
高麗川の概要
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流域面積：９４．７９km2

流路延長：３８．８３km

関係市町村：飯能市、日高市、坂戸市、

毛呂山町

日高市

毛呂山町

鶴ヶ島市

川のまるごと再生プロジェクト
様式－２

清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川をををを生生生生かしたかしたかしたかした

安安安安らぎとにぎわいのらぎとにぎわいのらぎとにぎわいのらぎとにぎわいの創出創出創出創出

こ ま が わ

坂戸市坂戸市坂戸市坂戸市



川とまちの現状把握

坂戸市では高麗川が南西から東へ流れ、川に沿って「高麗川ふるさと遊歩道」が整備さ

れており、清流高麗川の緑豊かな自然を満喫しながら安らぎを得られる水辺空間となって

います。この高麗川の豊かな自然環境を保全、創出するとともに、自然に親しみながら散

策やウォーキングの場として利用できる水と緑のネットワークづくりを推進しています。

■高麗川の市内流路延長11.1km

（うち県管理区間4.7km ※河川整備計画なし）

■美化活動団体：高麗川ふるさとの会

四日市場護岸花卉愛好会

城西大学高麗川プロジェクト

様式－３

市町村域市町村域市町村域市町村域とととと川川川川のののの関係関係関係関係（（（（現状現状現状現状のののの案内図案内図案内図案内図）））） 川川川川のののの現状現状現状現状

鳩山町

東松山市

（うち川の応援団の登録 2団体）

■川の特徴

・関東有数の清流（県内上位の水質）

・国の「ふるさとの川整備事業」により市民参加

による川づくりが実施され、多くの市民から愛

されています。

・浅羽ビオトープや高麗川右岸環境側帯を中心

に自然観察や野外活動の場として親しまれて

います。

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり等等等等のののの課題課題課題課題

■森戸橋上流（県管理区間）は、高麗川の清流と

自然を十分生かせない状況となっています。

■河川敷における不法投棄。

坂戸市

川越市

鶴ヶ島市

毛呂山町

日高市

高麗高麗高麗高麗川川川川

国管理区間国管理区間国管理区間国管理区間

県管理区間県管理区間県管理区間県管理区間

豊かな緑や河川の自然環境と共生するまちの創出

市街地である北坂戸から坂戸の景勝地である城山までの高麗川ふるさと遊歩道を整備するこ

とで、高麗川の清流と緑豊かな自然を親しみながらウォーキングできる環境づくりを実現します。

この取り組みにより、遊歩道の利用者の増加や高麗川上流部の原自然との触れ合いの場、憩

いの場を創出できるものと期待しています。

�森戸橋森戸橋森戸橋森戸橋からからからから上流上流上流上流はははは、、、、水辺水辺水辺水辺にににに親親親親しめるスポットになってしめるスポットになってしめるスポットになってしめるスポットになって

いるがいるがいるがいるが、、、、河川敷河川敷河川敷河川敷がががが整備整備整備整備されていないことからされていないことからされていないことからされていないことから、、、、水辺水辺水辺水辺にににに

近寄近寄近寄近寄れずれずれずれず、、、、またまたまたまた川川川川にににに沿沿沿沿ってってってって歩歩歩歩くことができないためくことができないためくことができないためくことができないため、、、、高麗高麗高麗高麗

川川川川のののの清流清流清流清流やややや自然自然自然自然をををを体感体感体感体感できないできないできないできない場所場所場所場所となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。

�森戸橋森戸橋森戸橋森戸橋からからからから上流上流上流上流はははは、、、、河川敷河川敷河川敷河川敷がががが整備整備整備整備されていないことからされていないことからされていないことからされていないことから

見通見通見通見通しがしがしがしが悪悪悪悪くくくく、、、、人通人通人通人通りがないためりがないためりがないためりがないため、、、、不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄されやすいされやすいされやすいされやすい

様式－４

まちづくりとまちづくりとまちづくりとまちづくりと川川川川のののの関係関係関係関係（（（（イメージイメージイメージイメージ図図図図）））） 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題へのへのへのへの対応対応対応対応

起点

北坂戸北坂戸北坂戸北坂戸

見通見通見通見通しがしがしがしが悪悪悪悪くくくく、、、、人通人通人通人通りがないためりがないためりがないためりがないため、、、、不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄されやすいされやすいされやすいされやすい

