
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆水のない川、空堀川 

空堀川の源流は狭山丘陵東京都武蔵村山市本町の都立野山北公園域内です。途中，丘陵地

内に水源がある奈良橋川を高木橋で合流させた後、清瀬市中里で柳瀬川と合流する一級河川

です。 

空堀川は、昭和 40 年代までは畑地と

林の間を蛇行する情緒ある小さな川で

した。 

戦後経済成長とともに、柳瀬川・空堀

川の流域が急ピッチで宅地開発される

と、すべて家庭雑排水や工場排水が河川

に流され、平成の初めまで、河川は下水

道の役割を背負わされてしまいました。

ひどい悪臭の水が途切れることなく流

れ、その上降雨のつど雨水は一気に川に

押し寄せ、洪水のおきる暴れ川でした。 

  空堀川源流付近 
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洪水と汚染 

昭和 40 年代になると、洪水対策の為にこれまで 7ｍ程の空堀川が、下流から河川通路を

入れて30ｍ巾に広げる工事が都市計画に沿って始まりました。 

その結果空堀川の長さは 15km から 1 ㎞以上も短くなり、河床勾配もきつい川になりま

した。したがって、流域の上流部に降った雨は1時間も経たずに清瀬市内の柳瀬川に合流し

ます。 

 河川水がほとんど下水ですから、その汚濁と悪臭は、柳瀬川も同じです。昭和 45 年「水

質汚濁防止法」が制定され、川の汚濁がおおきな社会問題になりました。昭和 51 年、空堀

川は公害の川であり、その対策として、

流域四市に東京都が加わり、 「河川の

浄化対策協議会」を立ち上げ、四市が協

力して、汚濁負荷量を適格に把握し、“空

堀川汚濁負荷量調査報告書”を纏めてき

ました。各行政区域から発生する汚濁物

質を解明するために、昭和 51 年 7 月・

10 月 52 年 2 月・4 月の 4 回にわたっ

て通日調査を行ったそうです。 

その後「空堀川水質浄化対策協議会」

となり、毎年流量・水質調査を行ってい

ます。これによれば、空堀川の汚濁は昭

和 30 年代にはじまり、次第に汚染度を

増して昭和50年代から60年代にかけて

は、都内48河川中ワースト１の河川が続きました。通学路に面するフェンスには、「近寄る

な危険」とありました。 

 

昭和51年度の空堀川に流入している下水の状況は下記のようでした。 

事業所等排水調査結果（昭和51年度 出典：東京都北多摩環境保全事務所） 

 合  計 武蔵村山市 東大和市 東村山市 清瀬市 

50㎥以上の事業所 22 4 11 5 2 

50㎥以下の事業所 176 24 49 69 34 

公 共 施 設 53 12 18 13 10 

病   院 45 ４ 2 6 33 

浄 化 槽 4465 30 440 1796 561 

 

空堀川の名前 

 空堀川の古い呼び名は下流域で‶村山川″、中流部で“からぼり”、上流部では‶砂川″

が一般的な呼び名のようでした。武蔵村山市の下流部一帯の旧村小字名には中砂、下砂の

泡立つ空堀川 



地名があり、東大和市流域は上砂、中砂、下砂の旧小字があります。川の名は地域の名称

とかかわりがあるようです。橋名もまた、武蔵村山市や東大和市内また東村山市内には砂

がついた名前が残っています。最終的に昭和31年に、現在のカタクリ温泉のある武蔵村山

の流端から、柳瀬川合流点まで一級河川に指定された時「空堀川」と命名された。ところ

が柳瀬川との合流点が平成

28年に完成し、現合流点か

ら500ｍ上流と新川が「新

柳瀬川」と命名されまし

た。 

 清瀬市の川は、平均的な

降雨量であれば、上流が瀬

切れを起こしても、湧水

と、落差工がつくる淵に水

がたまり、魚や水鳥を守り

共生する事ができます。 

昭和 56年、清瀬下宿に

汚水処理施設が稼働をすると、各家庭や工場排水で流れを作っていた空堀川は、徐々にき

れいになると同時に瀬切れを起こす川になりました。 

 

空堀川は、武蔵村山、東大和、東村山を緩やかな傾斜で流れ、清瀬での標高は60ｍです。

柳瀬川合流点が 40ｍですから 20ｍの落差があります。改修で直線の川にし、河床も 4ｍと

深く、水を貯える粘土層も掘られ、礫層になり、少しばかりの水では吸い込まれてしまい 

ます。空堀川は清瀬に入ると護岸の水抜き穴や護岸の根岸から多くの湧水が流入、落差工が

つくる淵には、いつも釣り人や、子供たちの遊ぶ姿が見られます 

 

