池写真集

ふるさとの光景』が刊行された。総合調査報

告は、
『狭山池』史料編、埋蔵文化財編、論考編（平成 13 年〔2001〕刊行終了）として刊行された。
その間、狭山町では昭和 56 年（1981）９月に「町立郷土資料館」を開館し、狭山池の西樋・中樋で
用いられていた四段樋についての体験型の模型を展示した。また、郷土資料館において「狭山シリーズ」
として小冊子を刊行し全 16 冊の内「狭山池」「狭山池ぬくづけ」「狭山池大正改修写真抄」
（以上、末永
博士）、
「狭山の文芸『迎月庵幻俳句集』抄解」
（上田宏範氏）、
「近世狭山池の管理と分水」
（福島雅蔵
氏）、
「家形石棺」
（千賀久氏）の６冊を狭山池と関連する内容で刊行している。この狭山シリーズは昭
和 63 年（1988）10 月の市制施行１周年に併せて『大阪狭山市史要』として刊行した。併せて郷土資料館
では開館以来、毎年各種のテーマで特別展・企画展を実施し展示作業を進める過程で狭山池に関する
調査研究が進むこととなった。

『池の文化』

『狭山町史』

『迎月庵幻俳句集』
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狭山池関係
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郷土資料館・博物館展示

一覧
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（２）関連文化財の指定状況
大阪狭山市関連文化財の内、国・府・市の指定を受けているものは下記の一覧の通りである。
以下、指定文化財の内狭山池と関連の深い物について紹介する。

27

A. 国指定重要文化財
大阪府狭山池出土木樋
１，下層東樋（２基分）
〔内訳〕飛鳥時代当初部材（72 点）
奈良時代増設部材（68 点）
１，上層東樋（１基分）
〔内訳〕樋管部材（４点）
１，中樋取水部材（34 点）
１，西樋取水部材（17 点）
重源狭山池改修碑

１基

取水部材（25 点）

Outline
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B. 大阪府指定文化財
狭山池石樋蓋（石棺蓋）

C. 大阪狭山市指定文化財
狭山池中樋放水部の石棺群
大正・昭和の改修の際に中樋放水部で出土し
た石棺群は、鎌倉時代の重源による狭山池改修
の際、石工集団によって二次的な加工が加えら
れた石造物。狭山池では樋管として利用していた
と推定している。本来は、古墳の埋葬施設として
の石棺であり、出自を特定することはできないが、
南河内地方の有力古墳から搬出されたと推定で
きるものが含まれている。重源の改修を伝えると
ともに、南河内地域の６～７世紀の様相を知るこ
とができる。
28

狭山池博物館の前に展示されている石棺群

大野惣絵図
元禄 15 年（1702）、本市北西部を中心に開発された大野芝の新田を描いた絵図。縦 83.1cm、横
316.0cm の大型の絵図で、街道と水路を中心に、点在する新田を描く。新田開発地のほか、様々な
情報が記載されており狭山池を含む本市域の当時の景観を知ることのできる資料である。

大野惣絵図
帝塚山大学所蔵
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岩室村年代記［中林家本、北井家本］

岩室村年代記

中林家本
個人所蔵

元禄年間に記述が開始されたとする年代記で、岩室村の２軒の庄屋によって記録された。世間で
起きた事件のほか、村政、家事を含む様々な事象が記録されている。中には、狭山池に関する記述
も多く含まれており、いずれの史料にも巻末に「狭山池由緒覚」を付けている。近世狭山における、
狭山池に対する意識を知ることができる史料である。
狭山藩陣屋

29

上屋敷図・下屋敷図

狭山藩陣屋

上屋敷図
個人所蔵

狭山藩陣屋

下屋敷図
個人所蔵

明治時代に描かれた狭山藩陣屋の復元絵図。狭山藩陣屋の上屋敷は、狭山池東岸の中位段丘面
上に築かれ、狭山池や東除川を天然の水堀として利用していたと考えられている。

Outline
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３. 指定地の状況
（１）土地等の所有について
現在の史跡狭山池の所有者は、大きく４つに分けられる。
・国、又は国土交通省（国土交通省
		

登記簿上の所有者は国土交通省の前身である「建設省」

になっているため、以後は「建設省」とする。）

・大阪府
・堺市と周辺自治体の財産区（以下、
「堺市および各財産区」「財産区等」とする。）
・大阪狭山市
建設省は、北堤を中心に、狭山池を囲む堤とそれに続く池底を所有している。その規模は、史跡指定
範囲内の筆数 32 筆、地積（実測）123,743.44 ㎡（史跡指定範囲全体の約 29.6％）である。
大阪府は、西堤から南西、南堤、東南側を多く所有し、その規模は、31 筆、6,355.78 ㎡（指定範囲
全体の約 1.5％）である。建設省と大阪府の地番については、①大阪府が所有する筆、②建設省が所有
する筆、③もとは１筆であるが、分筆して、大阪府と建設省がそれぞれに所有する筆に分けることができる。
登記簿で確認すると、
「①大阪府が所有する筆」については、昭和初頭に所有権移転により権利を確立
している。この「①大阪府が所有する筆」は、大正・昭和の改修に伴って、権利の移転を行ったと考え
30

られる。
「②建設省が所有する筆」「③もとは１筆であるが、分筆して、大阪府と建設省がそれぞれに所
有する筆」は、昭和末年から平成初頭に所有権移転で権利を確立している。これらは、平成の改修の
際に権利を確立したものと考えられる。
史跡狭山池指定地内でもっとも広範囲を所有しているのは、堺市および各財産区である。
登記簿の記載によると、堺市・南河内郡美原町（現・堺市美原区）・松原市丹南財産区・同市東代財
産区・同市更池財産区・同市向井財産区・同市田井城財産区・同市高見財産区・同市河合財産区・羽曳
野市郡戸財産区となっている。大阪狭山市が史跡狭山池内において所有している筆は岩室 1402-8 の１
筆である。しかしながら、地積は、史跡指定範囲全体の約 68.8％（287,155.44 ㎡）を占め、狭山池の
池底の大半を占める。
これら財産区等は、この１筆を持分比率で、堺市が 25/68（堺市・美原町の合併に伴い、現在の堺市の
持分比率は 52/68）、南河内郡美原町が 27/68、ほかの財産区は各 2/68 の割合で、それぞれ所有している。
この 1402-8 は、狭山池の平成の改修の際に所有権保存がなされている。狭山池の中心であった岩室
1402 番地は、1402-1・-2 に分筆され、1402-1 は、後に -1・-8 に、1402-2 は、後に -2・-9・-10 に分筆
された。平成４年（1992）に岩室 1402-1・-2 は財産区等から移転を受けて建設省の所有となり、岩室
1402-8・-9・-10 は、堺市および各財産区の所有として、所有権保存が行われた。
大阪狭山市は、建設省所有の岩室 1402-2 と狭山池東側にある２筆とに挟まれた里道を所有している。

（２）管理者について
狭山池の管理は、管理 対象の種別によって管理主体 者が異なる。
「史跡狭山池」の文化財保護法に
基づく管理団体は、大阪狭山市である（平成 28 年２月３日付け文化庁告示第５号）。
また狭山池は、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）上「一級河川西除川」の一部であり、治水機能を
有する「狭山池ダム」であることから、同法第９条第２項が規定する河川管理者の管理を受ける。
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西除川及び狭山池ダムの管理者は、同法の規定に基づき大阪府知事となっている。管理の実務は、大
阪府都市整備部河川室及び大阪府富田林土木事務所が行う。
一方、狭山池は、都市公園法に基づく都市公園「狭山池公園」としての側面も持つ。狭山池公園の管
理者は大阪狭山市長で、同市都市整備部公園緑地グループが管理業務を担っている。
狭山池は、現在も下流域に農業用水を送 水している。これらの用水の管理団体は、狭山池土地改良
区である。狭山池土地改良区の理事は、受水地域の水利組合関係者等で構成されており、受水地域の
利益の確保と用水の調整を行っている。
このように、狭山池の管理者は、狭山池の利用実態に応じて異なっている。これらをまとめると次のようになる。
根拠法令