場所場所場所場所となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。

�護岸・遊歩道整備によって遊歩道全線が川に

沿ったコースとなることから、高麗川の自然を

より体感でき、利用者の増加につながります。

�遊歩道の利用者が増加し、見通しが良くなる

ことで河川敷の不法投棄をなくします。

目標目標目標目標・テーマ・テーマ・テーマ・テーマ

川が見えない遊歩道 河川敷の不法投棄

高麗川高麗川高麗川高麗川

終点

高麗川高麗川高麗川高麗川ふるさとふるさとふるさとふるさと遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道（（（（10.2 10.2 10.2 10.2 ｋｍ）ｋｍ）ｋｍ）ｋｍ）

浅羽浅羽浅羽浅羽ビオトープビオトープビオトープビオトープ

高麗川右岸環境側帯高麗川右岸環境側帯高麗川右岸環境側帯高麗川右岸環境側帯

城城城城 山山山山

多和目天神橋多和目天神橋多和目天神橋多和目天神橋（（（（木橋木橋木橋木橋））））

多和目橋多和目橋多和目橋多和目橋（（（（木橋木橋木橋木橋））））

若宮橋若宮橋若宮橋若宮橋（（（（木橋木橋木橋木橋））））

森戸橋森戸橋森戸橋森戸橋

県管理区間県管理区間県管理区間県管理区間

国管理区間国管理区間国管理区間国管理区間

川川川川のまるごとのまるごとのまるごとのまるごと再生再生再生再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

ホタルホタルホタルホタル生息地生息地生息地生息地

万年橋万年橋万年橋万年橋

高麗川大橋高麗川大橋高麗川大橋高麗川大橋



県に実施してほしい取組

高麗川ふるさと遊歩道の森戸橋から上流では、河川敷が整備されていないため、高麗川

の自然環境を活用できない状況となっています。そこで護岸、遊歩道工事を実施すること

により、利用者が高麗川の清流や緑豊かな自然に親しみ、遊歩道を通じた良好な水辺空

間を創出します。

様式－５

位置図位置図位置図位置図

森戸橋森戸橋森戸橋森戸橋

②②②②護岸整備護岸整備護岸整備護岸整備

遊歩道整備遊歩道整備遊歩道整備遊歩道整備 500m500m500m500m

高麗川高麗川高麗川高麗川 高麗川の現況
整備後のイメージ

五号堰五号堰五号堰五号堰

①親水護岸整備、遊歩道整備

（多和目天神橋～多和目橋 右岸：700m）

②親水護岸整備、遊歩道整備

（森戸堰～森戸橋 右岸：500m）

実施実施実施実施してほしいしてほしいしてほしいしてほしい取組取組取組取組のののの概要概要概要概要

工程表工程表工程表工程表

①多和目天神橋から下流を望む

H25 H26 H27

護岸整備 測量設計 工事 工事

遊歩道整備 〃〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃〃

多和目橋多和目橋多和目橋多和目橋（（（（木橋木橋木橋木橋））））

多和目天神橋多和目天神橋多和目天神橋多和目天神橋

（（（（木橋木橋木橋木橋））））

城山橋城山橋城山橋城山橋

高麗川高麗川高麗川高麗川ふるさとふるさとふるさとふるさと遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道ルートルートルートルート

①①①①護岸整備護岸整備護岸整備護岸整備

遊歩道整備遊歩道整備遊歩道整備遊歩道整備 700m700m700m700m

二号堰二号堰二号堰二号堰

城西大城西大城西大城西大ＧＧＧＧ

一号堰一号堰一号堰一号堰

三号堰三号堰三号堰三号堰

森戸堰森戸堰森戸堰森戸堰

森戸橋森戸橋森戸橋森戸橋

高麗川高麗川高麗川高麗川ふるさとふるさとふるさとふるさと遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道ルートルートルートルート

