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平成１４年３月９日（土）午後１時～４時

朝霞市産業文化センター　２Ｆ研修室
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１　開会挨拶

２講演　講師・田中芳雄R f.]ヽ金井市譜員〕

　　　　　テーマ・「雨水浸透事業」を≪t.T推進する市民・水iB≪?fA｡一

　　　　　　　　　行政のバートナーシ･･.･ブ

　　　　　講師：小林一己氏（薫日川流域川づくり鯉談会）

　　　　　ｊ　マ：住民参加による黒目川改修lt画策定

３パネルディスカッション

　　コーディネーター　佐々木寧氏（埼！大学齢啼）

　　バネリスト　　　舛原邦明氏:東京胴1設局,司川郎1↑画一ｓ小.可川係釦

　　　　　　　　　篠塚正行氏cfijiArt.･;剛lj総合名水事務所m*k>

　　　　　　　　　田中芳雄氏

　　　　　　　　　小林一己氏

　新河岸川流域川づくり学習会が行われ、

行政と市民の合意形成、パートナーシッ

プについて、様々な事例に基づき、話し

合われました。

　今後は、河川だけを考えるのではなく、

自然環境や生活環境も含めて考える必要性

があります。こうした広い視点でより良い

環境づくりと川づくりを考えるためには、

より多くの方々と、前向きな話し合いが

不可欠であると確認されました。
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參、　　新河岸川流域川づく11学習会報告

　ｘ ､’‘ ﾃｰﾏ　jllづくりにおける行政と市民の合意形成

　新河岸川沢嬢川づくり学習会では、市民と行政の合意形成に向け、パートナーシップが大きな

役割を果たした事例をご紹介して頂きながら、話し合いが進められました。ご講演は、市民と行

政が共に協力し、実現された事例です。どのような河川環境や地域環塊が理想的であり、そのた

めには、どのような努力や話し合いが必要なのか、

講師ご田中芳雄氏（小金井市都市建設部下水道譚）

されました．

S･

謂演こ「雨水浸透事業」を通じて推進する市民・水辺皿さん・行政のパートナーシップ

はじめに

　･jヽIJI;､liの1111水浸透事ｌｊＵ、市民・水逆屋さん・

行政のパートナーシップにより築き上げらllました。

　第３回日本水大貪など、こ41までの受賞は、パートナ

ーシッ'ﾉによるものが評価されたのだと思います。

小金井市の概要と事某背景

　小金井市の約７割が武蔵野台地、約３割が多摩jllに

より形成された低地で。その境:こは武蔵野のli彫を残

している緑豊かな段差(ハケ)があります。そこから

湧水が流れ、ａは湧水の音で眠れないほど豊かだったそ

うです。

　しかし、昭和30年代からの都dj化により。湧水は減

少し。野川は酸水不足の状態となりました。水生動植

物:こも打撃をり1え、市民の憩いの場も奪わ11ました。

　このような状況を改善するため、湧水復活・保全を

市民にご理解頂き、地峨社会への貢献をお願いしなが

ら、r141水浸透事ijは進められました。

雨水浸透事業の目的

　雨水浸透事業は、湧水を湧出させ、生物y)豊かな野

川にしようと始めらね。同時に上壌の有する貯水機能

により、河川への水の流出を遅らせる効果も期待さｵ1

ました。事業の口的ぱ絲ゆたかで快適な魅力あるま

ち｣の実現とあわせ、グローパ､ルな睨点て都市の|'|然

原墳保全を促進することにあります。またｙli事業の

推進を通じて、水辺に憩いの場を創出するとと4Jこ.

r供達がこれからの地球環境を考えてく;llるようにな

ることも願っていました。

雨水浸透ますについて

　事業を推進する中で、市民の負担で雨水浸透施設を

設iiしていただくためには、建物のtlで･本ぐらいの竹

川負担で良い浸透ますができなものかと考え、小金井

市独自の浸透ますができました。この浸透１すは、筒

に穴があります。浸透ますの|痢用には1:墳菌やミミズ

等が集まり、酸素を供綸するため孔を作1】ます。こう

して、地面にや隙ができ。浸透効果が高く、根､ａまり

の心配もあr〕ません。また、浸透した水が地|仙をK>->

くり流れて川へ注がれるため、水牛生物や。乍き物ｔ、

増えて。自然環境をｅかにする効米もあります。

成功のキーポイント

　建物の新築・川改築叶には、排水設備の計画届出占

を111の指定店で申､濤することが条例で決まってい１一一1'．

雨水浸透･μ11の成功は. itf民とその指定店の力々･父

らやん母らやんの水辺Ｓさん)の41方のj¶1解と14力が

不III欠でした．施Ｅにあたって、指定店への説明会を

聞催し．こわまで．水を漏らさないように排/1く施設を

整tiしていたもぴjを、雨水が漏るような浸透施設に１

るという改定の理解と協力を求めました, ^'filは業♂?

