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平成 26(2014）年 月  日改訂 大和

や ま と

川
がわ

の付
つ

け替
か

え（川違
かわたが

え）について調べたい 

 
堺市と大阪市との境界になっている大和川は、淀川とともに大阪府域を流れる大きな川のひとつです。その大和川は

今から約 300 年前の 1704 年（元禄 17 年・宝永元年）にそれまで河内地方を北に流れていたのを、大きな洪水が

続いたために現在の柏原市付近で西へ付け替え（川違え）されました。 

大和川については、各図書館（分館を除く）の地域資料コーナーを探してください。堺や大阪について書かれている地

域資料には赤い枠の三段ラベルをはり、調べやすいよう特別のコーナーをもうけています。また子ども向けに書かれた

わかりやすい資料もあります。 

 

大和川の付け替えとはいつの時代の、どういった工事なのか知りたいとき 
 

まず堺や大阪の歴史を紹介する本をみてみましょう。 

新・旧大和川周辺の学校の記念誌にのっていることもあります。 

 

『むかしの堺』 はとぶえ会 1976年（小学校中学年～） 

『わたしたちのまち堺』 堺市教育委員会（小学校中学年～） 

『歴史たんけん 堺』 

大阪歴史教育者協議会堺支部 2011年（小学校中学年～） 

『三宝の歩み 創立７０周年記念誌』  

堺市立三宝小学校創立７０周年記念事業委員会 1978年 

『おはなし歴史風土記
ふ ど き

 ２７（大阪府）』  

岩崎書店 1986年（小学校中学年～）  

『大阪の歴史ものがたり』日本標準 1981年（小学校中学年～） 

『大和川物語』 柏原市 1986年（小学校高学年～） 

 

 
 

大和川付け替え工事の様子を知りたいとき 

 
大和川についてとりあげた資料をさがすには、図書館にある検索用のコンピュータ（ＯＰＡＣ）やインターネットの堺市立図書

館ホームページで件名に“大和川”と入れて検索してみてください。 

雑誌も含めて、大和川について書かれた資料を調べることができます。 
 

『わたしたちの大和川』「わたしたちの大和川」研究会 1999年  CD-ROM版もあります。 

『わたしたちの大和川 補充版』大和川市民ネットワーク 2012年（小学校中学年～）  

『ジュニア版 甚
じん

兵衛
べ え

と大和川』中
なか

九兵衛
く へ え

2007年（小学校高学年～）  

『大和川付替工事史』 八尾市 1955年 

“堺と大和川の付け替え工事” 中 好幸／著（『フォーラム堺学 9』堺都市政策研究所 2003年）  

 

◆新・旧大和川周辺の各博物館で２００４年に催された、大和川付け替え工事 300 周年企画展関連の博物館出版物も図書館

でご利用になれます。 

『河内国たいへん 宝永元年大和川つけかえ工事』 柏原市立歴史資料館 1998年（小学校中学年～） 

『流れをかえる大和川』 柏原市立歴史資料館 2003年（小学校中学年～） 

『大和川つけかえとその後』 柏原市立歴史資料館 2008年（小学校中学年～） 
 

裏につづきます 

図 書 館 で 解決！？第 1 号 
と     しょ   かん        かいけつ 

図書館で調べ物をしてみませんか？ （改訂版） 
しら     もの 

『むかしの堺』 はとぶえ会 P.155 より引用 



 

 
 

◆その他、遊びながら勉強できる資料もあります。 

『大和川かるた』 大和川かるた編集委員会 1996年（小学校中学年～） 

大和川について学習した子どもたちと先生が、作成したかるたです。札の裏には

解説があり、遊びながら学ぶことのできる資料となっています。 

 

◆詳しく調べたいときはつぎのような資料があります。 

『堺市史』1930年 第３巻第４編第８章 「新大和川の開鑿と堺港の修築」 

『甚兵衛と大和川』 中九兵衛 2004年 

『大和川付替えと流域環境の変遷』 古今書院 2008年 

『大和川付け替え 300年 その歴史と意義を考える』 雄山閣 2007 

☆『大阪春秋』、『河内どんこう』、『まんだ』などの雑誌にも関連の記事が

あります。 

 