森戸堰森戸堰森戸堰森戸堰

市町村が取組む事業等の概要（多和目・四日市場地区）

本市では高麗川ふるさと遊歩道を整備し、多くの利用者に高麗川の自然や水辺空間を

楽しんでもらえるような取組みを行うとともに、高麗川の清流の保全・創出のために地域の

ボランティア団体や学生と一体となった協働活動を推進します。また、国の「ふるさとの川

整備事業」により、新たに川沿いに整備された遊歩道を本事業に併せて活用できるように

します。

様式－６

事業等事業等事業等事業等のののの概要概要概要概要

位置図位置図位置図位置図

■森戸橋から下流200mの歩きづらい

遊歩道を整備します。

■遊歩道の案内看板や新しいコース

の曲がり角に道標を設置します。

また、ふるさとの川整備事業区間に

も道標を設置します。

高麗川高麗川高麗川高麗川新新新新ルートルートルートルート

ハ

ー

ド

遊歩道整備

五号堰五号堰五号堰五号堰

多和目橋多和目橋多和目橋多和目橋（（（（木橋木橋木橋木橋））））

多和目天神橋多和目天神橋多和目天神橋多和目天神橋

（（（（木橋木橋木橋木橋））））

城山橋城山橋城山橋城山橋

森戸堰森戸堰森戸堰森戸堰

二号堰二号堰二号堰二号堰

工程表工程表工程表工程表

も道標を設置します。

■今年度、遊歩道整備事業として浅羽

ビオトープのトイレ改修や安全対策

のための歩道整備を実施しています。

■遊歩道の利用者用トイレの改修や増設をします。

■遊歩道の見どころでもある木橋の若宮橋を安全に通行できる

よう改修工事を実施します。

■遊歩道マップを作成します。

■ボランティア団体や学生等と協働し、ボランティア活動を推進し

ます。

遊歩道の整備

水辺再生１００プラン実施箇所

秋葉神社

諏訪神社

滝不動

滝不動

ハ

ー

ド

ソ

フ

ト

一号堰一号堰一号堰一号堰

三号堰三号堰三号堰三号堰

H25 H26 H27

遊歩道整備工事 ○ ○ ―

案内看板及び道標設置・マップ作成 ― ― ○

トイレ改修（1箇所）・増設工事(1箇所） ○ ○ ―

若宮橋改修工事 ○ ― ―

城西大城西大城西大城西大ＧＧＧＧ



維持管理の実施

本市では高麗川の自然を楽しみながら利用できる遊歩道の整備と環境づくりに取組んでいま

す。また、地域のボランティア団体や学生等と連携した河川清掃活動に取組むことで、行政と市

民が一体となった川の環境づくりを推進しています。

様式－７

維持管理維持管理維持管理維持管理のののの概要概要概要概要

■市とボランティア団体、学生（高校・大学）など

が協働し、ゴミ清掃等の維持管理活動を行い

ます。

■遊歩道沿いの草刈は市で実施します。

■不法投棄監視パトロールを市とボランティアで

持続的持続的持続的持続的・・・・自立的自立的自立的自立的なななな維持管理維持管理維持管理維持管理にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組