の方々も困惑されました．しかし、少{1･時代;こ川で魚

とりをしたことや、野1･|で泳いだ話が出ｌ･きました．

そのやり取りを聞いた月l会艮が7やるペー、いいこと

だから｣と梵し、そのｊｔによlj指定店にもご蝉解と

ご協力が符らtl、!ls業は始まIJました、

事業の現在と効果

　現在、ili内全体の39.9% (9033軒)の建物に、417･19

個の雨水浸透ますが設ｉされています、一軒一軒は小

さなマスでも、こtlだ;j染まると人規模貯留池よ|)も

効果があるといえます．

課題点

　課題点として、以ドが挙げられます．

　ｌ=1利水杖透･ltｉは万能ではなく、多様な縁の効Hi.

保水カニそ町能といえます．1=li水浸透ますは．緑を補

うものでしかあ|〕ませんよ2:雨水浸透マスを地下汚染

;二つなげないことを極力ろ慮すろ必要があります．々

浸透不適格地域では．雨水を貯留し．飲み水等|二IliJII

するゐ式も有効ですが、降った11jを昆虫や緑:こあlfら

llる点では雨水浸透が適しているといえます．

事業のこれから

　小＆作市の雨水浸透事劃ｔ活動等を通じてtliKを

啓発し、２１世紀に向けて野川を清流として復活させ

る、自然環境肖ｔ・哨丿函こ向;1た取り組みのｰ-環です．

　また．ｎ然を守るごと．河川の沈!濫を防ぐ都111'計Si

事業を市民がつくｰ､たともμえ、μμ1ることです．小

i≫H:r≪民は.11‘|然を守る心jをli勤で;11しています．

こｔ･から史;二地域社会に貢献していく､liKのあ|】な

;こついて市民的議､ａから同民的議論へと創造を高めて

いきたと思います．

新河岸川流域の紹介とテーマについて

　新河岸川流域は、昭和40年代から急激な都市化が進み、頻繁に浸水被害に見舞われました。

そのため、河川だけでなく流域全体で治水を考える河川として指定されました。流域で治水

を考える場合には、行政だけではなく、市民の方々と連係しなくてはなりません。

　また、河川の改修事業も、平成９年に河川法が改正され、工事計両をたてる際に、地妓の

方々の意見を聞くように定められました。流域での治水を考える上でも、あるいは川の工串

を考える上でも行政と市民の合意形成というのが昨今非常に重要になっています。

はじめに

　黒ll川の改修エ･μは、埼H!K≪河岸川総合治水t11務

1刺こよって、ド流の新河岸XII合流部fヽ|近から遡るよう

に?rわtlてきました．その途中、東武東上線の橋梁付

近まで-E事が完j'した段階で、それまでの堤防を高く

する|で!11から．堤防を高くしない|でISへ転換さ;11るこ

とになりｔＬた.