空堀川上流の瀬切れ 

かつての空堀川・柳瀬川合流点 



 

 

 

◆柳瀬川はどんな川 

柳瀬川の本来の源流は山口貯水池西側

の、埼玉県入間市宮寺と東京都西多摩郡瑞

穂町石畑の境界付近の金堀沢です。現在は

水源を守るため立ち入り禁止になってい

ます。源流や周囲の多くの沢の水は二つの

貯水池に流れ込みますが、貯水池の水は全

て東村山浄水場と境浄水場に送られ水道

水となり、柳瀬川には一切流れてきませ

ん。 

 

 

柳瀬川の上流域 
山口貯水池堰堤 

          私たちは、水と緑の美しい川を目指しています 



山口貯水池の広い堰堤の斜面を下ると大鐘橋に出

ます。その袂左岸に、「一級河川柳瀬川起点」と掘られ

た背の低い石標があり、ここから現在の柳瀬川が始ま

ります。橋の上流側も湿原のように草が生え、水源の

ような様相もしています。少し進むと左岸にかつて生

息し、今は野生では絶滅したミヤコタナゴがコンクリ

ートの水槽に保存され、生息できる環境を再生すると

いう目的で、多自然河道の整備や水量確保等の事業を

行なっています。 

 

北川と合流 

西武新宿線の手前の二瀬橋に接して柳瀬川と北川

が合流します。北川の源流は、都立狭山公園内の村山

貯水池堰堤南側の雑木林（東大和市）から染み出した湧水で、堰堤の下にある「たっちゃん

池」を経て川となり、住宅地や北山公園内を流れ、前川と合流して流れてきます。 

合流点はどちらの川も急傾斜のコンクリートブロック護岸で河床もコンクリートブロッ

クが敷き詰められています。柳瀬川はここまでが埼玉県の整備区間で、ここから下流は、北

川と共に東京都の整備区間になります。 

合流直後に西武新宿線をくぐり左に大きく蛇行すると、左岸は河畔林が川に覆いかぶさる

ように茂る天然河岸。続いて右に大きく蛇行するあたりは、江戸名所図会にも描かれている

「曼荼羅淵」と呼ばれてきた深い淵で、左岸にはコンクリートの擁壁護岸が高く見えます。

左岸側は所沢市で、深い緑に包まれたところは、「河童の詫び証文」の伝説が伝わる持明院。

右岸側は東村山市で、蛇行の内側は調節池になっています。 

 

開発から守られた淵の森 

新秋津駅の近くにある秋津神社の右にある線路を所

沢方面に進むと、埼玉県の整備区域になる、宮崎駿監督

の寄付をきっかけに公有地化した「淵の森」です。約

4,600 ㎡

のコナラ

やクヌギ

などの林

ですが、

清瀬同様

早春にはイチリンソウ・ニリンソウ・アズマイ

チゲの群生が見られます。その対岸斜面林も

また開発直前に市民運動で残す事が出来まし

た。地主さんの名前を取り宮崎監督の命名で

柳瀬川源流付近 

八郎山 

柳瀬川から淵の森 

http://asoberu-ogawa.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/image7.jpeg


「八郎山」（約 1,900 ㎡）と名付けられました。その八郎山の水際に生えている大ケヤキの

根元と自然護岸を洪水から守るために、国交省交えて埼玉県が2015年にバーブ工を施工し

ました。 

未改修の柳瀬川は、池袋線の下を通り大きく蛇行し、水際を守る大木の河畔林と一体化さ

れ、柳瀬川の原風景を残しています。 

 

空堀川との合流点 

野塩団地の裏を流れ明治薬科大学を過ぎると、28 年 3 月に完成された柳瀬川と空堀川の

新合流点になります。新合流点から下流清瀬橋前の現合流点までは、近隣には見られない素

晴らしい河畔林が守る天然護岸です。新合流点用地を都が確保した時から、旧川も残るよう

活動。その願いが叶い旧川も残されることは大きな成果でした。 

ところが分流の工事設計は、対岸の河川環境や清瀬の環境にふさわしいものではなく、治

水優先のコンクリートブロックで固めた人工的なものになってしまいました。少しでも市民

の皆様に癒される景観になるよう工夫をして変えてゆかなくてはと思います。        

         

     

工事前の調査 工事後洗掘された礫河原 

                     治水優先の分水工 



 