■市とボランティア団体、学生との間で円滑な連

携が取れるように意見交換を実施します。

■市とボランティア団体や学生と協働し、ボラン

ティア活動を推進します。■不法投棄監視パトロールを市とボランティアで

連携して取り組みます。

ティア活動を推進します。

■ボランティア団体や大学のＨＰなどを活用して

高麗川での清掃活動をＰＲし、ボランティアの

輪が広がるよう働きかけます。

既存既存既存既存のののの活動活動活動活動

・高麗川ふるさとの会（川の国応援団）

活動場所：浅羽ビオトープを中心とした北坂戸橋～五号堰

内容：清掃活動、水質調査活動、環境学習など

・四日市場護岸花卉愛好会（川の国応援団）

活動場所：四日市場地内（水辺再生100プラン整備箇所）

内容：清掃活動

・城西大学高麗川プロジェクト

活動場所：多和目天神橋～多和目橋～100プラン箇所

内容：清掃活動、高麗川沿い休耕地の活用など

維持管理維持管理維持管理維持管理へのへのへのへの支援制度支援制度支援制度支援制度

・市ホームページによるPR

概要：高麗川での清掃活動等のＰＲ広報を行い、河川環

境美化に対する啓発を行います。

・清掃活動の補助

概要：ボランティア団体、学生が清掃活動で集めた処分

できない粗大ごみ等の回収、処理を市で行います。

再生した川やまちの利活用に向けた取組

水辺再生１００プランで整備された水辺空間と新しい遊歩道をつなぐことで、さらに水辺に

親しめる道とし、旧遊歩道は神社仏閣を巡り、坂戸の歴史に触れる道とすることで相互に

坂戸の魅力を体感できる遊歩道を創出します。 また、国の「ふるさとの川整備事業」によ

り下流部の遊歩道も新たに川沿いに整備されたことから、より魅力的な遊歩道としリニュー

アルします。

■日常の散策路としての利用など地域のコミュニ

ケーション創出の場となるよう推進していきます。

■学生などの若い世代に、川に親しみを持っても

らい、環境美化についての意識を醸成します。

様式－８

利活用利活用利活用利活用のののの計画計画計画計画

■広く市内外の方々にアピールできるよう、広報

活動に取り組みます。

■学校の課外学習の場や部活動の練習、ジョギ

ングコースなどに活用してもらいます。

■親水護岸として整備される森戸橋上流部を高

利活用利活用利活用利活用のののの実施実施実施実施

■リニューアルされる遊歩道を活用して「高麗川

ふるさと健康ウォーキング」を実施し、清流高麗

川のＰＲと地域の活性化につなげます。

■坂戸市総合振興計画において、高麗川を水辺

のレクリエーション軸として位置付けており、今

後、高麗川ふるさと遊歩道を軸として市内を流

れる川を活用しながら遊歩道を広げていきます。

既存既存既存既存のイベントのイベントのイベントのイベント

・高麗川ふるさと健康ウォーキング高麗川ふるさとング

<主催者> 坂戸市

<内 容> 高麗川の自然を楽しみながら健康増進の

ための遊歩道散策

<会 場> 高麗川ふるさと遊歩道

■親水護岸として整備される森戸橋上流部を高

麗川の親水スポットとして利用してもらいます。

■清流に架かる優しく素朴な木橋と一号堰から

五号堰までの五つの堰を結ぶルートにします。

■旧遊歩道は滝不動や諏訪神社、秋葉神社な

どの神社仏閣を巡り、利用者が坂戸市の歴史

に触れることができるルートになります。



取組全体のアピールポイント

様式－９

○取り組みにより期待される効果

・学生との協働活動により、若い世代が川に対する愛着や興味を持つことができます。

・遊歩道の利用者が増加し、遊歩道の見通しが良くなることで不法投棄が減少します。

・国の「ふるさとの川整備事業」に併せ、「川のまるごと再生プロジェクト」に取り組むこと

で、市内を流れる高麗川をまるごと再生します。

・遊歩道が市街地である北坂戸から景勝地の城山まで、高麗川のほとりを歩くことが

可能になることから、さらに親しみやすい川となり、多くの市民や観光客を呼び込む

ことができます。

・遊歩道の起点から終点までボランティア活動が行われることで、多くの市民が高麗川・遊歩道の起点から終点までボランティア活動が行われることで、多くの市民が高麗川

に愛着を持ち、「ふるさと坂戸」を実感することができます。

○川の国埼玉の実現にどのようにつながるか

・本取組により、清流高麗川の「うるおい」や「安らぎ」に触れ、「ふるさと坂戸」「ふるさ

と埼玉」の魅力を多くの方々に実感していただくことにより、誰からも愛着を持たれる

川になります。

・リニューアルされる「高麗川ふるさと遊歩道」の活用により、多くの市民や観光客を呼

び込み、高麗川に「にぎわい」を創出します。



原風景の復活と

誰もが歩けるやすらぎの巾着田

川川川川のまるごとのまるごとのまるごとのまるごと再生再生再生再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

様式－２

～ ～

日高市
日高市マスコットキャラクター

くりっかー＆くりっぴー

横手渓谷横手渓谷横手渓谷横手渓谷

高麗川

こ ま がわ

川川川川とまちのとまちのとまちのとまちの現状把握現状把握現状把握現状把握

清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川はははは、、、、奥武蔵正丸峠付近奥武蔵正丸峠付近奥武蔵正丸峠付近奥武蔵正丸峠付近のののの山山山山々々々々にそのにそのにそのにその源源源源をををを発発発発しししし、、、、幾十幾百幾十幾百幾十幾百幾十幾百のののの谷谷谷谷のののの水水水水のののの一滴一滴一滴一滴一滴一滴一滴一滴をををを集集集集めてめてめてめて小小小小ささささ

なななな流流流流れをつくりれをつくりれをつくりれをつくり、、、、やがてやがてやがてやがて白白白白いいいい水水水水しぶきをしぶきをしぶきをしぶきを上上上上げながらげながらげながらげながら奔流奔流奔流奔流をををを形形形形づくりづくりづくりづくり、、、、日高市日高市日高市日高市のののの横手地区横手地区横手地区横手地区へとへとへとへと入入入入りますりますりますります。。。。本流本流本流本流のののの

流路長流路長流路長流路長はははは約約約約40ｋｍｋｍｋｍｋｍでありでありでありであり、、、、日高市内日高市内日高市内日高市内をををを流流流流れるれるれるれる長長長長さはさはさはさは約約約約16ｋｍｋｍｋｍｋｍですですですです。。。。
関東有数関東有数関東有数関東有数のののの水質水質水質水質をををを誇誇誇誇るるるる高麗川高麗川高麗川高麗川のののの清流清流清流清流があることからがあることからがあることからがあることから、、、、市市市市ではではではでは、、、、平成平成平成平成7年年年年に“ふれあいに“ふれあいに“ふれあいに“ふれあい清流文化都市清流文化都市清流文化都市清流文化都市”を”を”を”を宣宣宣宣