　この転換は、･IUこ技術的な(lll[ftlだけではなく、住民

祁塙1のjllづく1)に向けての転換でもありました．その

点に'Ｊいてお話をします、

黒目川改修計画策定委員会

　委ｎ会は、20(X)年の3月から翌年の311まで11U催さ*1

ました．市民団体では．そ11以前の1999年誕から、旧

建設省上木研究所河川環境室長の島谷幸宏氏を招いて．

勉強会を唄ね、その結果3)堤防を商くするエ乍に危険

が伴うこと、②Ilj民も多自然型川づくりにっいて．更

に勉強する必要のあることがＱえてきました．

　こうした経紳を受けて翌年の3月に．県の関係､mr,、

朝霞市行政関係古･ir.. H'?:校関係者３名、朝霞｢l｣議

会議員が31;、町内会長７礼巾民団体3f,.学識112

名、合計２５人のメンバーで桐成さ41た委員会が開催

さ寸1ました、最初の会議で、委員会を６回で終わりに

するという案が出さ11ましたが. llf民からの要望によ

1〕、回数を限定するj)ではなく．６段階で進めていく

ことに変史されました、

工事叶百について

　1‘事､11画は．最初1こ出さllていた堤防を高くし、河

川の中心部を開削する案は取り||:めらわ、両岸の堤防

|川を全て掘り. Ill底全休を低くするように転換さ11ま

した．しかし．蛇行して流tlている川をま-jすぐに掘

り直す計画だｰ.､たため．現状の|||を活かし、蛇行した

まま削-jて掘|】下げることを提案し、変更されました．

　こうした食史は、改止河川法における川づくりに住

民参加をすすめる趣旨を反映したものであり．また河

川環境に配慮した蛇fiした現況河川を活かすという点

で．新しい提案と試みがさ11たといえます．

堤防の高さをめぐる問題

　委員会を唄ね、解決すぺさ問ｌを話し合いながら、

委ｎ会の必要性や意味が見えてきたように思います．

　例えば、このようなものです．束武東E線の鉄橋が

黒Ｈ川に直角に通っています、これよりド流の.【:11の

完区間は．坊本的に堤防を商くするという】:事でした

が、計画を進めている1:流部分は、堤防を高くせず、

河味を掘りド;ずるということになりました．そのため、

l:111の完了区岡と、これからエ･ISを行う区間の間(擦

りf･1け部分)で段差ができます．それをどう解消する

かという間赳が出たのです．

　まず、両区間の擦り付け部分を、斜に緩やかなスロ

ープでこJなぐことが県から111案さtlましたが、この区

問は現状よりも商い堤防になります．洪水の水量を毎

秒12り㎡とし、その水が漉椚たl如丿水面の高さと、堤防

の高さとの差SOcm以!この余裕高をとることが河川1二゛11

の指導としであります．現状の堤防でも．余裕高が確

保さtlているにも閔わらず、史に堤防を高くすること

に｢li民として反XIと、代案を求めました．

　IXI題となった河111の外刺(甲地ぉこは、東武東上線の線

路部分の･哨と、新しく盛られた堤防によりJI形の地

帯が牛じます．予想以1この人水が出て、水が堤防を越

えた場合、溢ｔlた水は．９と堤防に遮らtl、そのﾓ角

形に溜ま1〕.被害を拡人させる危険があII)ます．耀防

が低ければ、水は刈|11に戻りやすい状況となljます．

よって、この部分の堤防を商くすることは好ましくな

いことが委員長の島谷さんからの指摘で明かとなり.

j11終的に堤防は低くすることに決まl】ました．

本当のパートナーをめざして

　パートナーシップを築くために、行政は、巾民によ

り多くの悄報公間をし．市民と一一･緒に考えられる環境

にすることが必要です．また. ll.民も技術的な岡題も

合めて、|で|分たちで解決策を探れるような勉強が必要

です．単なる周ｌではなく、奥づけのある提案ができ

てこそ、本当のバートナーにな才llるのではないでしょ

うか．そのために．お互いにこ才lまでの弱点を勉強す

る必要があると思います．
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パネリスト

舛原邦明氏　篠塚正行氏　田中芳雄氏　小林一己氏

埼玉県における事例報告

篠塚正行氏(埼玉県新河岸川総合治水●務所所艮)

　黒目川の改修工'μは、治水安でit性カ向I.を図4〕.自

然豊かで現しみやすい河川を創出するため:こ進めてい

ます．小林氏のご講演のよう;こ、委員会で様々な立川

のご意Ｑが出さわ、より良い計画が火現しました．特

に、川川と環境に配慮したアドバイスにより、法的な

叫付けに址づいた整備が可能となりました、幣備とし

ては、桜並木の傑なの仙．河床に堆晴した上砂を取除

き．樋管からの内水の排除もスムーズにしました．

　１･μ拠所としては、住氏の力々と･緒に考えてゆく

ために、ヽy場の違うltf民のご意見を、管理1こどのよう

にまとめていくかが今後の原題でもありま゛仁

　【東京都と埼玉県の事例紹介について】

CXtjfiを変更する場合、エ事費用が高くなりませんか９

(篠l¥氏)今回の場合は、拍の架;j替えがなくな-Jたため.

1?1額はありません、堤防を高くするために用意さねたi≪J

川川地;ｔ環境に111!慮した堤防を実現するため利川Ｌま

した．

つ河川の草刈り男、河川管理上の市民の意見の相違がある

　場合．市民も含めた話し合いの鳩はありましたか？

(.篠塚氏)介.ａが得らllない場r1を配磁して、相途するご

.ａ見の方々に直接お集りしてもらうことはiiっていま戈』

ん．当事務Fliがそわぞれのご意見を尊iRしながら解決■

を考え．調整をしています．

つ工事について市民に意見を求める段階で、既にit画は固

　ま-Ｊているのではないですか９

同原氏) JRilr.llI･11決定の殴階で．まず住民の方々:こ説明

をし、6W.を同います．その後、|lj地買ａに閔する話し

合いやrs算の確傑等を確保を行いますが、話し合いと平

行して決めていくこともあslます．

Ｄ柳瀬川の改修丁事後．相違意見の市民両者に、完了した

　河川の■AV:度を聞きましたか？

(舛原氏)今i蔓の'ｒ'μ;こ反映できるよう、そうしたことt、

ｈいたいと思います.