平成8年に、清瀬市民は知らない間に、清瀬橋から金山緑地迄，自然護岸の土手は緑の

トンネルでしたが、治水工事が始まると一気に河畔林は切られ、川幅が倍以上に拡巾され現

在のように見晴らしの良い川になりました。水際の護岸は巨石積みになり、何の変哲もない

用水路のようでしたが今は巨石の間に芽生えた、樹木が成長をして自然度を持ち野鳥や水鳥、

生き物にやさしい川になりつつあります。 

 清瀬橋左岸を進むと松柳橋前に高さ 20m 程にそびえる崖は「アカバッケ」と呼ばれ、柳

瀬川で最大の崖です。かつてはローム層や礫層が露出して、地層の構造を見ることができま

したが、古多摩川でもある柳瀬川が武蔵野台地を浸食した段丘崖です。 

 左岸をなおも進むと「武蔵野の風と光」をテーマに、昭和 61年 5月開園した 

 約2haの「清瀬金山緑地公園」に入ります。勿論この公園に添う河川も拡幅計画が

あり、すでに金山橋は拡幅巾に完成されていました。 

公園内の河川用地には、頭が赤く塗られた杭が打たれていました。西東に細長い金

山公園は、計画通りに工事されると池のある景観は台無しになりますが、市民活動に

よって残された土手に、都県境を守るエノキ数本が残す事が出来、その1本の古木はヤ

ドリギを寄生させ木陰を作ります。金山橋上から、上・下流を見て比較をしてみてく

ださい。 

 

 

設計の工夫で守られた金山緑地公園 市民の憩いの場 金山緑地公園 

魚道化が待たれる落差工 生きものの配慮した自然石の落差工 



金山公園の入口から道隔てた下流は、平成6年、東京都が柳瀬川中流域の洪水調節を目的

に完成した施設「金山調節池」です。総面積3.2ha、貯留水量は46,000㎥。 

近年の異状気象により時間雨量 50 ㎜を超えることも多く、多量の水量と泥が越流提から

流入。下流を水害から守るために大きな役割を果たしています。 

平常時この施設には、外周部や底部から豊富な湧水があり、池や湿地を形成、何も生えて

いない更地から湧水がたまり、草本・木本共に自生。湿地性植物に覆われると多種の野鳥・

昆虫が飛来し、生態・景観共に多くのカメラマンが並びます。 

 

 

  

 

 

台田団地前桜並木 

 柳瀬川の右岸土手と台田団地の間にサイクリングロードがありますが、本来は河川改修の

ための河川用地です。上流に洪水抑制のための調節池ができた事。河川改修も多自然川づく

りの方向に動き出し、この用地を清瀬市に貸与することが決まり、清瀬市は、サイクリング

道路や運動広場路建設。 

   環境・川まつり会場                

金山調節池とチョウトンボ 

 昭和34年頃の田植え風景 現在の台田団地 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1516019962/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NhbnBvMDEubG9saXBvcC5qcC9zYW5wby8yMDA5L3Rva3lva2lua28vMDkwOHRvbWJvMTcxMS5qcGc-/RS=^ADBdgLPK_931vKhhQjeJ6IONWM2A.U-;_ylt=A2RiomB6T1taVFYAcyeU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


 

サクラ並木 

昭和 38 年、下宿の坂間利司氏の所に、友人から、処分しても良い桜苗がある事を知らさ

れ、早速もらい受け、質の良い黒土を客土して、160本程数日かけて植栽されたものと伺い

ます。桜並木のもまた、団地が建てられる前まではよく実る田んぼでした。今は団地になり

かつての面影はありません。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

台田運動公園 

 平成 15 年から 19 年まで、ようやく清

瀬の河川水が清流になると同時に小・中学

校のゆとり教育が始まり、当会は第四小学

校の生徒たちを柳瀬川に招き、会員全

員,PTA、先生方と安全確保をし、魚とりや

泳ぎなどの川遊びが始まりました。まだラ

イフジャケットの用意もなく、大変神経を

使う活動でした。 

 

夏休みの短い期間に３～4グループの子供達に安全に対応するため、ライフジャケットは

必需品、清瀬市に川まつりを申入れ、市から了承され、市が事務局となり実行委員会体制で、

20年度から実施。現在につながっています。 

又、環境悪化による温暖化を抑制するために、同時に環境フェアも申し入れこれも受け入

れられ、台田運動広場で毎年続いています。子供達が安全に川あそびが出来て、イベントの

出来る河畔は清瀬市の誇りです。 

 清流の柳瀬川 



さて、城前橋を対岸に渡ると所沢市で整備

された滝の城跡公園です。かつての城を偲べ

るよう整備され、城好きの方は横道にそれる

のも良いでしょう。 

城前橋右岸から清瀬水再生センターまで

「ビオトープと文化財の散策エリア」です。 

 