言言言言していますしていますしていますしています。。。。特特特特にににに、、、、山間地域山間地域山間地域山間地域であるであるであるである横手渓谷横手渓谷横手渓谷横手渓谷はははは、、、、勾配約勾配約勾配約勾配約0.035とととと下流下流下流下流のののの平均約平均約平均約平均約0.003をををを大大大大きくきくきくきく上回上回上回上回りりりり、、、、そのそのそのその
美美美美しくしくしくしく勇壮勇壮勇壮勇壮なななな姿姿姿姿にはにはにはには、、、、たくさんのファンがいますたくさんのファンがいますたくさんのファンがいますたくさんのファンがいます。。。。

またまたまたまた、、、、横手渓谷横手渓谷横手渓谷横手渓谷のののの下流下流下流下流にににに位置位置位置位置する“する“する“する“巾着田巾着田巾着田巾着田のののの曼珠沙華曼珠沙華曼珠沙華曼珠沙華”はその”はその”はその”はその名名名名をををを全国全国全国全国にににに知知知知らしめるほどのらしめるほどのらしめるほどのらしめるほどの景勝地景勝地景勝地景勝地となっとなっとなっとなっ

ていますていますていますています。。。。巾着田巾着田巾着田巾着田のののの堤内堤内堤内堤内にににに足足足足をををを踏踏踏踏みみみみ入入入入れるとれるとれるとれると、、、、そこはそこはそこはそこは原風景原風景原風景原風景がががが残残残残されたされたされたされた別世界別世界別世界別世界でありでありでありであり、、、、日頃日頃日頃日頃からからからから地域住民地域住民地域住民地域住民

のののの散策散策散策散策やややや川遊川遊川遊川遊びにびにびにびに利用利用利用利用されているほかされているほかされているほかされているほか、、、、バーベキューなどをバーベキューなどをバーベキューなどをバーベキューなどを楽楽楽楽しむしむしむしむ行楽客行楽客行楽客行楽客でででで賑賑賑賑わっていますわっていますわっていますわっています。。。。

このようにこのようにこのようにこのように、、、、魅力満載魅力満載魅力満載魅力満載の“の“の“の“清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川”ですが”ですが”ですが”ですが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで、、、、川川川川をををを起点起点起点起点としたとしたとしたとした、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは川川川川にににに着目着目着目着目したハイキンしたハイキンしたハイキンしたハイキン

グコースにはグコースにはグコースにはグコースには着目着目着目着目されてきませんでしたされてきませんでしたされてきませんでしたされてきませんでした。。。。

様式－３

市町村域市町村域市町村域市町村域とととと川川川川のののの関係関係関係関係（（（（現状現状現状現状のののの案内図案内図案内図案内図）））） 川川川川のののの現状現状現状現状

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり等等等等のののの課題課題課題課題

■高麗川の延長 約16ｋｍ（河川整備計画なし）
■美化活動団体 ９団体（うち川の国応援団：２２２２団体団体団体団体）

横手友好会横手友好会横手友好会横手友好会、天神橋美化衛生協力会、

栗坪上組親睦旅行会、白銀平むつみ会、野々宮仲好会、

日高市観光協会、巾着田管理協議会、

巾着田巾着田巾着田巾着田サポーターズクラブサポーターズクラブサポーターズクラブサポーターズクラブ、埼玉西部漁業協同組合高麗支部

■川の特徴

奥武蔵の渓谷と関東有数の水質

■川に着目したハイキングコースが少ない

■ハイキングコース内の施設の腐食が進み危険な場所

がある

■観光客で賑わう巾着田の整備が行き届いていない



原風景原風景原風景原風景のののの復活復活復活復活とととと誰誰誰誰もがもがもがもが歩歩歩歩けるやすらぎの“けるやすらぎの“けるやすらぎの“けるやすらぎの“巾着田巾着田巾着田巾着田””””

関東有数関東有数関東有数関東有数のののの水質水質水質水質をををを誇誇誇誇る“る“る“る“清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川”は”は”は”は、、、、そのそのそのその美美美美しさからしさからしさからしさから親水親水親水親水スポットとしてスポットとしてスポットとしてスポットとして人気人気人気人気をををを集集集集めていますめていますめていますめています。。。。特特特特にににに、、、、

山間部山間部山間部山間部をををを勇壮勇壮勇壮勇壮にににに流流流流れるれるれるれる横手渓谷横手渓谷横手渓谷横手渓谷とそのとそのとそのとその下流下流下流下流にににに位置位置位置位置するするするする巾着田巾着田巾着田巾着田はははは、、、、年間年間年間年間をををを通通通通じてたくさんのじてたくさんのじてたくさんのじてたくさんの行楽客行楽客行楽客行楽客がががが訪訪訪訪れまれまれまれま

すすすす。。。。

水辺再生水辺再生水辺再生水辺再生100プランにおいてプランにおいてプランにおいてプランにおいて整備整備整備整備された“された“された“された“横手渓谷横手渓谷横手渓谷横手渓谷のののの

遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道”と“”と“”と“”と“天神橋下天神橋下天神橋下天神橋下のののの遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道”は”は”は”は、、、、新新新新たなたなたなたな親水空間親水空間親水空間親水空間とととと

してしてしてして地元住民地元住民地元住民地元住民のののの散歩散歩散歩散歩コースになっていますコースになっていますコースになっていますコースになっています。。。。

またまたまたまた、、、、巾着田巾着田巾着田巾着田からからからから下流域下流域下流域下流域にもたくさんのにもたくさんのにもたくさんのにもたくさんの親水空間親水空間親水空間親水空間がががが

ありありありあり、、、、春春春春からからからから秋秋秋秋のののの行楽行楽行楽行楽シーズンにはたくさんのシーズンにはたくさんのシーズンにはたくさんのシーズンにはたくさんの家族連家族連家族連家族連

れがバーベキューやれがバーベキューやれがバーベキューやれがバーベキューや川遊川遊川遊川遊びにびにびにびに訪訪訪訪れますれますれますれます。。。。

今後今後今後今後はははは、、、、これらこれらこれらこれら大小大小大小大小のののの親水親水親水親水スポットをスポットをスポットをスポットを有効有効有効有効につなぎにつなぎにつなぎにつなぎ、、、、

様様様様々々々々なななな活動活動活動活動がががが行行行行えるようえるようえるようえるよう整備整備整備整備がががが期待期待期待期待されますされますされますされます。。。。

様式－４

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題へのへのへのへの対応対応対応対応

目標目標目標目標・テーマ・テーマ・テーマ・テーマ

■ハイキングコース内を整備する

・流れ橋の橋桁を交換するとともに橋脚などにつなぐ。

・散策道路を拡幅する。

■巾着田内を整備する

・魚道を整備し親水空間にするとともに、遊歩道を整備し、歩行者

の安全を確保する。

■川に着目したハイキングコースを設定する

・近隣の商工業者などとの連携のもと、複数のハイキングコース

を川に着目して有効につなぐ。

■市民や行楽客が安心して安全に周遊できるようコース内の施設

を整備する。

■巾着田の魅力をさらに向上させるため、新たな施設を整備し、

年間約60万人の行楽客数を増加させる。
■市内の隠れた魅力を再確認し、19種類のルートでつないでいく。

まちづくりとまちづくりとまちづくりとまちづくりと川川川川のののの関係関係関係関係（（（（イメージイメージイメージイメージ図図図図））））

【凡例】

駅

親水スポット

観光スポット（商工業者等）

周遊コース（案）

横手横手横手横手・・・・多峯主山多峯主山多峯主山多峯主山

コースコースコースコース

ふるさとふるさとふるさとふるさと歩道歩道歩道歩道

酒造酒造酒造酒造・・・・醤油蔵醤油蔵醤油蔵醤油蔵

コースコースコースコース

県県県県にににに実施実施実施実施してほしいしてほしいしてほしいしてほしい取組取組取組取組

・・・・今今今今ではあまりではあまりではあまりではあまり見見見見ることのできない“ることのできない“ることのできない“ることのできない“流流流流れれれれ橋橋橋橋””””。。。。橋橋橋橋のののの上上上上からはからはからはからは勇壮勇壮勇壮勇壮なななな横手渓谷横手渓谷横手渓谷横手渓谷のののの流流流流れをれをれをれを見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。

腐食腐食腐食腐食がががが激激激激しいしいしいしい橋桁橋桁橋桁橋桁のののの交換交換交換交換とととと、、、、生木生木生木生木につないでいるにつないでいるにつないでいるにつないでいる橋桁橋桁橋桁橋桁をををを安定安定安定安定したしたしたした構築物構築物構築物構築物につなぐにつなぐにつなぐにつなぐ必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

・・・・巾着田内巾着田内巾着田内巾着田内のののの車道車道車道車道とととと歩道歩道歩道歩道をををを分離分離分離分離すればすればすればすれば訪訪訪訪れるれるれるれる市民市民市民市民やややや行楽客行楽客行楽客行楽客がががが安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに周遊周遊周遊周遊できますできますできますできます。。。。

・・・・高麗川高麗川高麗川高麗川とととと巾着田内水路出口巾着田内水路出口巾着田内水路出口巾着田内水路出口にはにはにはには大大大大きなきなきなきな高低差高低差高低差高低差がありますがありますがありますがあります。。。。魚道魚道魚道魚道をををを整備整備整備整備するとともにするとともにするとともにするとともに魚道魚道魚道魚道のののの脇脇脇脇にににに遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道をををを