　【コーディネーターによるまとめ】

　これまで河川は、幟能的な而が重視さわ.てきまし･た．こ

わ.からは、まちづくII. Illづくllを･KHし．河川を111民

の､捉有一産として捉戈．その41川をみんたで考えていく

余地が|･分あり、大さな可能性も望めます．

市民の広場 市民の活勤しボートー

多摩湖Ｑ堤防強化工事に対する取組みについて

　新河岸111流域;ま、1ごさから腿ると、

M I･おうぎ）を広げたような形をして

いる。そのＭの要（かなめ）:こあたる

位置には、広人な緑を拘る狭山fiﾋ陵が

広がり、流域の多くの川の水源となっ

ている。この狭|」」丘綬の中火;こ､?｡地’り

るー摩湖・狭山潮｛水in川の貯水池｝

で。現住、ダム堤防の●4袁補強‘IS娶が

進められている。狭山湖（山川貯水池）

では実際に今、ダム堤防が東京侶水j!1

咄こよって人規模な1凛を受りている。

　これは。阪神淡路大震災を教din:こし

た耐震工･11ということで、今までの堤

防の両側を|:で厚くしてより安全な堤

防にしようという内容である。この狭

山湖の|:事に関し、湖にｔＱする水鳥

等の･1:物に大きな影響が生じることが

懸念さねた。このため、周辺Slb民n＼

体が都水通同に哨きかけをして、湖の

水而を残したまま工事を行うという環

1一一1が行われているところである。

そして、ｆ成卜1年度秋からは多摩湖

　（村山貯水池）で同様の|:･μが1｀定さ

ｵ1ている。

　多摩湖でも狭山湖と同様に。湖周辺

や下流Hill!､二生息・生育する野生乍物

に関する彫響が危惧される。また、多

摩湖の場合;こは、堤防のirtKに多く匈

市民の活動レポート　（5）

檻瀬川流域川づくり市民懇談会　宮本善和

人で賑わう都４狭山公園があり、狭山

湖のエ･ISのように堤防を川くする1で法

では、公園のｙ分程唆が'ktit＼てしま

う可能性があった。このような問題を

重くみた川辺のili民団体１１団体;J.

　｢多摩湖ネットワーク。という迷携を

組み、ａ団体が有する地域の環境;こ開

する悄報を集め、都水丿ah)にＵして様

々な問題点の指摘をｈ･jた|)、対話、

､fiH.'}の提出などの働きかけをfi'Jて

きた｡゛i懇談会も、この柳噸川流域の

水嵩吻!の問題に取組むため。同ネッIヽ

ワークに積極的に関わってきた。

　そして、先頃、狭|||湖の:Ｅ法とは人

幅:こ異なるエ法が多r?湖に採用さ41ろ

ことがli戈上決定さ11た。即ち、挟山

湖のよう;こ上流(湖水側)及びF流の

両側に厚く上を盛り、堤防鱈を広げる

のではなく。現在の堤防の敷地の中で。

ド流法向のみを補強盛上〔強固な士〕

で強化しようとするものである。この

I:法によ1)、狭11j公園は部分的にも失

わllることはなくなり、湖水域にも工

事が及ぶことなく、湖周辺の生物C･J生

息・乍育に大きな支障となるような･11

態は回避さｵ1た。様々な市民団体の｢1

頃の環境保令活動があってこその成果

である。

　　　　　　　to.o

　しかし、」こ法の細部や、約６年にも

及ぶ114s期問申の諸影響については、

まだまだ未解決であり今後継続して対

､銚していくべき課題である．柳瀕川流

城川づくり市b1恕談会では、この柳瀬

jl頃域の水原地の問題:こ取り組むため、

今後も多摩湖ネットリークの活動;こ參

肉し対話を続けていくr･定である．

　‥･!j、そもそもこの1ご･ltの必要性に

ついても疑問があることも廸記してお

きたい．都水逆ｇの解析によればｙ今

後想定されるμ人地癩時においても、

脱flEの埃防は壊れることなく安令であ

るというのである．ならぱ．なぜ工!11

をするのかという点について、都の説

明では「万全には万全を期したいjと

いう旨の答弁にとどまっている．確か

に安全性の向llは重要である．しかし

、安ltttというt､のは、追求すれば際

限がない．また、このような大規模な

ダムの耐震工ISは、世界的にも例がな

いということである．多摩湖・狭山湖

ので事を¨先耶的な事例”と解釈する

のか、“行き過ぎ≒　”焦駄使い゛’と

みるのか:こついては議論が不|‘分なま

まとな-Ｊた．こ才1からの公共IS業のあ

1〕力について、人いに考えさせら11る

|司題である、

　　　　…………既洽堤体

哨強盛土

止水コンクリート

　現堤体敷

◆決定された多摩湖の堤防強化工法◆

出典：東京都水道局ホームページｈ恂)://vvww.＼watervwiksirietratekyoJb/press/press21911tm

コーディネーター

佐々木草氏

討議視点の説明　　　佐々木寧氏(埼玉大学建築工学科教授)

