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Ⅰ．前回のふりかえり 

Ⅱ．議題 

１．星川の原風景保存について 
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１．前回のふりかえり 

●原風景保全の６つの方針について 

→【議題１】へ 

→【議題３】へ 

→【議題１】へ 
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１．前回のふりかえり 

●原風景保全の６つの方針について 

→【議題１】へ 
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１. 前回のふりかえり 

＜意見＞ 

・専門家との現地調査を行い、保全方法 

 の検討を行ってほしい 

 

＜対応＞ 

・午前中に行った現地調査を踏まえ、 

 検討を進める 

→【議題２】へ 

●馬見塚橋の保全方法について 

●アンケートについて 

＜意見＞ 

・アンケートの目的を明確にし、重要な 

 情報を住民に周知した上で行うべき 

・広く意見を吸い上げるためにはワーク 

 ショップ等を行ったほうが良い 

＜対応＞ 

・意見を踏まえ、今後の流れを検討した 

→【議題３】へ 
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１. 前回のふりかえり 

＜意見＞ 

・継続的なモニタリング体制を行う 

 ための体制づくりを行っていくべき 

・整備前後のキタミソウへの変化の  

 分析を行うべき 

＜対応＞ 

・小学校を２校（北小・南河原小）を 

 選定し、現在調整中 

・今年度の調査結果を次回以降 

 提示する 

●キタミソウのモニタリングについて 



Ⅱ．議題 
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１．星川の原風景保存について 

（１） 星川の成り立ち 

（２） 屋敷林の保全事例 

（３） 斎条堰～星川橋における整備前後の比較 

（４） 保全対象 

（５） 保全方法の考え方 
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１．星川の原風景保存について 

（１）星川の成り立ち 

以前は、星川は 

荒川に流れ込んで
いた。 

※江戸時代（寛永６年（1629））に 

荒川を利根川から分離 【現在】 【江戸時代】 

現在は、元荒川・ 
中川に流れ込む。 
（中川は利根川水系） 

出典：国土交通省ＨＰ 
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１．星川の原風景保存について 

（１）星川の成り立ち 

秩父 

出典：関東農政局ＨＰ 

星川 

現在、管内河川工事では

秩父や栃木の割栗石を 

使用することが多い 

もともと同じ水系の荒川の

水源である秩父産の石を

使うことを検討していく 

※現在管内では採石を行っていない 
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１．星川の原風景保存について 

（２）屋敷林の保全事例 

●住民活動： 西東京市 「屋敷林の会」 

【メンバー】 

２０名程度 （屋敷林ボランティア） 

【活動内容】 

・屋敷林の維持管理 （金曜に６～７名参加） 

・土地の一部を野草園として整備し、 

 金曜はオープンガーデンとして一般に開放 

※土地に出入りすることについては、信頼に立って地主との口頭で交わされている

※屋敷林の蔵に棲みついたタヌキの観察を始めたのがきっかけで、屋敷林を 

 介した交流が始まった 

出典：東京の緑を守る将来会議ＨＰ 
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１．星川の原風景保存について 

（２）屋敷林の保全事例 

●東京都・特別区・市町村 「緑確保の総合的な方針」（平成２２年５月） 

【土地区画整理事業における取組み】 

  ・屋敷林を現状のまま都市計画公園として位置づけ、 

   通常の公園と合わせて利用する。 

【特別緑地保全地区の指定推進】 

  ・維持管理に意欲のある住民やＮＰＯなどに、 

   民間基金などと連携し、活動資金を支援する 

●砺波市 「風に強く管理しやすい屋敷林（カイニョ）づくり」（平成２２年５月） 

地域住民が「地域づくり協定」を結び、その地区の屋敷林を維持管理を行う。 

それに対し、市が支援を行う。 

 ＜支援内容＞ 

  ・屋敷林の維持管理、育成に要する費用、それらに関する研修費用 

出典：東京都・特別区・市町村 「緑確保の総合的な方針」 
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１．星川の原風景保存について 

（３）斎条堰～星川橋における整備前後の比較 

出典：google map（加筆） 

■馬見塚橋～星川橋 

■斎条堰～馬見塚橋 



①斎条堰上流 （左岸→右岸） 

樹木の伐採 

H16.5 

H27.2 
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河畔林の伐採 

②酒巻導水路 下流 （左岸→右岸） 

H16.5 

H27.2 
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堤防の顕在化 

③酒巻導水路 （左岸→右岸） 

H15.1 

H27.2 
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・堤防の顕在化 

砂州の消滅 

④馬見塚橋下流01 （左岸→右岸） 

H19.4 

H27.2 
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河畔林の伐採 河川敷の一様化 
（傾斜） 

堤防の 
顕在化 

⑤馬見塚橋下流01 

H15.11 

H27.2 
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・堤防の顕在化 

・河川敷の一様化 

⑥馬見塚橋上流 

H15.11 

H27.2 
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現況維持 築堤 築堤 



水際線の直線化 

⑦青木堀上流 （左岸） 

H23.4 

H26.10 
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河畔林の伐採 

⑧星川橋下流 

H23.11 

H27.10 
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１．星川の原風景保存について 

（４）保全すべき対象 

河畔林 

• ヤナギ類、ハンノキ林、ケヤキ－ムクノキ林 

•水際～河畔林の連続性 

水際線 

• たまりやワンドなど多様な水際線、瀬や淵 

• キタミソウ、マコモ、ヨシ等の水生植物 

河川敷 

•広狭、高低など変化のある河川敷 

•河川敷の草地、砂礫地 

河床 

•深浅などの河床の変化 

•河床の礫や砂、石 

○原風景の保全 

○水辺の鳥の休憩場所 

○水面に日陰を作る 

○原風景の保全 

○様々な生物の生息環境 

○産卵場所、退避場所 

○原風景の保全 

○様々な生物の生息環境 

○親水空間、憩の場 

○原風景の保全 

○様々な生物の生息環境 

○河川の自浄作用の向上 
23 
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１．星川の原風景保存について 