整備整備整備整備することですることですることですることで訪訪訪訪れるれるれるれる人人人人々々々々がががが魚魚魚魚のののの遡上遡上遡上遡上のののの姿姿姿姿をををを見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。

・・・・高麗川高麗川高麗川高麗川にはたくさんのにはたくさんのにはたくさんのにはたくさんの親水親水親水親水スポットがありますスポットがありますスポットがありますスポットがあります。。。。それぞれのポイントをハイキングコースでつなぐためにはそれぞれのポイントをハイキングコースでつなぐためにはそれぞれのポイントをハイキングコースでつなぐためにはそれぞれのポイントをハイキングコースでつなぐためには、、、、

道標道標道標道標やややや案内板案内板案内板案内板がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

実施実施実施実施してほしいしてほしいしてほしいしてほしい事業事業事業事業のののの概要概要概要概要

■歩行者の安全を確保するための流れ

橋の架け替えと固定（ワイヤー固定）

様式－５

位置図位置図位置図位置図

工程表 Ｈ２５ Ｈ２６

１ 橋桁架替え

２ 魚道と遊歩道

３ 案内板

測量設計

～工事

設置

活用

橋の架け替えと固定（ワイヤー固定）

■歩行者の安全を確保するための遊歩

道整備（2箇所）
■高麗川から巾着田に魚が遡上できる

よう魚道を整備

■ハイキングコースに親水空間案内板

を設置

工程表工程表工程表工程表



市市市市がががが取組取組取組取組むむむむ事業等事業等事業等事業等のののの概要概要概要概要

川川川川をををを視点視点視点視点としたハイキングコースのとしたハイキングコースのとしたハイキングコースのとしたハイキングコースの確立確立確立確立によりによりによりにより、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民やややや行楽客行楽客行楽客行楽客に“に“に“に“清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川”をアピールすること”をアピールすること”をアピールすること”をアピールすること

ができますができますができますができます。。。。またまたまたまた、、、、飯能市飯能市飯能市飯能市やややや坂戸市坂戸市坂戸市坂戸市とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる広域周遊広域周遊広域周遊広域周遊コースはコースはコースはコースは、、、、行楽客行楽客行楽客行楽客にににに新新新新たなたなたなたな楽楽楽楽しみをしみをしみをしみを与与与与えますえますえますえます。。。。

さらにさらにさらにさらに、、、、人気人気人気人気のののの親水親水親水親水スポットであるスポットであるスポットであるスポットである巾着田巾着田巾着田巾着田にににに新新新新たなたなたなたな魚道魚道魚道魚道をををを整備整備整備整備しししし、、、、水路水路水路水路をををを改修改修改修改修することによってすることによってすることによってすることによって、、、、魚魚魚魚をををを増増増増やややや

すすすす環境環境環境環境がががが整整整整いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、巾着田内巾着田内巾着田内巾着田内にににに乱立乱立乱立乱立するするするする啓発看板啓発看板啓発看板啓発看板などのなどのなどのなどの構築物構築物構築物構築物をををを景観景観景観景観にににに配慮配慮配慮配慮したものにしたものにしたものにしたものに切切切切りりりり替替替替えてえてえてえて

いくことでいくことでいくことでいくことで、、、、巾着田巾着田巾着田巾着田のののの魅力魅力魅力魅力がががが増増増増しますしますしますします。。。。

様式－６

位置図位置図位置図位置図

事業等事業等事業等事業等のののの概要概要概要概要

■巾着田内を魚が自由に泳ぎ回れるよう水路

を整備するとともに、原風景復活のため、景

観にそぐわない構築物を一掃します。

■周遊コース内の道路を拡幅・補修します。

（横手渓谷～拡幅道路～大門橋～市街地～飯能市

～巾着田～下流域へ）

ハハハハ

ーーーー

ドドドド

～巾着田～下流域へ）

■周遊コースに道標や案内板を設置します。

■西武池袋線高麗駅から東武越生線西大家駅

に向けて高麗川沿いの周遊コースを設定し

ます。

■ＪＲや西武鉄道、東武鉄道との連携の下、駅

から駅へのハイキングイベントを開催します。

■合併処理浄化槽への転換促進により、高麗川

の水質改善に取り組みます。

ソソソソ

フフフフ

トトトト

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

水路整備 設計・工事 活用 活用

道路拡幅 測量・工事 活用･補修 活用・補修 活用・補修

看板等付け替え 実施・活用 実施・活用 実施・活用 活用

コース設定、道標設置 検討 実施・活用 実施・活用 実施・活用

水質改善 啓発・実施 啓発・実施 啓発・実施 啓発・実施

工程表工程表工程表工程表

維持管理維持管理維持管理維持管理のののの実施実施実施実施

清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川はははは日高市日高市日高市日高市のののの財産財産財産財産でありでありでありであり、、、、市民市民市民市民やややや行楽客行楽客行楽客行楽客のののの安安安安らぎとらぎとらぎとらぎと潤潤潤潤いのいのいのいの場場場場ですですですです。。。。そのようなそのようなそのようなそのような観点観点観点観点からからからから、、、、本事業本事業本事業本事業