　現(t.治水について:ｔ流域全休で嶼境も含めて=４えることが求めI乙れています．かつて洪水:1、自然がt､たらす人災

でしたが．現在は雨水袴や下水管から水が溢11ることもあり、生活スタｆ几に結びついたJ､災とな･jでいます．そのため．

いかに都市の水を管理するかが．治水を考えるjlで屯要とな-jています、前ず､のご講演から、治水と411水の両似面を希え

ながら、よりｅかな|'j然をつくるための.!t体的な事例がご報杵さ11ました、また、そのために:i. rtilioっａ業も重要な

ことが分かります．これから後'rは．行政の呵

東京都における事例報告

舛原邦明氏｛東京都建股間河川郎計画課中小河川係長｝

　　§1!京都では、地域;こ親しめる川づくりをめざし、Ilj･

民とｈ政が河川に関わる情報や愈Ｑの交換を行うため

に流域越絡会を９つの河川で設laしていまず．そ､x）－

つに’柳瀬111・空堀川流域連絡会．があります．

　また、柳瀬川のヽ14成12年度の|:事において、Ill'･1の

意見交換会を111j催しました．意見交換会の論点は.1ﾓ

に１山調節池の斜面林沿い:こ菅理川逆路兼遊歩道カ設

置に関する意見とカリセミのit91があるため管理川

述路を設置しないでほしいという意Ｑの相迎でしｔ

　l:事は．カリセミの営処を考愈しながら管理川道路を

　しましたが、今後も継続してモニタリング調査をfjう

　予定です．

会場とのディスカッション（討議の一部を紹介します）

　　　　・－｜　｀　゜s　｀

　【講演について】

○市民負担で股置するにも関わらず、市民が積極的に協力

　する切っ掛けとなるような働きかけがあったのですか？

･川中氏l･雨水を汚水と･緒に滴してしまうのではなく、

柱一本分のご負担で、昆虫や生物に水をあ;fて･ドさいと

説明し、ご理解とご協力を頂きました。

Ｃ強制ではなくお願いだけで、市民が積極的に参加できて

　いるのは、とうしてですか？

dll't'氏卜F水道の整備指定店の力･々が．利益だけではな

く. itT民の立41にＱって、|’1分たちのまちづくりや環噴

の人切さ理解し．協力を呼びかけてくれたおかけです｡

Ｃ雨水浸透施設のJIIへの影響等に関する調査は行われてい

　ますか９

闇中氏）現血もマンシ三Jン建設が進んでいるため．急激

:こ結果として現れませんが．徐々に湧水は増えています．

また.14体的な水量等の調査は．東京都と民間川体がｈ

-）ています．市としては行っていません．
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新河米川流域紀行

1，　　文松本富雄
歩くJLる匹

はじめに

　新河岸川水系の支流で、最大規模の河川が柳瀬川であ

る．柳瀬川の水源は、上流で枝別れするものの、すべ

て狭山丘陵から発する．今回は、柳瀬川の本流・支流

の水源を訪ねてみた．柳瀬川には、東Jll ・空堀川・北川

などの支流がある．東川は、柳瀬川と新河岸川合流点か

ら約8k鼠上流左岸で合流する．東川は狭山丘陵の北麗に

源をもち、所沢市内を通り抜けて合流する．柳瀬川を

シリーズ第5回｛最終回｝柳涯川の源流をたずねて

この合流点から約4kl上流に上ると、右岸すなわち東京

都清瀬市側から空堀川が合流する．空堀川は狭山丘陵の

南麗から流れ出て、武蔵村山市、東大和市、東村山市、

清瀬市と抜けてくる．空堀川との合流点から、さらに上

流約5knの県境の二瀬購付近で北川を合流する．北川は

二瀬晴から僅か500111上流で前川を合流する．北川は多摩

湖に、前川は狭山丘陵の南麓に水源を持つ．

　(図１：柳瀬川流域図)