管理者・管理団体

管理業務

史跡

文化財保護法

大阪狭山市

河川

河川法

大阪府知事

大阪狭山市教育委員会事務局
教育部歴史文化グループ
大阪府都市整備部河川室
大阪府富田林土木事務所河川砂防グループ

公園

都市公園法

大阪狭山市長

大阪狭山市都市整備部公園緑地グループ

水利

土地改良区法

狭山池土地改良区

狭山池土地改良区

（３）公有化の経緯
現在の狭山池の地籍は、前述のとおり、建設省や大阪府・堺市・大阪狭山市、羽曳野市や松原市の
財産区等、国や一般地方公共団体、特別地方公共団体の所有分で構成されており、民有地は存在しない。
以下にその概略を記す。
明治６年（1873）４月に「狭山池水掛村三拾五ヶ村」が堺県令税所篤に対し、狭山池敷の地券交付を
願い出る。この狭山池敷が後の岩室 1402 番地である。この願出に基づき、同月、
「狭山池地券之証」が
発行され、その所有権が認められている。この「狭山池水掛村三拾五ヶ村」には、現在の堺市及び財産区
の地域が含まれている。
翌明治７年（1874）２月には「狭山池更始規則書」、明治 10 年（1877）８月には「狭山池総代暫定事
務章程」が定められ、水下 35 か村（明治 10 年に、東大饗村と西大饗村が合併したため、34 か村となる）
の戸長が相談し、狭山池総代の人数・給与及び事務を定め、狭山池の所有・管理を行った。
日本国憲法施行後、昭和 22 年（1947）４月に地方自治法（昭和 22 年 法 律 第 67 号）が施行され、
財産区に関する規定が新たに明記され、財産区は特別地方公共団体という位置づけとなった。これに伴
い、松原市域および羽曳野市域の財産は、各財産区の財産として受け継がれた。堺市域および南河内郡
美原町域の財産については、いつ市・町の行政財産となったかは不明である。なお、南河内郡美原町は、
平成 17 年（2005）２月１日の堺市への編入に伴い、美原町の行政財産も堺市に継承された。

31
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第２節

史跡狭山池の環境

１. 自然的環境
（１）位置と地形
大阪狭山市の西の端には、堺市との境界をなす泉北丘陵があり、海抜 149.52 ｍの陶器山が位置する。
丘陵とは、山地と平野の間に位置し、平野ほど平坦ではない高度 300 ｍ以下の地形をさす。大阪狭山市は、
東を羽曳野丘陵、西を泉北丘陵に挟まれた場所に位置する。羽曳野丘陵は、市域の外に位置し、泉北
丘陵の東端が、市域の約４分の１を占める。大阪平野周辺の丘陵は、未固結の粘土・砂・礫などが交互
に重なる層に火山灰層を挟み込んだ層になる。これらの地層は、大阪層群と呼ばれている。この大阪層
群の粘土層は、古代においては、泉北丘陵を中心に、須恵器生産の原料として利用され、大阪狭山市
でも須恵器窯が操業（陶邑窯跡群）されていた。中世においては、丹南鋳物師によって鋳型の土として
も利用されていた。
狭山池が造られた場所は、旧石川が形成した沖積平野となる。旧石川が沖積平野を形成していたのは、
旧石器時代以前と考えられている。この頃の旧石川は、河内長野市方面から大阪狭山市内を経て大阪の
盆地に直接流れ込む河川であった。この時、旧石川は和泉山地を浸食し、大量の土砂を運んで沖積平
32

野を形成していった。この後、付近の断層運動が活発になり起こった隆起沈降により、旧石川は、富田
林付近で隆起した地形に阻まれて流れを変えることとなった（河川争奪）。
この旧石川が形成した沖積平野は、1.2 ～ 1.5km の幅になり、ここに河内長野市天野山付近を水源と
する天野川（現 西除川）と泉北丘陵から今熊川（現 三津屋川）が流れ込み、谷底平野を形成した。

史跡狭山池（平成 24 年撮影）

西北上空から東方面を望み撮影した現在の狭山池。手前に残る緑地は、泉北丘陵の一部。
遠方には羽曳野丘陵の一部と金剛葛城山系が見える。
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仮製地形図（明治 18 年測量）
（部分）

狭山池の東西に広がる丘陵の様子が残る地形図。現在、丘陵の大部分が宅地開発されている。
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（２）狭山池と周辺の景観
狭山池は、先に述べた旧石川が形成した沖積平野の中に、天野川・今熊川によって形成された谷底平
野を堰き止めて築造されている。
狭山池を中心とする大阪狭山市の地形は、丘陵と、沖積平野から形成された中位段丘面と谷底平野に
よって形成されている。旧石川が流路を変更して以降、大阪狭山市域以南の平野に運ばれる水量は減少
していたと考えられる。その平野における水耕を推奨するために狭山池が築造された。
狭山池の現在の西除付近には、深く掘削された跡がいくつか残り、その一部に大阪層群の地層が確認
されている。狭山池付近でも掘削深度が深くなると大阪層群が露出することになるのである。
昭和 42 年（1967）からはじまった、大阪狭山市のニュータウン開発は、泉北丘陵の一部を掘削し造
成が行われた。大阪層群からなる丘陵は、やわらかい地層で構成されていたことから掘削が容易であった。
千里や高槻、泉北など同時期に大阪府内の各所で大規模な開発が行われ、大阪狭山市域の開発も、丘
陵の風景を一変させることになった。泉北丘陵を削るこの開発により、今熊川（現 三津屋川）を通じて
大量の土砂が狭山池内に流れ込んだ。このことは、狭山池の貯水量減少を招いた。

（３）生物環境
A. 動物調査
34

溜め池は、古くから稲作等の灌漑 用水として利用され、日本人
の生活と密接なかかわりを持っている（西川ら , 2009）。ため池を
含む水田水 域は、農業に利用されるとともに、多くの水生生物の
生息場所としての役割も担ってきた（守山 , 1997）。

㸿

狭山池（大阪狭山市）においても、古くからの歴史を通じてさま
ざまな動植物に生息環境を提 供してきたと考えられる。近年行わ

㹂

れた平成の改修では、水生生物や野鳥、環境への配慮から、池の
南側に干潟が設けられたり、池の中央に水を循環させる装置が設
置されたりした（ 大阪 狭山市 , 2016）。また狭山池では、2014 年
冬から水質改善を目的に、池干しを再開している。池干しは冬 季

㹀

に行われ、満水位時に比べ最大で約５m 水位が減少し、池面積は

㹁

３分の２、容量は４分の１となる（大阪狭山市 , 2016）。溜め池のよ
うな小水塊は、水質が、流入する水量・水質に直接かつ短期間に

㸮

㹫

生物調査位置図

ྐ㊧⊃ᒣụࠉ⏕≀ㄪᰝᆅⅬ

影響されるなど（國松など , 2004）、流入河川の影響を大きく受ける。狭山池は西除川および三津屋
川から流入し、西除川、東除川に流出している。
西除川の狭山池より上流では、大阪府レッドリスト（2014）で絶滅危惧Ⅱ類に指定されているヌマ
ムツや、タモロコ、ドジョウなどの重要種が確認されている（大阪府 , 2016）。狭山池上流の東茱萸
木の西除川旧河川敷周辺にはヒメボタル（大阪 府・準絶滅 危惧）が生息しており（大阪 府 , 2016）、
豊かな生態系が維持されていると考えられる。
本調査では、狭山池に流れ込む西除川と狭山池内の複数地点で調査を行うことにより、現在の環
境の狭山池に形成される水生動物相やその多様性、季節消長を明らかにした。
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１）調査地

本調査では、狭山池および西除川において４つ（A ～ D）の調査地点を設けた。調査地点 A を

池の北西部の岸辺、B を池の南西部の西除川流れ込み付近の岸辺とした。C を西除川の流れ込み
までの最下流部、D を池の東部の石積み護岸に囲まれた岸辺とした。

２）調査方法
水生動物等の調査は 2016 年４～ 10 月と 2017 年１月（2016 年４月 20 日、５月 25 日、６月 23
日、７月 22 日、８月 25 日、９月 27 日、10 月 27 日、2017 年１月 27 日、１月 28 日）に、狭山
池および西除川の４地点（A ～ D）で行った。本調査では、水生動物の定量、定性調査を行った。
水生動物の採集には D 型水生昆虫網（枠の高さ 38cm、幅 40cm、目合い１mm）を用いて、網
を底質に触れた状態で１m 引いてすくい、水生動物を採集した。
定量調査では、各地点で 10 回のすくい採りを行った。網に入った水生動物は原則として現地で
同定を行い、種と個体数を記録した。定性調査は水生昆虫網によるすくい取りと目視によって行っ
た。また、各調査地点において目撃したトンボ目成虫についても記録した。採集した生物は確認後、
その場で放したが、その場で同定できなかった個体は研究室に持ち帰り同定した。
同時に６，７，９，10 月に、各調査地点において DO 計を用いて、DO，水温等の計測を行った。
以上の水生動物調査とあわせて、陸上昆虫、鳥類についても発見されたものを記録した。鳥類に
ついては、文献調査も行った。
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３）水質調査
DO 計による各調査時の計測結果を表１、表２に示した。DO 値は、地点 A が平均 11.5mg/L
（最大 14.0 ～最少 8.0）、B が同 10.9（14.6 ～ 8.2）、C が同 12.2（13.9 ～ 8.2）、D が同 12.5（15.1
～ 9.1）であった。水温は、地点 C が平均 26.2℃と最も低く、D が平均 29.0℃と最も高かった。
表１
2016 年６、７、９、10 月に計測を行った狭山池
及び西除池の 4 調査地点 (A 〜 D) の DO 値 (mg/L)
調査地点
Ａ