（５）保全方法の考え方 

未整備区間は極力現況を保全する  

（築堤・切り下げを原則行わない） 

ただし、 

治水安全面については考慮する必要がある 
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１．星川の原風景保存について 

（５）保全方法の考え方 

①堤防高（H.W.L＋0.6m）の確保 

②計画流量（Q=60m3/sec）が 

  流下可能な断面の確保 

条 
 
件 

２つの治水安全面の条件を満たした上で、 

原風景の保全に努める 
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保全対象を決定  
（河畔林、水際、たまり、河川敷、田畑…） 

保全対象範囲は極力現況のまま残す  

１．星川の原風景保存について 

（５）保全方法の考え方 

範囲内で堤防高に達する場合 範囲内で堤防高に達さない場合 

保全対象の背後側で築
堤し、保全対象は残す 

築堤せず、 
現況のまま残す 

条件① 堤防高を確保する 
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１．星川の原風景保存について 

（５）保全方法の考え方 

計画流量が流下可能な場合 計画流量が流下不可能な場合 

田畑で流量を確保し、 
河川敷や河床を保全する 

等の対策が必要 

河川敷や河床を 
現況のまま残す 

条件② 流量を確保する 

条件① 堤防高を確保する 

保全対象範囲は極力現況のまま残す  

※流量計算等は方針決定後、予備設計等で確認し、対策を検討していく 
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（５）保全方法の考え方 

 

１．星川の原風景保存について 

右岸 

左岸 

右岸 

左岸 

下流区間 

【保全対象】 

河畔林、水際線、 

河川敷、河川沿いの田畑 

【保全対象】 

河畔林、水際線、 

池・たまり、河川敷 

【保全対象】 

河畔林、水際線、池・たまり、 

河川敷、河川沿いの田畑 

【保全対象】 

河畔林、水際線、池・たまり、 

河川敷、河川沿いの田畑 

中流区間 上流区間 
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１．星川の原風景保存について 

（５）保全方法の考え方 

 

左岸（未整備）を保全 

保全対象 ： 水際線、河川敷、河床、河川沿いの田畑 
↓ 

河川敷 畑 水際線 河床 

条件②流量 ： 足りない場合は、畑部分を切り下げる等の対策 

↓ 

下流 代表横断図 

条件①堤防高 ： 範囲内で堤防高に達していない ⇒ (案)道路の前面に特殊堤設置 
             堤防とみなす地点まで、河川用地を広げる 

↓ 

※道路排水等の課題は今後検討が必要 
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１．星川の原風景保存について 

（５）保全方法の考え方 

右岸（未整備）を保全 

中流 代表横断図 

保全対象の範囲 ： 河畔林、水際線（たまり）、河床 

↓ 

河畔林 水際線（たまり） 

河床 

条件②流量 ： 右岸が計画よりセットバックしているため、流量は確保されると予想 

↓ 

条件①堤防高 ： 範囲内で堤防高に達する 
            ⇒ その地点までを河川用地とし、築堤はしない  

↓ 

※「管理用通路の設置」等の課題は今後検討が必要 
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１．星川の原風景保存について 

（５）保全方法の考え方 

●範囲内で堤防高に達していない場合  

  ⇒ 河畔林の背後側に築堤する  

※「管理用通路の設置」等の課題は今後検討が必要 



32 

１．星川の原風景保存について 

（５）保全方法の考え方 

両岸を保全する 

保全対象の範囲 ： 河畔林、水際線、河川敷、河床、河川沿いの田畑 
↓ 

河川敷 水田 水際線 河床 

河畔林 

水際線 

条件②流量 ： 足りない場合は、水田部分を切り下げる等の対策 

↓ 
【左岸】保全範囲（水際線・河川敷・河川沿い田畑）が堤防高よりも低い 
     ⇒  (案)水田脇のあぜ道を嵩上げし、河川用地を広げる  

上流 代表横断図 

条件①堤防高 ： 【右岸】範囲内で堤防高に達する ⇒ 築堤しない 
   その地点が現在計画の河川用地範囲内 ⇒ 河川用地範囲は広げない 

↓ 

※「管理用通路の設置」等の課題は今後検討が必要 
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１．星川の原風景保存について 

  ●検討事項 

   ・保全対象と保全方法の考え方 

   ・保存される河畔林の維持管理について    
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２．馬見塚橋の保全方法について 

（１） 現地調査の報告 

（２） 保全方法の検討 
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３．平成２７度以降の流れについて 

（１） キタミソウ生息状況調査結果の報告 

（２） 今後の流れ 
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３．平成２７度以降の流れについて 

キタミソウ生息状況調査結果の概要 (詳細は別添資料参照） 

 
●馬見塚橋下流部～酒巻導水路の区間 

中洲の消失により生育地が消失した箇所もあったが、良好な生育環境では植
被率が過年度よりも高くなっていた。 
 
●酒巻放水路～斎条堰の区間 

ヨシ群落により生育地が狭められた箇所もあったが、ベルト⑩付近では分布範
囲が過年度よりも拡大していた。 
 
●境橋～星川および馬見塚橋上流側の区間 
生育地が確認されたが、馬見塚橋下流部と比較すると生育適地が少なかった。 
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３．平成２７度以降の流れについて 
平成２６年度のふりかえり 
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３．平成２７度以降の流れについて 
平成２７年度以降 