十二段

かつては、この十二12を一亀のよシこ多摩湖の

水を落とし、北111力水芦とし（．げこ．

'こいる．昭和30年代までは、多摩湖の

堰堤から１二19と呼ばれる滝があり、

その滝の水か宅部池を満たし.北川に

注いでいたｊ一鮒つりをする老人か. '=i

時の少年時代の思い出と共に語ってく

わた、今は水を落としていない｜二段

を見ながら｢夏になると、子供たちは

この滝をプール代わりだったし、この

滝から宅部池に戸くか流れるから宅部池

は冷たかった．そのため、タナコ'が多

く、池には黒く群れなしていた、今で

もタナ．･が卵を産みつけるカラス貝ば

池にはいるから、水が入れはタナゴも

戻ると思う｣と語り．こんな冬に未な

いで春に来い、桜と若葉の季節か丘陵

の一番いい季節だと･･加えた．

　前川は＿瀬橋の上流で北jllに合流Ｔ

るが．やはり、三面護岸で東村山の住

宅地の中を通り抜け、西武多摩湖線の

武蔵大和駅の近くて．丘陵の谷間に入

り込んでいく．しかし、この谷間に人

り込んても住宅が密集し、JI.らしさを

見せてくれなかった．両脇の丘陵の林

!j自然公園として整備されているのに、

前川はユ面護岸の排水路、しかも東大

和市湖畔２Ｔｎ付近からは咄渠になっ

てしまう、暗渠の先'こは公園の中に作

られた池がある．作られた池ても暗渠

よりよい、水源|まこの池に流れ込む小

さな水路の上1こある．規模こそ小さい

が二つ並んで湧水がある、この湧水は

整俑されてなく、自然に崖のロームか

ら湧き出ている．荊川の水源は昔なが

らに残されていた．ようやくたどり着

いた正真正銘の水源であった．雨上が

りであたためかもしれないが、近くの

ーからは染み出すように土がぬれてい

た．カメラに収めよ)と湧水にレンズ

を向けた瞬間である、木の枝からぽた

りと水滴が湧水に落ちた．ふと、され

いなまま海まで流れて欲しいと願った．

空堀jllと奈良橋川　水田の面影は

　清瀬巾'(合流する空堀川は、清瀬の

合流点から約18 k ･､1遡Ｊた武蔵■I? Jim

の都立野山北公園の６奥に水源がある

が、Ｊ.の公園の手前は住宅が密集し暗

渠になっていた。水源には、現在。釣

りができる池がある、釣りしていた子

供たちに、｢この池の水はとこの｣|に

流れるの｣と尋ねると、首を傾げるぽ

かりで答えはなかった。

　奈良橋川は東大和市の高木橋付近で

空堀川と合流する全長W5knの河jlで

ある。上流の武蔵大和市に入ると名111

を変え谷戸川と呼はれる。谷戸という

名前の通り狭山丘陵の谷s司を流れる｡

水源は同雨中藤2丁目の竜太池にある。

この谷戸川1･j近には明治時代の迅速図

　(明治10S代に陸軍作成)苓見るj･こ

の谷戸川一帯に水田が広がっ'（いた｡

現存は、水田を見ることができないと

思い訪ねたのたか、青梅街道にそった

中藤４丁目に約2反の水田があIJた。

､川島|・UKijQuylli.]・lilは!liilj,lLl£!liiyBl!ik｡

ｔ
Ｊ

聡
い

　　　　　　　　　　　　　　　l　t　.･

j:!:lg聊|・

j･1の熊は．こんな･jりなｊ水から始まる．

空堀川の水源　つりぼり池から空堀川は流れで

るか、し|ぶらくは暗粛となる．

谷戸川に沿い残る中藩の水田

新河岸川流域を歩こう (7)