６月

７月

９月

10 月

平均

表２
2016 年６、７、９、10 月に計測を行った狭山池
及び西除池の４調査地点 (A 〜 D) の水温 (℃ )
調査地点

6月

7月

9月

10 月

平均

7.95

12.21

12.03

13.95

11.54

Ａ

25.3

29.6

29.9

22.7

26.9

Ｂ

8.2

10.15

14.63

10.59

10.89

Ｂ

24.4

32.2

28.6

22.1

26.8

Ｃ

8.22

13.33

13.38

13.85

12.2

Ｃ

26.0

30.0

27.8

21.1

26.2

Ｄ

14.95

9.09

15.06

11.07

12.54

Ｄ

28.4

36.8

30.4

20.2

29.0

４）水生動物
狭山池と西除川の全調査地を合わせて、水生動物は、昆虫類、魚類、
甲殻類、淡水貝類、両生類、爬虫類などを含む 19 目 42 科 44 属 61
種 3,580 個体が確認された（P156 付属資料参照）。そのうち、昆虫類
については５目 20 科 20 属 30 種 814 個体が確認された。調査地点ご
とにみると、Ａでは水生動物 35 種（そのうち水生昆虫 15 種）、B で
は同 50 種（24 種）、C では同 40 種（15 種）、D では同 30 種（12 種）

シマヒレヨシノボリ

が確認された。水生動物全体および水生昆虫の種数は、ともに B 地
点で最も多く、D 地点で最も少なかった。
本調査では、環境省（2015）のレッドリストに絶滅危惧Ⅱ類としてあ
げられているミナミメダカ、準絶滅危惧としてあげられているスジヒラタ
ガムシ、シマヒレヨシノボリ、情報不足としてあげられているドジョウが

ミナミノメダカ

Outline
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確認された。また大阪府（2014）のレッドリストに、準絶滅危惧として
あげられているタモロコ、ウキゴリ、ナマズが確認された。ミナミメダ
カは地点 B、C、D で、スジヒラタガムシは B で、ドジョウは B、C で、
ナマズは A、B、D で、シマヒレヨシノボリ、タモロコ、ウキゴリは全
地点で確認された。C の沿岸では、岸際の草上にナガオカモノアラガイ
（環境省、大阪府・準絶滅危惧）も見られた。D の沿岸では、岸際の

ドジョウ

草上にジュウサンホシテントウ（大阪府・準絶滅危惧）も見られた。
外来種では、オオクチバス、ブルーギル、アメリカザリガニ、タイワ
ンシジミ、サカマキガイ、ハブタエモノアラガイ、ウシガエル、ミシシッ
ピアカミミガメ、アメリカナミウズムシの９種が確認された。このうち、
地点 A では５種、B では７種、C では７種、D では４種が確認された。

ナガオカモノアラガイ

採集された水生動物の A における個体数上位５種は多い順に、テナガエビ、チビミズムシ属、ヒ
ラマキガイ科、コイ・フナ属、サカマキガイで、A で採集された全個体数の 89.6% を占めた。B に
おいてはテナガエビ、シマヒレヨシノボリ、アメンボ亜科、カワリヌマエビ属、チビミズムシ属の順で、
B で採集された全個体数の 73.4% を占めた。C においてはサンカクアタマウズムシ科、アメンボ亜科、
チビミズムシ属、カワリヌマエビ属、テナガエビの順で、C で採集された全個体数の 70.3% を占めた。
D においてはテナガエビ、チビミズムシ属、アメンボ亜科、ユスリカ科、ヒラマキガイ科の順で、D
で採集された全個体数の 88.5% を占めた。
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本調査で確認された種のうち、１地点でのみ確認された種が 12 種見られた。そのうち、A での
み確認されたものは、ギンヤンマ、トゲバゴマフガムシ、ハイイロゲンゴロウ、ヒメガムシの４種であっ
た。B でのみで確認された種は、クロイトトンボ、コマツモムシ、コミズムシ属、スジヒラタガムシ、チョ
ウバエ科の５種であった。C でのみ確認された種は、シジミ属、シマアメンボ、ニホンアマガエルの
３種であった。D でのみ確認された種はいなかった。
各調査地点における水生動物の季節消長をみると、種数は、全調査地点で６月に最も多くなっ
た。個体数は、A，B，D では７月に最も多くなり、C では８月に最も多くなった。このうちテナ
ガエビについてみると、６月までは全調査地点において、５個体未満と少なかったが、７月に狭山
池内で、特に A において個体数が大幅に増加した。同様に、水生昆虫のみの季節変化をみると、
種数は全調査地点で６月に最も多くなり、C では８月にも同等の種数が確認された。水生昆虫の
みの個体数については、A は５月、B は６月、C は８月、D は６月に最も多く確認された。８月以降、
狭山池内 A、B、D 地点では、個体数が 10 個体未満に減少した。

５）陸上動物
陸上動物のうち、トンボ目成虫は、全調査地点を合わせて、６科
14 種確認された。調査地点ごとにみると、A で９種、B で８種、C で
８種、D で８種確認され、種数に差は見られなかった。大阪府（2014）
のレッドリストに準絶滅 危惧として掲載されているオツネントンボが、
地点 A で確認された。この種は、成虫で越冬するが、冬季の調査
（2017
年１月）では確認できなかった。バッタ目については、コバネイナゴ、

ジュウサンホシテントウ

シバスズ、セスジツユムシなど 11 種が確認された。2017 年９月に夜
間に調査を行ったところ、マツムシやヒロバネカンタンなど、９種のバッ
タ目の鳴き声が聞かれた。近年大阪府などで分布を拡大していると考
えられている外来種のアカハネオンブバッタも確認された。コウチュウ
類では、湿地環境やヨシ原などで見られるジュウサンホシテントウ（大
阪府・準絶滅危惧）が見つかった。

オツネントンボ
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６）鳥類
文献と本調査で確認された鳥類の種数は 73
種であった（P157 付属資料 狭山池の鳥参照）。
文献記録は 1990 年以降、約５年ごとの記録
をまとめた、
「鳥類目録」
（堺野鳥の会，1999，
2003，2007，2010，2016）の記録を用いた。

セッカ

ツクシガモ

ツグミ

ホオアカ

ケリ、イカルチドリ、セッカなど、全体で環境
省 2015 年版、 大 阪 府 2014 年版を合わせて
17 種のレッドリスト掲載種が記録・確認され
た。本調査では、２年間で 55 種が確認され
た。このうち、ツクシガモ、ホシハジロ、オカ

ヨシガモ、カンムリカイツブリ、ハジロカイツブリ、オオバン、セグロカモメ、ハイタカ、ノスリ、ツグミ、
ベニマシコ、ホオアカの 12 種は過去の記録になかった種である。一方、オナガガモ、コアジサシなど
は最近の記録がみられず、本調査でも確認されなかったため、減少傾向にある可能性が考えられる。
全体としては、水鳥が多く、草原を好む種がそれに続き、樹林を好む種が少ない傾向が認められた。
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B-1. 植物相調査
１）調査方法
史跡狭山池内を踏査し、史跡内および史跡境界に近接する区域に自生する維管束植物につい
て、すべての種 類を記録した。記録に際しては、明らかに植栽されたと判断されるものは記録対
象とせず、史跡内の植栽木と同じ種類の実生個体については、
「植栽あり」との注記を付して記録
した。調査は平成 28 年（2016）４月から９月まで月に一度、狭山池を１周する踏査を実 施した。
また同年６月には南岸部の草原の調査を別に実施した。

２）結果
80 科 287 種（不明種３種を含む）が確認された。その構成種を概観すると、都市型の路傍雑草、
庭園木の実生、畑雑草、水田雑草、里山林構成木の実生など、多様な植物の生育が確認される。
これらの植物の生育環境は、人為的な影響を継続的に受けるものであり、外来種の割合（帰化率）
により影響の程度が指標される。今回の調査では、不明種３種を除く 284 種中 106 種（37.3％）が
外来種であり、大きな人為的影響下にあることを指標している。
記録された外来種には、３種（アレチウリ、オオカワヂシャ、オオキンケイギク）の特定外来生物
と、26 種の要注意外来生物が含まれている。特定外来生物については駆除を行う必要があり、要注
意外来生物については個別に対応の検討が望まれる。一方、希少種とされるカワヂシャ（環境省レッ
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ドリスト：準絶滅危惧、大阪府レッドリスト：要注目）が確認されており、交雑の可能性がある特定
外来生物のオオカワヂシャの駆除が急がれる。なお、ユキヤナギ（大阪府レッドリスト：絶滅危惧Ⅱ類）
が確認されたが、これは植栽木を起源とする実生個体である。
史跡狭山池で確認された植物種数