東川合流 

城前橋を超えると対岸は所沢の滝の城址で

す。1年を通して緑豊かな環境です場らしい散策ロードです．清柳橋手前で所沢からの東川

が合流。合流間際に1ｍを超える直壁の落差工があり、豊かな柳瀬川の生態系を繋げること

が難しい。東川は狭山丘陵の北東側から流れ

出し、所沢市街地の中心部を流れてくる一級

河川。市街地は拡幅が難しいため、洪水時に越

流させた水を溜める地下河川をつくっていま

す。武蔵野線東所沢駅の北側に所沢市の古い

下水処理場がありましたが 2012 年に廃止さ

れ、水質が良くなりました。 

                

                

清瀬下宿ビオトープ                 

 流れに沿って、関越自動車道とJR武蔵野線

をくぐると開けた土手に出ます。清瀬市道を

渡ると水再生センターの西側一角に造られた

「清瀬下宿ビオトープ」柳瀬川回廊終点に出ま

す。   

開園時のエノキ・ムクノキの他に僅かな植栽

木のみで、自然に任せた園内は、年ごとに環境に

合ったガマやオギ・ススキなどの植生が安定し、

タヌキ・キジ・オシドリなど生き物の格好の隠れ

場となっています。ビオトープ他の水辺とは趣の違う景観と生態系を見せてくれます。小学

4年生が四季を通して観察するが教材に事欠かない豊かさです。開けた青空にはチョウゲン

東川合流点 



ボーなどワシタカの類も時には観察できます。            

     

 

そのまま柳瀬川を下ると、かつてこの辺り一帯が田圃であった証の柳瀬川への田の排水口

や水再生センター処理水の放流口もあります。水再生センターに沿って桜並木があり、流れ

を見ながら静かに鑑賞できる穴場です。  

 清瀬水再生センターを超えると柳瀬川も新座市に入ります。これまでの河川景観と変わっ

てきます。川越街道を渡ると川幅も変わり、土手の外側には大きなビルが並び全く様子が変

わります。広い高水敷は運動広場のように使われ、長い橋にも風情があります。 

 

◆新河岸川への合流点 

柳瀬川は志木市役所の下流で新河岸川と合流します。江戸時代には、新河岸川と荒川を利

用した江戸～川越間の舟運で栄えた引又河岸（明治以降は志木河岸）が開設され、また、野

火止用水が新河岸川を木樋で渡る「いろは樋」（明治後期以降は鉄管による伏越し）が造ら

れました。いろは樋の遺構やジオラマ等が、柳瀬川の栄橋右岸と新河岸川のいろは橋左岸に

展示されています。新河岸川をめぐる歴史の街を散策するのも珍しく学ぶ事が出来ます。 

途中利根大堰から都民の生活用水や隅田川の浄化用水として武蔵水路を使い送水された

ものを秋ヶ瀬取水堰で取り込み、朝霞上水場の沈砂層を経て利根川の自然水が東村山浄水場

に送られます。 

水再生センターの桜並木 

 

かつての金山橋の板 

放水口の上で釣りをする人 
水再生センターの桜まつり 



◆岩淵水門から隅田川を東京湾に 

新河岸川は岩淵水門のすぐ下流で隅田川に合流、様々なデザインの橋をくぐり、左岸にス

カイツリーを間近に見て流れます。 

狭山丘陵から出発した柳瀬川→新河岸川→隅田川は、さらに両国・日本橋・佃島を過ぎ、

勝鬨橋をくぐり、高層ビルの間を流れ、やっと東京湾にたどり着きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◆近年の異常気象により清瀬市も雨水対策が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミの堆積で倒れた柵 

平成28年8月 平成29年10月 相次ぐ台風による増水  

 

 

近年の異常気象により護岸が破壊されました 

  金山調節池に越流した泥 両岸に引っ掛かるごみ 

http://blog-imgs-91.fc2.com/s/e/i/seiryukara/IMG_4383_convert_20160828232042_201608282342442b9.jpg


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆水循環と雨水利用に関する新法が施工 （ゲリラ豪雨に備えよう） 

 ゲリラ豪雨が頻繁に起きる今日、従来の下水道や、河川整備だけでは、急激な雨水流出

に対応が困難となってきており、流域全体で面的に雨水を地下浸透するなどの管理をする

ことが求められています。 

このような背景から 2014年5月「雨水の利用の推進に関する法律」 同年7月に「水

循環基本法」が施工。柳瀬川・空堀川も近年増水のため避難勧告が出されます。 

洪水から人命や財産を守るためには、やはり雨水を1度に川に流さないよう、自分の家

に降った雨は、それぞれ有効に活用する方法を考えてみましょう。 

 

 

河川内の自然 

折角の天然護岸が崩れ補修工事完成(29年2月) 