東川　市内を抜けて

　所沢市は、現在のπ町付近を中心に

;工戸時代以来発展した街で、元町を流

れる東川は大畢な生活水であった．東

jl､は所沢市の生みの川といえる、しか

し、現在の街は、岸締に桜か植えられ

遊歩退が設けているものの、大而の際

1二漫水する危険件のある川、排水路と

しての役刮程度にしか扱われていない、

親水とは．川や水の恵みや役割に感鋳1

1-るところから始まるものである．所

沢市の元町付近の再間発と保存活用と

いう動きが近年盛んに論議されている

か、iliの牛みの川も大切に論議の対象

に加えて欲しいと願う次第である．

東川は、柳瀬川への合流地点から水

源までは約16 kmあり、水源は所沢

両三ケ島地区の狭山fi陵北越にある．

三ケ島地区に入ると．川は小;||のせせ

らぎを思わttる．三ケ島八幡神社の北

値I』で、川に堰跡を見つけた．周辺は開

発が激しいが、明治10年代の陸軍迅速

図によれば、付近には水田が広かって

いた．近くの農家に母ねると、昭和30

年代まではこの堰から水田に水を引い

ていたという．Ξケ島のほとんどの農

家が水田を1 (1000m)、2反もち、

年閻の食べ・の米は賄い、東川を中心

に12篇丿歩(120､00�）の水田があった

という.「もう､水田はないてすよね」

と尋ねると、「あるよ．その奥に」と

liiさされ、住宅の彫をみると、１反ぐ

らいの水田かある．東川最後の現在水

田である．

　水源は埼■県立芸術高校の南側の谷

頭にある．農家の畑の奥にあったが、

マンホールの蓋かされていた．中には

今でもされいな水が湧いているという．

　水源の水を覗きたかったか.今回は肺

めた．開発されてなければ安心である．

いつか、水を大串に思う仲間と訪ねた

いと思ljた．

しに役寸-Jだ一仁が唄じられ之． 」

柳瀬川本流　二瀬橋から狭山湖へ

　柳瀬川本流は、かつては二瀬橋から

ｔ流に広い水田を形成していた．しか

し、現在は住宅化されている．僅かに

佳摩緑地の標識がたち、埋め立てられ

田が畑に変わった姿を所々に見るに過

ぎない．南側に古代悲田処の言い伝え

や、新田氏の鎌倉攻めの伝承をもつ八

国山と呼はれる狭山fl陵の先端部と北

に.名勝荒幡富士の枝丘の問も住宅化し、

住宅地の９を＝.両護岸の排水溝のよう

な柳瀬J11が上流に向かう．これらの歴

史について、通りがかる人に訪ねても

誰からも答えは返ってこなかった．大

半が移り佳んだ人４で、地域の歴史に

は関心がない、もっとも、かつての景

観が極端に失われているために．歴史

や自然や川のことに対して、関心を持

てというのは無理なのかも知れない．

　所沢市山L｣付近の西武線狭山一下山

口駅から上流へ約500メートルに山口

城跡がある．嗜峰の丘陵を背に．柝瀬

川に面して城があった．中世、村山

党という武士集団の城とされるが、信

号脇の大型店舗の一角に土塁の一部と

池が残されているに過きない．この池

は児子池と呼ばれ、湧水があ９たが、

櫓峰の丘陵の開発以降水は湧かない．

柳瀬Jliは狭山湖から水源を確保して

いるかかつては、現在の湖底を約2キ

ロ上-二)た所に水源があったとされる．

水源碑は大雄槙の扶にさびしくある．

柳瀬jll水源鵜　水涛lj水の旅の始まるところ.

t,う少し大事にしたいと思われた．

【図１】

八国山

柳珊1111耶水薫付近の水に関するポイント

　　　　　　　　　　HAain

　　　　　　　　　　　�jll－　’

北川と前川　市民と共にある河Jll

　北JIIは二瀬橋からほとなく前川と合

流する．この合流点｛･j近IJ久米川占戦

場と呼ぱれ、合流点の石岸の徳蔵寺に

は戦死した武士供養のための元弘三年

　0333年）銘板石塔婆（国指定文化財）

がある、鎌倉街道が通り、上州（群馬）

から攻め上った新田義貞軍を、幕府箪

が迎え戦かった古戦場である．丘陵と

いくつか河川が合流する複雑な地形が

合戦の場所に利用された．幕府軍は大

敗.新田軍は禄ａ街道を上り、やがて

倒幕する．そんな歴史を動かした舞台

となった地である．

　北川は二瀬構から水源まで僅か3kni

の小汐］川である．北川は宅部Jll ・後JII

ともいう．住宅密集地を通る排水路と

認識されかねない小河川であるが、こ

の地域は市民活動の成哭によって参加

型の親水串業や整備がされている、都

立北山公園は狭山丘陵保全のための公

園であるが、その一角に北JIIの環境を

復元した観水公園も作られた．市民の

積極的な声か、こつした公園づくりに

も大きな力になっている．また、周辺

下宅部遺跡

には僅かであるが、水田を見ることが

できる。水田の所有者の話は、少しで

ぞ､長く背の面影を残してたいという、

25年くらい前この付近を歩いたことか

あるか、丘陵の緑を背景にほとんどが

水田であったことを思い出した。

　武蔵村山市と東大和市の境付近の北

川水源までl krl足らずの東村山巾多摩

湖町の右岸に下宅部遺跡がある。都営

団地の建替え工事の際に発見された。

特筆すべきは縄文時代の塀跡の発掘で

ある。約4000年前の縄文時代に丸太材

や石で堰をつくり角をおぴき寄廿漁

をしていた跡が発見された。縄文時代

の漁の様子が克明に理解された遺跡で

ある。現在よりも川は生活と切り離せ

ない存在であったと理解させる。

　北川の水源は、現在は多摩湖畔の堰

堤下の都立狭山公園内にある。多摩湖

設置以前には､さらに上流約3kゃのたっ

ちゃん池が水源だったと聞いた、現在

公園内に、宅部池（通称たっちゃん池）

があり、池のオーバーフローした水と

多摩湖からの引水が北川の水源になっ
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志木市周辺イベント情報