総計
分類

科数

種数

備考

シダ植物

9

15

裸子植物

2

2

離弁花類

39

122

合弁花類

19

70

単子葉植物

11

78

合計

80

287

特定外来種オオキンケイギク

不明３種を含む

不明３種を含む

セイヨウミヤコグサ
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狭山池南岸東部相観植生図

植生断面模式図ライン B

植生断面模式図ライン A

Outline

S AYA M A I K E

B-2. 植栽木調査
１）調査方法
調 査は平成 14 年（2002）作成の植 栽平面図上に、平成 21 年（2009）〜 22 年（2010）に実
施したサクラ調査の結果が記載されたものをベース図とした。高木については、ベース図中に記号
A、B と連番で記載される樹木の位置と樹種を確認するとともに、樹高および胸高幹周を測定した。
位置及び樹種が同図と異なる場合は修正し、同図にない新たな植栽樹木については、その位置を
記号Ｃと連番を付して同図に記載し、樹高及び胸高幹周を測定した。低木については、同図に枝
葉の広がりを描き写し、樹 種の記録と樹高の測定を行った。調査は、高木については平成 28 年
（2016）10 月から翌年３月に、低木については平成 29 年（2017）11 月に実施した。

２）結果
［高木］
記号Ａ植栽木は番号１～ 1000、欠番４個（地図中に番号が確認できないもの）、消失、伐採あるい
は枯死しているものが 11 本（サクラ類４、マツ類５、その他２）あった。生存木は 985 本、内サク
ラ類 889 本、マツ類 32 本、その他 64 本であった。記号Ｂ植栽木は番号１～ 386、欠番１個、消失、
伐採あるいは枯死しているものが５本（サクラ類３、マツ類１）あった。生存木は 381 本、内サクラ
類 351 本、マツ類３本、その他 27 本であった。記号Ｃ植栽木は番号１～ 148、消失、伐採あるい
40

は枯死しているものが２本（サクラ類２）あった。生存木は 146 本、内サクラ類 140 本（実生３本を
含む）、その他６本であった。
サクラの種類別本数を下表に示す。サクラ類は平成の改修時に、狭山池外周を一周する園路沿いに
植栽されたものである。その樹高は、先端枯れなどの異常木を除けば、平均 4.7m、82% が３m から６
mの範囲にあり、形状の揃った並木として、狭山池の景観を特徴づけている。なお、生存木中 77 本（5.6%）
に先端などの枯れや枯損部位を切断した跡がみられ、樹勢回復あるいは植え替えなどの対応を検討す
る必要がある。また、狭山池の景観を構成するもう一種の樹木とされるマツは、生存木 34 本、伐採跡
６本が確認された。そのすべてが東岸にあり、さやま遊園（平成 12 年（2000 年）閉園）と狭山池の境
界部にあったマツが残されたものと類推される。なおマツはアカマツとクロマツの雑種と思われる。
史跡狭山池で確認されたサクラ類の品種と本数

種名、品種名

A

B

ウコン（鬱金）
カンザン（関山）

2

カンヒザクラ（寒緋桜）

2

コシノヒガン（越の彼岸）

538

C

計

63

63

60

62
2

159

47

744

サトザクラ（里桜）

2

2

シラユキ（白雪）

5

5

4

26

30

241

1

1

4

スルガダイニオイ（駿河台匂）
ソメイヨシノ（染井吉野）
タオヤメ（手弱女）
ベニシダレ（紅枝垂）

13

ベニヒガン（紅彼岸）

71

ヤマザクラ（山桜）

16

不明

889

320
5
13

31

102
16

1
計

78

351

15

16

140

1340
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［低木］
北岸の狭山池博物館の庭園部分、西岸北部の土地改良区の建物、公園の駐車場などに、アベ
リア、ユキヤナギ、ヒラドツツジなどの刈込ものが多数植栽されている。これらの他には、東岸か
ら南岸にレンギョウ、サツキなどの連続する刈込ものが植栽されており、一部では踏圧によると思
われる枯死が生じている。
低木類は狭山池の景観形成上、特に重要なものとは考えられないため、一般的な庭園・公園の
植栽管理の考えに従い、枯死木を撤去し、必要に応じた補植が必要である。

B-3. 植生調査
１）調査方法
航空写真判読および現地調査により、群落区分を行い相観植生図を作成した。また、狭山池岸に
おいて特徴的な植生が形成されている南岸東部を対象に、水際を含むように２本の調査ラインを設定
し、ライン上の群落を対象に、植物社会学的方法による植生調査を平成 28 年（2016）６月に実施した。

２）結果
狭山池の植生配置を概観すると、池を一周する堤防天端の舗装遊歩道の外側はサクラ等の植
栽地となり、内側は定期的な刈り取り管理により、路 傍雑草と畑雑草を構成種とする低茎草原が
広がる。その内側は大石が張られた護 岸となるが、石の隙間に庭園木や里山構成木の実生個体
が多数生育することが特徴的である。さらにその内側は、平水位時の水際となる位置に湿生植物
が帯状に出現し、一部では水田雑草等から構成される湿原が出現する。
南岸東部は生物の生息に配慮して造成されたエリアであり、低木あるいは高茎草原から高茎の
湿原、低茎の湿原と変化する帯状の植生配置が見られ、いわゆる水辺のエコトーン（遷移帯）を
形成している。このエリアはバード・サンクチュアリとして機能しており、狭山池において最も生物
多様性の高いエリアと評価される。なおフェンスに沿って、夏～秋期にクズの大規模な繁茂が見ら
れる。クズがさらに広がる場合は、その抑制を検討する必要がある。
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２. 歴史的環境
狭山池とともに歴史を刻んできた地域は、本市の市域内にはおさまらない。狭山池の本体を守る池周辺、
狭山池の水を供給する上流の村々、そして狭山池の恵みを享受する下流域に広がる地域。ここでは、史
跡狭山池を中心とした地域の歴史的環境の概要を紹介する。

（１）狭山池と周辺の歴史環境
A. 築造以前
本市の名称、狭山池の池名にもなる「狭山」という地名は、羽曳野丘陵と泉北丘陵に挟まれた地
域を指す。山と山に挟まれた風光明媚な土地という意味もあり、狭山池のあるこの土地は、古くから
風光明媚な土地として認識されていたことが伺える。
「狭山池」という名称は、河内の狭山にある池という意味で使われ、近世に至っても「狭山之大池」
と呼称されていた。
狭山池のある谷は、旧石川の流路である。約１万年前、富田林褶曲が隆起した際に、石川の流れ
が変り、天野川（現 西除川）として一つの流れを形成した。天野川には、泉北丘陵から今熊川（現
三津屋川）が流れ込み、狭山の地で合流し中位段丘に挟まれた谷底平野の中を北流していたと推測
されている。
42

平成の改修に伴って実施された狭山池の堆積物調査成果から見ると、南堤から３分の２あたりの池
底は、周囲の池底より一段低くなっており、そこから北上する流路が形成されていたことが伺える。狭
山池築造以前の地形がこれに準じていると推測すると、天野川、今熊川の合流地点として流量の多
い時期には、このあたりに遊水池ができていたのではないかと考えられる。
築 造以前の古墳時 代には、狭山池を形成する沖積段 丘の段 丘崖を利用して、多くの須恵器生産
が営まれた。狭山池２号窯等と名付けられた窯跡のほか、狭山池以北には西池尻の窯（池尻中１号窯
〔MT317〕ほか）以南には西山の窯（西山１号窯〔MT314〕ほか）などが見つかっている。

狭山池築造前後の流路変化の推定図

（『大阪府立狭山池博物館常設展示案内』掲載図に加筆）

B. 築造

भണୗੵஙقؙكைଞਝனંஈൕൗपਸൿఊਫ
೮ਧਆଡ଼ऋਛघॊદೲभഗዏपෘൾଡ଼॑చखؚଡ଼॑ಌ
घॊऒधदূ⎨भഢਝधؚဏဇ؞ਨ༕भണୗ॑उऒऩढञधઅइैोॊ؛

平成の改修に伴って実施された狭山池の文化財調査では、616 年（推古天皇 24 年）の年輪年代を持
つ下層東樋が出土した。７世紀の初頭に伐採されたコウヤマキが、樋管として加工され、狭山池の北堤に
設置されていた。下層東樋は、谷底平野と段丘崖の硬い地山を掘り窪め埋設し、北堤はその上に築造さ
れていた。北堤として盛った土層の中にはブロック状の土の塊、盛土の粘土と粘土の間には、粗朶（アラ
カシとウラジロガシ）を敷いた跡が残る。この工法は、粗朶には地すべりを防ぐとともに、土中の含有水