地形の変化を調べたい 
 

『大和川筋図巻をよむ』 堺市博物館 2004年 

 

堺への付け替えの影響を知りたい 
 

◆堺の港の変化、新田開発について、調べてみましょう。 

『旧堺港と神明神社』中井 正弘／著 神明神社 1997年 

『旧堺港周辺―歴史探訪―』中井 正弘／著 

 神明神社 2000年 

 

◆付け替えは、旧大和川の地域にも変化をもたらしました。 

河内木綿のことについても調べてみましょう。 

『ひらののわた』 平野区推進本部 1989年 

（小学校中学年～） 

『河内木綿 文様と藍染の美』 村西 徳子／著 藍工房村西 2009年 

『河内木綿と大和川』 山口 之夫／著 清文堂出版 2007年 
 

付け替え工事を紹介したホームページをみたいとき 
 

堺市立図書館ホームページ  http://www.lib-sakai.jp/ 

郷土資料のページ“デジタル郷土資料展”をみてみましょう。 

“絵図にみる堺と大和川つけかえ３００年”の中には、デジタル化した当時の

絵図などがテーマにそって紹介されています。 

当時の絵図をみることで土地の変化、港の変化がよくわかります。また堺 

の産業の変化などの説明もあり、テーマをより深く学ぶことができます。 

 

大和川付け替え３００周年記念実行委員会ホームページ 

   http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/yamato300/ 

近畿地方整備局と大阪府、堺市等関連団体がまとまり、付け替え３００周年

を記念した事業がおこなわれました。ここでは大和川の歴史とともに紹介さ

れています。 

 

現在の大和川について知りたいとき 

 
『よみがえれ！大和川』 黒田 伊彦／編著 柘植書房新社 2000年 

『３００年、人・ゆめ・未来 大和川』  

大和川付替え 300周年記念事業実行委員会 2004年 

『洪水時にあなたの街は本当に安全？』  

近畿地方建設局大和川工事事務所 1995年 

『大和川洪水氾濫情報 もしもの洪水にそなえて』（ビデオ・CD-ROM） 

近畿地方建設局大和川工事事務所 1999年 

『堺市大和川洪水ハザードマップ（大和川洪水予測地図）』 堺市 2006年 

 

国土交通省近畿地方整備局 大和川河川事務所ホームページ 
     http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/index.php 
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堺市立図書館一覧 

中央図書館 

堺区大仙中町 18-１ 

〒590-0801 TEL244-3811 

堺市駅前分館 

堺区田出井町 1-1-300 

〒590-0014 TEL222-0140 

中図書館 

中区深井清水町 1426 

〒599-8273 TEL270-8140   

東百舌鳥分館 

中区土塔町 2363-23 

〒599-8234 TEL234-9600   

東図書館 

東区北野田 1077 

〒59９-8123 TEL235-1345 

初芝分館 

東区野尻町 221-4 

〒599-8116 TEL286-0071 

西図書館 

西区鳳南町 4丁 444-1 

〒593-8325 TEL271-2032  

南図書館 

南区茶山台 1丁 7-1 

〒590-0115 TEL294-0123 

栂分館 

南区桃山台 2丁 1-2 

〒590-0141 TEL296-0025 

美木多分館 

南区鴨谷台 2丁 4-1 

〒590-0138 TEL296-2111 

北図書館 

北区新金岡町 5丁 1-4 

〒591-8021 TEL258-6850 

美原図書館 

美原区黒山 167-14 

〒587-0002 TEL369-1166 

人権ふれあいセンター図書ホール 

堺区協和町 2丁 61 

〒590-0822 TEL245-2534 

青少年センター図書室 

堺区柳之町西１丁３－１９ 

〒590-0930 TEL228-6331 

河内木綿 

江戸時代初めごろから河内

地域では木綿が栽培されてい

ました。大和川が付け替えら

れたことによって、その川底を

利用して木綿栽培が盛んにな

りました。『登美丘町史』

（1954年）によると、堺市域で

は現在の東区辺りでも栽培さ

れており「野田木綿」といわれ

ていました。 

 