新河岸川流域フォーラム開催決定

新所沢事務所

　-●1　　　　-=

　｜　里JIIしんぶんについてや．活動についてのお問合せ1£

　　　新所沢●覇所まで．お気軽にとうぞう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開館喝問

　　　月・水・金曜日　　午後１鴫～午後５鴫

　　　土・日曜日・祝日　午mm～午後５鴫

　　　火・木曜日　　　休館

　　　会議等でご利用になろ場合13. K飼料間の変更も可能です．

　　　ごII】月の方は新酒沢●棚jiまでご連城下さい．
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ハタザクラまつり

　今年はもう散っているかな？　でも世界に
　１本しかない珍しい花弁、一見の価値有り．

日　時：４月14日（日）午前11～3時

集　合：長勝院跡（志木三小となり）

主　催：環境教育推進員の集い

問合せ:048-473-1111 (志木市生涯学習課）

巻の野草観察会

日　時：４月21日（日）午前９時～11時20分頃終了

集　合；午前９時に柳瀬川サミット前〔雨天中止〕

主　催：県生態系保護協会志木支部／エコシティ志木

　　　　／教育サーピスセンター

問合せ:048-474-Z559 (武藤）

イベントに関するお問い合せは

新河岸川流域新所訳事務所　TELyFAX 042-994-3212

変更も考えられますので、事前にお問い合せ下さい。

尾崎農機具資料館の定例整理

　昔のくらしや農業の話が間けます

日　時：５月10日（金）午前10～12時

集　合：資料館裏門集合

主　催：エコシティ志木

問合せ:048-476-1955 (福村）

ツバメと春の観察会

日　時：５月25日（土）

集　合：午前９時　東武東上線「柳瀬川」駅

　　　　サミット前広場（雨大中止

籾ち物：筆記用具、双眼鏡（持っている人）等

主　催：エコシティ志木／生態系保護協会志木支部

　　　　／志木市立教育サーピスセンター

問合せ:048-471-4275 (毛利）

柳瀬川流域水循環マスタープラン　中問とりまとめ　公表

Ｃ近年、急激な都｢h化により¨水¨の流れる経路・水量・水質が変わっできています。この培果、洪水か増える一方で、

　普段の川の水が少なくなったり、汚くなったりといういろいろな問題が出てきています、

Ｃこのような問題の解決策を流域全体で考え、流域の水循環を望ましい姿にするために総合的なマスタープランの策足を

　進めています。

Ｃ柳瀬川流域水循環マスタープラン中間とりまとめは以下の特徴があります。

・水循環という視点で、河川の改修、雨水の貯留・浸透、地下水、湧水、緑地保全、市民参加、地域づくり等に関し、こ

　れまでの行政部門を超えた取り組みの方向仕を示しております。

・柳瀬川の流域は、東京郡・埼玉県の２郡県、13雨町からなり、このような規模での水循環に関する計直のとりまとめは
一 一 一 一

　全国で初めてであります｡

・一般公募した珂民からなる「市民懇談会」で討議を重ね、ホームページを活用するなど、プラン策定段階から情報を公

　関して市民の意見を聴き、繰り返し資14の修正男を行い、「中問とりまとめ」に反映するよう努めてきておりまず。

　　　　　　　　　　中問とりまとめの公開は、柳瀬川流域水循環マスタープランのホームページでも公開しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　httD:μｍｍ　Ｍａ.or､ip/arage/yanase

新河岸川流域フ４－ラムを開催致します、チーマは「あなたの家は大丈夫・先人に学ぶ川との付き合い方」です｡水害

と戦いなから、その水を上手く利用した先人の知恵に学び、jllとの付き合い方を一緒に考えてみませんか｡詳しくは、開

催事務局へお問合せ下さい。

日･4 : 2002年5月19日（日）午前10略～午後4時　会場：東洋大学朝霞校舎3号館

　開催事務局：荒川下流工事事務所調査課　TEL 1)3-3902-3220　FAX 03-3902-2346

　　　　　　　hitp｡//≪iM≪5ocn ne､jp/"sinKasi/index- htmi

nilしんぶん｣閥情轜を大群しますf

各流域や地域での活動報告やイベント情報を募集しています。身近な情報

などをお手紙、ＦＡＸまたはEメールで新所沢事務所までお寄せ下さい。

〒359-0043　所沢市弥生町2 9 9 6 ― 6　１Ｆ
新河岸川流域川づくり連絡会　新所沢事務所

　　　TELyFAX　042-9 94-3 2 I 2

　　　E-mail　singasilvesta. ocn. ne.jp
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