史跡狭山池の概要

第

2章

分の排水機能があり、百済系の渡来人がもたらした当時最先端の土木技術であったと考えられている。
狭山池の築造については、
『古事記』『日本書紀』の中に、築造に関する記述が残る。『日本書紀』
では、崇神天皇 62 年７月条に「河内の狭山の埴田、水少なし、其れ多に池溝を開きて、民の業を寛
めよ」という詔があり、
『古事記』では、次の代の垂仁天皇の時に狭山池が築造されたと伝えている。
いずれも 616 年の年輪年代との時代の齟齬はあるものの、古代において国家主導で狭山池が築造さ
れたという記録とみることができる。
狭山池の下層東樋の樋管と、北堤の発掘調査の成果から、狭山池の初期の堤体は、幅 300m、高
さ 5.4m、基底部の幅は 27.7 ｍと推定されている。
この堤でせき止められた水は、堤下に埋設されたコウヤマキの配 水管を通って下流域に流された。
下流域の遺 跡の盛衰から、古代東樋筋の開発範囲は、現在の西除川と東除川に挟まれた旧西除川
河道が形成した東側に広がる中位段丘面の上に広がったと考えられる。

C. 古代・中世
古代の狭山池周辺の記録として、築造の記録よりは時 代は下るが『正倉院文書』に「中臣村山連
首麻呂」という写経生が登場する。その後、天平３年（731）ごろには、行基による改修、天平４年（732）
には、国家による狭山下池（現太満池と推定）の築造がある。その後、天平宝字６年（762）にのべ
83,000 人を動員して狭山池を改修した記述が見える（『続日本紀』）。
狭山池に水を送る今熊川（現 三津屋川）の水源にあたる陶器山は、渡来人が伝えた須恵器という
硬質の土器を焼く窯跡が点在する、陶邑窯跡 群という大 規模な遺 跡 群の中心地となる。陶器山は、
和泉と河内の国境にあり、両国の人が須恵器を焼くための燃料を求め、この地の帰属を争った記述が
『三代実録』に残る。
鎌倉時代には、
『 南無阿弥陀仏作善集』および「重源狭山池改修碑」の記録により、建仁２年（1202）
に重源により狭山池の改修が行われたことがわかる。狭山池を中心とした地域に「狭山庄」があった
ことは、
『 吉記』
『玉葉』
『春日大社文書』などに記録が残る。『春日大社文書』に残る弘長２年（1262）
の太政官符は、当時狭山本庄とは別に開発を行う狭山新庄の範囲が記され、
「久佐佐峯道」「狭山河」
「佐志久美岡」など、本市域内を示す地名が載る。この記録からは、狭山池を中心として西除川・天
野川を結ぶ旧河道が、狭山庄の境になっていたと考えられる。近世に描かれた新田の開発範囲を記
した「大野惣絵図」を見ると、日置庄と認識されている部分が『春日大社文書』に残る狭山新庄に近
い範囲を指している。

D. 近世
近世狭山池とその周辺の幕開けは、関ケ原の合戦後、慶長の改修時となる。
この後、狭山池のほとりに北条氏が陣屋を構え、近世の狭山池周辺の様相が整うことになる。本
市域は、近世村が９か村あり、現在の地区割りにも繋がっている。
近世の狭山池を中心とした地域にとって大きな影響を与えていたのは、高野街道・天野街道と呼ば
れる街道である。市域内を縦横に走り、大都市大坂 ･ 堺と、高野山を結ぶその道は、多くの高野詣
での人びとが往来したと考えられる。
狭山池の用水を利用する村は、近世村では池尻村だけとなっているが、これも漏水と呼ばれる湧
き水を利用する形であり、番水の配 水システムに組み込まれてはいない。また、東 野村では「客水」
などと呼ばれる農繁期以外の狭山池から流れ出た水が村内の池に溜められ利用されてきた。
狭山池の上流部である岩室村では、慶長の改修の際に土取場になったことが史料に残る。また、
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半田村は、狭山池の樋役人（狭山東新宿）の屋敷が立ち並ぶ街道の南側を含むとともに、狭山藩陣
屋の下屋敷も村内に位置していた。一時期、池内新開を半田村が耕作するなど、狭山池との関係が
残る。また、狭山池で繰り返された改修は、少なからず周辺の村々に影響を与えていたと考えられる。

E. 近現代
明治維新後の狭山池は、幾度かの地方行政制度の変更を受け、明治 22 年（1889）の町村制施行
の際に市域内にあった近世村が狭山村（東野・池尻・半田）、三都村（岩室・山本新田・茱萸木新田・
西山新田・大野新田・今熊）に分けられた。この時、狭山池は「南河内郡三都村大字岩室字狭山池」
として登録された。これより以前は、水下の 35 か村を代表して「西村領」となっていたが、この時に
周辺の土地と一体となって登録することとなり、岩室地番になった記録が残る。以来現在に至るまで
狭山池は、岩室地番となっている。
大正時代の末には、後に大正・昭和の改修と呼ばれる大規模な改修が実施された。この改修では
第二狭山池と呼ばれる副池、近代的な技術を駆使したコンクリート製の取水塔、西除が整備されると
ともに、用水を配水する水路も「第一幹線水路」として整備された。
この工事竣工の翌年、昭和６年（1931）に狭山村と三都村が合併し、新たに狭山村が誕生する。戦後、
昭和 26 年（1951）には狭山町となり、昭和 62 年（1987）に大阪狭山市となった。
この間、昭和 37 年（1962）には、第二室戸台風などで堤防の劣化が進んだため、土地改良区から
44

農林水産省へ提出した要望が認められ、改修工事が実施されている。そして、昭和 40 年代に入ると、
市内において南海電気鉄道によるニュータウン開発が行われた。狭山池の南西側から池中に流れ込む
三津屋川の上流部での大規模な土木工事は、大量の土砂を狭山池内に運び込むこととなった。昭和
43 年（1968）以降は、大阪府が河川事業として改修工事を実施していたが、ニュータウン開発に伴う
土砂の流入は、小規模な降雨でも決壊、洪水を繰り返す状況を招いていた。このような状況で、大阪
府では昭和 54 年（1979）にすでに、狭山池治水ダム事業計画書を作成していた。そして、昭和 57 年
（1982）８月の下流域での洪水を機にダム化事業が動き出すことになる。
14 年間続いたダム化工事を経て、狭山池は現在の姿となった。周辺は、都市公園として整備され、
狭山池ダムサイトミュージアムとして府立狭山池博物館が完成し、整えられた周遊路は、体力づくりな
どの多くの来訪者で賑わっている。春には、改修後に植樹した 1300 余の桜が狭山池に咲き誇り、桜
の名所としての狭山池がよみがえりつつある。
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（２）景観の歴史的変遷
狭山池は 1400 年前、川の流れる谷間に堤を築き、流れを堰き止め、水を湛える人工の溜め池として
造られた。以来 1400 年の間、堤の位置は変わることなく、水の流れを支え続けてきた。しかし、築造
当時の狭山池から見えていた風景と、現在の狭山池北堤から望む風景には、時間の経過がもたらした大
きな変化が想定される。ここでは、各時代の狭山池を含む景観について考えてみたい。

A. 築造
狭山池は、天野川（現 西除川）流路の東西に
ある段丘の端をつなぐように堤を築き、流れを堰
き止めて築造している。
西側には陶器山丘陵、東側には羽曳野丘陵が
位置する。その間の谷底平野を流れていた西除
川の旧流 路が形成した段 丘をつなぐ形で堤が築
かれた。それまで、上流に位置する丘陵 上から
見た北側には、谷間の向こうには、平野が広がっ
ていた。 しかし、 狭 山 池の堤 が築 かれた事で、
丘 陵 上からは、まず北堤が見え、その向こうに
平野が広がる構図へと変化したと考えられる。
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築造当時の狭山池の周辺では、東西に伸びる

狭山池の湛水範囲（築造当時）

段 丘崖は緑を湛え、周辺の支谷に営まれる須恵
器窯の操業に伴い、木々の伐採が進んでいるという状況が推定できる。

下層東樋設置場所土層模式図

B. 古代
奈良時 代以降は、行基による改修、それに伴
う狭山池院・尼院の建立。東野廃寺の建立。狭
山神社・狭山堤神社の建立など、狭山池周辺の
環境に大きな変化があったと考えられる。
狭山池の規 模が大きくなり、狭山下池が築か
れた事で、狭山池以北では、飛躍的に水田開発
が進み、生 産量が上がったと推測できる。狭山
池の堤の標高がおよそ４m 上がったことで、湛水
範囲は広がり、周辺から見る池の様相は大きな
変化があったと考えられる。
狭山池の湛水範囲（天平宝宇の改修時）

Outline
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C. 中世
狭山池は鎌倉時代に行われた重源による改修の際、
「堤壊れ崩れて山野に同じ」と記録に残る。山
野と表現されるように北堤は、直下の土地から見上げるとかなり高い山に見える。
北堤北側の谷底平野には古墳時代から中世にかけての集落跡の池尻遺跡が広がり、人の営みの跡
が残る。この部分は、大規模な漏水や破堤が起きていた場合、もっとも影響を受けやすい地域となる。
池尻遺跡には、11 世紀中ごろから末にかけての水田遺構に洪水砂の堆積が見られる。
洪水の後、重源による改修が行われたと仮定すると、狭山池の堤の一部は大きく破堤し、堤と用水
の維持管理ができない状況に陥っていたと考えられる。しかし、11 世紀後半までの遺構が残ることか
らその期間が四半世紀に及ぶものでなかったと推測できる。
この後、周辺の中世の遺構は段丘崖上に移動し、
「庄司庵」や「カド田」などの小字名が残ること
となった。重源により再整備を受けた狭山池の堤が、その後大規模な改修に至るのは、17 世紀となる。
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現在の狭山池内側から見上げた北堤

池尻遺跡と狭山池の位置図
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D. 近世
慶長の狭山池改修は、摂河泉国奉行片桐且元が普請奉行となり実施された。中樋、西除を改修、
大樋（西樋）
・東樋 ( 上層東樋 ) を新設する大規模な工事で、近世狭山池の基礎となる工事となった。
この改修では、従来の西除の位置に西樋を設置し、新たに西堤の南寄りに除を新設している。
東除は、段丘を大規模に切り裂き、石川の支流につなげた。東除の新設により東除を越流した狭
山池の余水は、新たに多くの溜め池に蓄えられることとなった。西除は、この改修以降も繰り返し崩れ、
幾度となく位置を変え改修が繰り返されてきた。崩壊と改修を繰り返す過程で、慶長の改修当初は隣
接していた西樋と、西除をつなぐ新たな堤が新設された。その堤は、もとの西除の位置を利用してつ
くられているため、堤の北西側は大きな谷を形成することになる。
18 世紀後半の改修後にはその西除崩落場所が形成した谷と、新設された堤との間に「小池」がで
きた。現在も、西除と北堤の間には大きな斜面が形成されているのは、その名残といえる。
狭山池の東側には、17 世紀初頭に小田原北条氏の末裔が、陣屋を築いた。狭山池が決壊した際に
できた谷筋の池を西端にし、南と東の境に東除を利用する場所に陣屋（上屋敷）を築き、狭山池が形
成した地形を存分に利用した構造となっていた。また狭山池の東堤の中央部の段丘上に、狭山藩陣屋
の下屋敷が建設され、池を望む位置に御殿が建てられていた。明神山と名前が付いた狭山池に面した
東堤を形成する小高い場所には、延喜式内社の狭山堤神社が描かれた絵図が残る。
狭山池の南堤付近では、堆積した土砂が形成した「池内新開」と呼ばれる場所ができ、その部分か
ら年貢が納められるようになっていた。堆積土砂が増えることで池の形状も変化していたと考えられる。
47

上屋敷

下屋敷

狭山池の湛水範囲（慶長の改修時）

狭山藩陣屋の位置図

Outline
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E. 近現代
近 現代に入っても明治・大 正と大 規 模な改修
が行われてきた。戦前のもっとも大きな改修は、
大正・昭和に大阪府により実施された改修で、こ
の時、 狭山 池と狭山 池 周辺の景観は一 変する。
西樋のあった谷筋を利用して
「第二狭山池
（副池）」
が新設された。従 来の西樋は、埋設 管となり副
池を介して西除川に流れ込み、配水されることと
なった。
近代に入り、景勝地としても狭山池は有名とな
り、鉄道会社による遊興施設の運営が盛んになる
と、東堤にあった狭山藩陣屋下屋敷跡地を利用し
て狭山池遊園が開園した。狭山池遊園は、第二
次世界大戦中に一時中断するが、平成 12 年
（2000）

狭山池の湛水範囲（大正・昭和の改修時）

に閉園するまで、さやま遊園として多くの人々に利用された。特に、手漕ぎボートを狭山池に浮かべるこ
とのできるアトラクションは、池中から堤を見ることのできるので人びとに愛されていた。
戦後の高度経済成長期には、金剛団地、狭山ニュータウンの開発に伴い、狭山池から見える丘陵
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の多くが姿を消すこととなった。
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３. 史跡狭山池の景観の現状
史跡狭山池の園路
（周遊路）に視点場を６か所設定し、その視点場から見える景観の現状についてまとめる。
視点場 ①

北堤中央

周遊路に設定した基点から 100 ｍのタイルがある地点

視点場 ②

北堤西端

竜神鳥居付近

視点場 ③

西堤中央

1100 ｍのタイルがある地点

視点場 ④

南堤西端

1500 ｍのタイルがある地点

視点場 ⑤

東堤南端

2000 ｍのタイルがある地点

視点場 ⑥

東堤中央

さやか公園入り口付近

視点場②
視点
点

450 ｍのタイルがある地点

2350 ｍのタイルがある地点

視点場①
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視点場⑥
視点場③
視点場⑤
視

視点場④

Outline
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視点場 ①

北堤中央

周遊路に設定した基点から 100 ｍのタイルがある地点

北堤の中央付近では、近景として北に狭山池博物館の堤体

岸を兼ねて自然石を並べている。その石と石の間には、土砂

塔があり、以北を望む事はできない。狭山池博物館との境に

が流れ込み植物が自生する空間となっている。自生植物は、

は、桜並木が植樹されていることで、落葉が落ちるまでは直

池内の清掃活動によりその都度撤去され、背丈の高い草が

接博物館の全景を見ることができない。南では、周遊路は

生える事はまれである。

上下段にありそこをつなぐ斜面には、一年を通して芝生がき

東堤側では、遠景にある山の稜線が視点場から半径 500 ｍ

れいに整備されている。下段の周遊路を経て狭山池の水面

以内に位置する高層の建造物により部分的に阻害されている

に至る。その境には、柵を設けている。柵の池側には、護

（図中 A）。南堤の遠景、西堤の近景に見える山と緑は、西堤
A

視点場 ②
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北堤西端

竜神鳥居付近

450 ｍのタイルがある地点

北堤西端に位置する北堤駐車場付近に設定した視点場

ロープで池中に続く。北堤と同じく、柵の内側は自然石

②からは、西を望むと近景の駐車場に並ぶ車両を介して

の護岸があるが、スロープ付近とスロープの南側にある竜

丘陵と副池の緑地が見える。緑地の一部には住宅が建つ

神舞台付近では、自生する植物が茂ったままとなってい

が、周遊路沿いに植樹された木々により修景されている。

るが、水面を隠すような背丈の高い草木は少ない。

駐車場を背にして池を望む近景には、下段の周遊路から

視点場を挟んで南北の近景にある周遊路に隣接する土地

池中にボートなどの搬入口がある。搬入口は柵を経てス

改良区とダム管理棟については、仰角 15 度以内に収まる

視点場 ③

西堤中央

1100 ｍのタイルがある地点

西堤中央付近に位置する視点場③からは、半径 500 ｍ

ずれの建物も視点場③からは、仰角 15 度以内に収まり、

以内に位置する国道 310 号沿いの構造物が見える。310

圧迫感を与えるものではない。付近には、四阿や茶室な

号東側に位置する高層の建造物や、西側に位置する広告

どの公園施設が位置するが、いずれも景観に配慮した色

塔を含む建造物などが目立つ状況にある。狭山池を介し

彩にとどめており、大きな圧迫感はない。狭山池を介し

て望む東堤の風景は、稜線の多くに高層の建造物がか

て望む東堤の風景は、稜線の多くに高層の建造物がか

かるなど景観が分断されている状況にある。しかし、い

かるなど景観が分断されている状況にある。しかし、い

Outline
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に設定した視点場③から半径 500 ｍに位置する建造物（Ｂ）、

木によって修景されている。東堤北側付近は、植栽が途切れ

南堤西端に設定した視点場④から半径 500 ｍの範囲を外れて

ている場所において近隣の住宅の屋根が見える状態にある。

位置する構造物（C）によって、陶器山丘陵の一部が見えない

しかし、住宅の屋根は景観に配慮された保護色になっており、

状況になっている。北堤西端では、遠景に市内北西端の丘陵

大きな圧迫感はない。

上に建つ建造物群が見え、手前に位置する北堤上の土地改良

それに対して西堤南端付近にある建造物の広告塔（E）につ

区の建物（D）が目立たない状態になっている。

いては、青、赤などの原色が目立つとともに、高層の建物の

西堤中央部分、東堤中央部分については、植樹されている樹

上に伸びた看板が目立つ。

B

C
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D

状況にあり、この地点からの大きな圧迫感は感じられな
い。東堤を介して遠景に見える金剛葛城の山脈は、隣接
51

する建造物（B）により一部稜線が分断されている。視
点場②から南の近景の大半は、植樹により修景されてい
る。しかし、南西端に見える高層建築物とその上にある
看板が、風景の中で目立つ状況にある。

B

ずれの建物も視点場③からは、仰角 15 度以内に収まり、
圧迫感を与えるものではない。
東を望む近景には、周遊路から芝生が整備された斜面に
続く柵を経て、非常用洪水吐がありコンクリートで整備さ
れた除が見えている。これらの除の部分と隣接する柵は、
茶色のものを採用しており、自然色となっている。

Outline
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視点場 ④

1500 ｍのタイルがある地点

南堤西端に位置する視点場 ④からは、南側の府 道 森

住宅地（F）などが見えるが、仰角 15 度以上に抵触す

屋狭山線を介して位置する建造物が見える。視点場④

る建物はない。

から、南～南東側には、仰角 15 度以上の建物はなく、

視点場④から池を望む近景では、周遊路下段に芝生を

修景を考えた植栽がなされており、大きな圧迫感は感

整備した小さな広場がある。柵を挟んで池内は、北側

じられない。西堤の南端では、隣接する建造物、公園

に三津屋川の流入口、東側に西除川の流入口がある関

駐車場などが目立つ。東堤では、隣接する高層建造物、

係で、沈砂池が設けられ、流木などの流入物をふせぐ

視点場 ⑤
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南堤西端

東堤南端

2000 ｍのタイルがある地点

東堤南端に位置する視点場⑤からは、南堤を介して見

も、南堤の遠景も高層の建造物により一部が分断され

える高層の建造物（G）が遠景の稜線を阻害している。

ている。また、東堤に隣接する高層の建造物もあるが、

池中に張り出した東堤の形状から北堤の大半が見えな

いずれも視点場⑤からは仰角 15 度以内に収まるととも

い場所となっている。西側では、国道 310 号線沿いに

に、手前の植樹によって視界は修正されている。

ある赤や青の原色を使った構造物や、高層の建造物に

近景には、周遊路から斜面を経た柵の向こうには、野

配された広告塔などが目立つ。西に広がる丘陵の稜線

鳥スペースに繋がる緑地帯が広がる。高木や葦など多

視点場 ⑥

東堤中央

さやか公園入り口付近

2350 ｍのタイルがある地点

さやか公園の入り口、東堤の中央付近に位置する視点

環境となっている。

場 ⑥からは、狭山池と北堤を介して見えるものは、空

東堤から狭山池を介して見える西堤では、南よりの場所

のみとなっている。東堤の植樹によって近景は修景され

では、視点場⑤と同様に丘陵の稜線を阻害する構造物

ており、美しい樹林が見えている。近接する高層建造

等が目立つが、北よりでは丘陵の稜線の一部が残る状況

物については、植樹が行われ、低層階の壁面を景観保

が見える。遠景には高層建造物が見えるが、目立つ配色

護色にするなどの配慮がなされており、圧迫感の少ない

でないとともに、仰角 15 度の範囲に抵触するものはない。
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ための網場が設置されている。
西除川流入口をまたぐ周遊路の橋梁は、強固な造りと
なっているが、欄干は茶色を採用している。南側に通る
森屋狭山線の西除川を跨ぐ橋梁は、景観に配慮されて
いる状況ではない。

F

くの植物が自生し、生物を保護する場所となっている。
視点場から見た場合、いずれも水面に近い一段下がっ
た場所に自生するため、大きな圧迫感はない。

G

近景には、親水のために設けた空間があるが、現在は
手前に柵があり自由に出入りはできない。親 水空間の
周辺にも植物が自生する空間があるが、増水した場合
に水没することが多く、高木は自生していない。

53
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４. 社会的環境
（１）交通アクセス
・
【歩行者】広域から公共交通機関等を利用して訪れる利用者を考慮して、各バス停、鉄道駅（南海高
野線大阪狭山市駅）からの距離が最短となる位置に狭山池公園の出入口を設けている。また、地元住
民の利用も多い事から、狭山池周辺各地区に隣接する位置に出入り口を設けている。
出入り口には、子ども、老人、障がい者等でも利用可能なようにスロープ等を設置している。
・
【電車】南海高野線「大阪狭山市」駅下車、西へ 500 ｍ（徒歩 10 分）
・
【車】阪和自動車道美原北 IC から 30 分
大阪市内に連絡する国道 310 号や泉北ニュータウンに連絡する府道森屋狭山線に隣接しており、広域
からの車による来園者のため狭山池公園に２か所（北堤西部・西堤）の駐車場（開場時間：午前８時か
ら午後７時）を設けている。

（２）利用状況
・平日の１日の利用者数は、2,793 人で、休日の 1 日の利用者数は 4,823 人であり、利用者数は、平日よ
り休日の利用者数が多い（休日 / 平日：1.7 倍）
（H26.10 調査）
54

・男女比率は、平日、休日とも全体的に男性の比率がやや高くなっている。
・利用者の年齢 構成は休日、平日とも大人（19 ～ 64 歳）の比率が高く、それぞれ 55.6％、47.0％を
占めている。
（H26.10 調査）
利用状況については、平成 29 年 10 月の平日と 11 月の休日に各１日実施した。アンケート内容は、利
用目的、利用頻度、滞在時間、アクセス、史 跡 狭山池に求めるもの等の項目を設定し、平日 300 件、
休日 411 件の回答を得た。
特徴的な結果としては、休日、平日とも利用者の半数以上が男性であり、平日は、ほぼ毎日来訪して
いる方が 37.8％、週数回を併せると 77.3％に達する点である。休日は、毎日、週数回来訪する率は下が
るが、月数回来訪、家族での来訪が増えている。
主な利用目的は、平日・休日ともウォーキング、ジョギング、散歩が 75％以上を占めている。利用者
の傾向を反映して、狭山池に必要なものとして、癒し憩いの空間、自然とのふれあいの場、公園・健康
面での利用を求める声が多く確認できた。それらに加え、休日には家族での利用が多いことを反映して、
家族での遊びの場といった意見が多かった。また、上記のほかに平日・休日とも狭山池に必要・やや必
要との意見が、アンケートの 40％以上を越えたものは防災機能という結果であった。
【利用状況アンケート調査：H29.10.24・11.5 調査

【性別】

アンケート結果は、平日、休日とあわせた情報】

【年齢】

【お住まい】
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【利用目的】

【利用頻度】

【狭山池へのアクセス】

（３）気象環境
大阪府南河内地域に位置する本市の中で狭山池は、市のほぼ中央部に位置する。その気象は、堺観
測所によると、年平均気温 16.3℃で大阪 17.0℃と同程度で、月別平均気温も同程度の推移となっている。
年間降水量は、1,228.8mm（月平均 102.4mm）で、河内長野の 1402.4mm（月平均 116.9mm）より１
割以上少なくなっている。これは、狭山池流入河川上流部におけるやや豊富な南側の雨を狭山池に一旦
貯留し、狭山池水下の平野の灌漑に利用する機能を持っていることがわかる。
また、年間風 速は、1.7m/s で大阪の 2.9m/s に比べて弱くなっている。最大瞬間風 速が発生した際
の風向きは、西～南西方向からの風が６割弱となっているのが特徴的である。
█日照時間
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█気温
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█降水量
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█風速

2009 年〜2016 年の月別の最大瞬間風速時の風向きの回数

北
北北東
北東
東北東
東
東南東
南東
南南東
南
南南西
南西
西南西
西
西北西
北西
北北西

回数

4
7
4
3
6
0
0
0
4
5
20
12
24
6
0
1
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第３節

狭山池ダムの整備実績と管理状況

１. 狭山池の灌漑施設と灌漑用水の管理
（１）用水管理の歴史
狭山池用水が一元的に管理されていた記録が残るのは、慶長の改修以降となる。それ以前については、
「松原庄年貢目録」
（享徳元年〔1452〕９月、広隆寺文書、東京大学蔵影写本）にある「狭山池出銭

長

曽根方□五通在之担旦分」という記録に、当時の狭山池に関係して「出銭」を伴う何らかのシステムが存
在していたことをうかがうことができる。
近世以降、狭山池では村ごとに時間を定めて主要な井堰から村中に水を流し入れる「番水」という用
水の配水システムが整備されていく。
番水の取水順序、量などは、慶長 17 年（1612）の水割符帳に記載の内容が後々まで基準として使用
されている。狭山池から水下の村々への配水経路は、寛永 13 年（1636）の絵図を最古として、灌漑網
を知る事のできる絵図が複数残り、現在に至るまで基本的な配水経路に変化はない。しかし、最大 80
か村あった利用村数は、システムから離脱する村、大和川の付け替えで離脱した村などがあり、幕末に
はその村数は 36 か村となっていた。
58

村々の代表は、当初は「肝煎」と呼ばれ、後に「水下惣代」と呼ばれた。池守とともに狭山池の用水
管理、普請などを担っていく。水下惣代の活動は、近代以降の水利組合の基礎となり、現在の狭山池
土地改良区へつながる。
狭山池の用水は、大きな藩が広域支配を行っている地域とは違い、村ごとに支配者が違う広域が灌
漑範囲となっていたため、灌漑範囲にある村の支配領主ごとに代表が出され「狭山池水掛リ七拾九ケ村
惣代之百姓共」という表現を用いていた。後に、支配領主ごとという表現が外れ、村ごとの代表が決め
られるとともに、年番惣代などという名称を用いて勤番で様々な役を務めるようになり、マニュアルも作
成された。この水下惣代による利水管理は、池守、樋役人による利水管理と並行して実施され、用水を
利用する村々の利害を代表する存在となった。幕末頃には樋役人の住宅の一部に惣代会所と呼ばれる場
所ができていたことが記録に残り、そこで一定の資料類を保管していたことを、池守田中家に預けられた
箪笥にのこる署名から知ることができる。
近世狭山池で利用される用水は、
「番水」のほか、
「残水」「売水」「買水」などのシステムも確立され
ていく。用水を表現する言葉として、売水よりも量の少ない「魚水」、配水路への浸透保障を意味する「砂
引」、余水を意味する「寒水」「常水」など、多くの用水を表す用語が利用されてきた。
大阪狭山市内の一部の村では、
「漏水」と呼ばれる地下水、
「余水」「常水」と呼ばれる農繁期以外
の東除川、西除川を流れる水を村内の溜め池に引水し溜めることで狭山池の水を利用してきた。特に、
池北に位置する池尻村は、旧流路に位置することから湧水も多かったと考えられる。
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池守田中家文書

明治６年４月に水下の 35 か村が提出した地券願書に添付するために実施した測量の絵図。
同様の絵図の中には当時の総代と池守の奥書があるものが残る。

河内国丹南郡狭山池絵図

59

寛保元年（1741）池守田中家文書

元文５年（1740）の大洪水で崩れた北堤の被害個所を記した絵図。
改修は、寛保元年から開始されている。
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（２）近世の施設管理
近世における施設としての狭山池の管理は、改修・普請の費用負担からその様子を知ることができる。
大規模な改修であった慶長の改修は、摂河泉国奉行の片桐且元の指揮で行われた。この普請では、
在地で差配をした下奉行の一人であった池尻村庄屋の田中孫左衛門がこの後、狭山池の池守として用水
の配分、緊急時の堤の管理、池での用益に関する事、池での事故への対応などを任される事になった。
池守の任は、近世中期以降、水下惣代の用水へのかかわりの変化の中で大きく変化してきた。また、
当初は、幕府により支配されていた狭山池で行われた様々な普請事業（御普請）も、年を追うごとに幕
府が負担する部分が減り、19 世紀に入った頃には、水下村々の負担による普請（自普請）が一般的となっ
てきた。このような背景が、池守の立場に変化をもたらしたと考えられる。
狭山池は近世の中期に一時期、狭山藩預
かり地となった。この時、狭山藩が実施した
測量により描かれた絵図が、後に狭山池を
描く際の基 本となる。狭山藩は、池内新開
もこの間に預かり地とするなど、様々な改革
を試みているが、その預かり地であった期間
は 27 年間で幕を閉じた。
60

この後、狭山池の支配は、幕府代官へと
引き渡され、以後、幕末まで続くこととなる。

中樋遺構の出土風景

近世に設置された中樋の四段目の取水遺構。平成の改修の際に出土した。

（３）近現代の施設管理
明治６年（1873）、狭山池の土地の所有権を明確にする地券が発
行された。水下 35 か村の池床所有権が法的に認められる事につな
がった願書には、水下総代６人と池守が奥書している。
明治に入り、水下総代は、選挙で総代を選出する手法に変化した。
この新旧の総代間の引継ぎは、池守宅で行われている。この総代
を選出する水下の村連合が、後の水利土功会、普通水利組合、そ
して土地改良区へと引き継がれていく。
近代に入り池守の任は、様子を変え、ついには用水の管理、池
本体の管理に関わることはなくなった。しかし、水下総代の機構の
変革により生じた様々な事項にも対応し、新旧の総代間の引継ぎに
立会い、その際に旧総代の所有していた記録類を預かることになっ
た。 これが、 現在まで池守田中家 文 書の一 部として引き継がれ、
近世狭山池の概要を知る貴重な史料群となった。
近代に入ると水利組合が土地水面利用貸渡規程を制定している。
施設の維持管理の一環として、農繁期後、秋の彼岸過ぎに、狭山

平成の改修前の取水塔

当時の北堤には、釣り人のために
釣り事務所が置かれていた。

池の水を抜く。この時、池底に残る少量の水にあつまる魚を取る「雑魚取り」という行事が行われていた。
雑魚取りは、周辺の村から多くの人があつまる行事となり、明治以降、南海電車が開通すると、出店な
ども出るほどのにぎわいになり、周辺の村の人びとは、親類・友人などを招待し、池の周りに設けた桟敷
で楽しんだと伝える。この狭山池の雑魚取りの権利について、水利組合が主体となって権利が売却され
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ている。また、冬の間には、池底に溜まった堆積物（池底の泥・ニコなどと呼ばれた）を浚渫する作業
が行われてきた。その際に掘り出された土砂について、明治時代の末には、売払規程が水利組合によっ
て作成されている。昭和に入る頃には土木工事に用いられているが、一方で、この堆積物は、上流から
の豊富な養分を含むことから良質の堆肥として利用されていたと伝えられている。狭山池では、このほか
にも冬季のワカサギ釣り、モロコ漁などが行われていた。

（４）現在の用水管理
現在の狭山池における農業用水としての利水管理は、狭山池土地改良区（狭山池

美土里ネット）が

実施している。狭山池の用水は、第一取水塔から大正・昭和の改修時に整備された第一幹線水路を経て、
太満池に入りそこから各水路をへて各地の溜め池へと配水される。この溜め池までの配水を土地改良区
が担っており、管理する水路が決められている。
各溜め池に溜められた用水は、各土地の水利組合等により水田へと配水される。

２. 平成のダム化工事概要
平成の改修は、昭和 57 年（1982）８月の豪雨で大きな被害を受けた、西除川・東除川流域を洪水から
守るため、農業用溜め池であった狭山池を洪水調節機能（上流から流れてくる大量の雨水を一時的に狭山
池に貯留する機能）を持ったダムに改修することを目的に、昭和 63 年（1988）より工事を開始した。この
工事では約 36ha ある狭山池の池底を約３ｍ掘り下げ、堤防を 1.1 ｍ高くすることにより堤防の強化を図り、
農業用水 180 万㎥に加え 100 万㎥の雨水の洪水調節ができるように計画され、工事は平成 14 年（2002）３
月に堤頂長 997 ｍ堤高 18.5 ｍの均一型アースフィルダムとして完成した。

狭山池ダム概要
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３. 狭山池公園の整備と管理
古来から風 光明媚な池として人々に親しまれてきた。平安時 代には清
少納言が「枕草子」で趣きのある有名な池のひとつに数えている。また、
江戸時 代には文人上田秋成が狭山池を詠んだ歌をのこし、狭山池周辺
の景勝地が狭山八景として選ばれるなど、数多くの詩人や歌人によって詠
まれてきており、かつて狭山池の北堤に咲き誇っていた桜は「狭山の春霞」
といわれるほど雄大で美しく、人々が競って花見に訪れていた。
大阪府では狭山池のこうしたすばらしい景観を再生し、より良い狭山池
を創出するために検討を重ね、平成３年（1991）に「景観整備基本計画」
を策定した。狭山池を地域の憩いの場として親しまれる場所とするために、
「狭山池らしさの継承と創出」をテーマとした環境・景観の保全・整備を
実施した。
現在狭山池公園の管理は大阪狭山市都市整 備部公園緑地グループで
行っており、年間の除草、肥料やり、高木・低木の剪定を定期的に実施
している。また、枯木等についても、植替えを実施している。
狭山池公園内に植樹されている桜、各施設についても、年間を通じて
62

史跡狭山池の桜
平成の改修後に植樹された桜が、
春には堤を桜色に染めるようになった。

維持管理を実施している。

４. 狭山池ダムの管理運営
狭山池ダムの管理は大阪府であり、常時は西除川等からの流入量や池の水位の観測のみではなく、ダム
である北部の堤体について、堤体内部の水位や漏水量等なども観測を行っている。また、水位などの観測
機器（計器類）は毎月の点検を実施し、堤体についても異変が出ていないかどうか、毎月点検を実施している。
洪水時（大雨洪水警報発令時及びダムへの流入量が一定量を超えた場合）は、大阪府富田林土木事務
所担当職員が管理事務所に詰め（常時は無人）、大阪狭山市域並びに西除川下流域の関係部署（警察、消防、
市など）へ狭山池ダムの流入、流出量及び貯留状況などの情報伝達を行っている。
また、池の貯水部に堆積した土砂についても毎年池底の計測を行っており、計画した貯留量を確保するため、
不定期に土砂の撤去も実施している。