によりによりによりにより整備整備整備整備したしたしたした川川川川やややや水路水路水路水路などのなどのなどのなどの維持管理維持管理維持管理維持管理はははは、、、、市市市市とととと各関係団体各関係団体各関係団体各関係団体がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって実施実施実施実施しますしますしますします。。。。

またまたまたまた、、、、各家庭各家庭各家庭各家庭からからからから排出排出排出排出されるされるされるされる浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽のののの処理水処理水処理水処理水をきれいにをきれいにをきれいにをきれいに保保保保つこともつこともつこともつことも清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川のののの維持保全維持保全維持保全維持保全にはにはにはには欠欠欠欠かせまかせまかせまかせま

せんせんせんせん。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、持続的持続的持続的持続的・・・・自立的自立的自立的自立的なななな維持管理維持管理維持管理維持管理をををを定着定着定着定着させるためさせるためさせるためさせるため、、、、各種各種各種各種イベントのイベントのイベントのイベントの企画企画企画企画とそのとそのとそのとその連携連携連携連携によりによりによりにより関係団体関係団体関係団体関係団体

のモチベーションをのモチベーションをのモチベーションをのモチベーションを維持維持維持維持しますしますしますします。。。。

■維持管理の対象

・流れ橋、遊歩道、魚道、水路、看板などの構築物

・各家庭の浄化槽

■維持管理の実施主体

持続的持続的持続的持続的・・・・自立的自立的自立的自立的なななな維持管理維持管理維持管理維持管理にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組維持管理維持管理維持管理維持管理のののの概要概要概要概要

■維持管理に対するモチベーションを保つため、

各種イベントの際に、活動を実施しているエリア

を巡るコースを設定し、その成果を来場者にご

覧いただきます。

様式－７

■維持管理の実施主体

・日高市、日高市観光協会、天神橋美化衛生協力会外関係団体、巾着田

管理協議会、巾着田サポーターズクラブ、埼玉西部漁業協同組合高麗

支部、各家庭

■維持管理の内容と想定される役割分担

・流れ橋、遊歩道、魚道、散策道路の維持管理・・・日高市

・草刈、ごみ拾い、水路清掃・・・日高市観光協会、天神橋美化衛生協力会

ほか協力団体、巾着田管理協議会など

・高麗川流域各家庭の合併処理浄化槽への転換促進や保守点検の徹底

啓発など・・・日高市

・浄化槽の適正管理・・・各家庭

■役割分担の検討方法

・市が管理委託している各団体と協議して定期的に検討する。

覧いただきます。

■維持管理に対するモチベーションを保つため、

整備した施設を活用した事業を実施します。

■地域住民の美化清掃活動を持続させるため、

各団体の活動状況を広報誌などに掲載します。

■第５次日高市総合計画に掲げる「市民と行政の

協働体制の確立」のため、各種イベントを協力

団体主体により実施します。

既存既存既存既存のののの活動活動活動活動

・天神橋美化衛生協力会、栗坪上組親睦旅行会、白銀平むつみ会、野々宮仲好会に

よる「ごみ拾い」

・埼玉西部漁業協同組合による「河川パトロールやごみ拾い」

・巾着田管理協議会、日高市観光協会などによる「ごみ拾いや各種イベント企画」

維持管理維持管理維持管理維持管理へのへのへのへの支援制度支援制度支援制度支援制度

・川の国応援団（埼玉県）

概要：活動資材の貸出しや水質分析、

啓発、資材の提供

・清掃活動等補助（日高市）

概要：一定の活動に対する必要経費

補助



再生再生再生再生したしたしたした川川川川やまちのやまちのやまちのやまちの利活用利活用利活用利活用にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組

水辺再生水辺再生水辺再生水辺再生１００プランで１００プランで１００プランで１００プランで整備整備整備整備されたされたされたされた様様様様々々々々なななな施設施設施設施設をををを遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道でつなぎでつなぎでつなぎでつなぎ、、、、だれもがだれもがだれもがだれもが安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに周遊周遊周遊周遊できるようできるようできるようできるよう

整備整備整備整備しますしますしますします。。。。

またまたまたまた、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの施設施設施設施設をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するためするためするためするため、、、、市産業振興課市産業振興課市産業振興課市産業振興課がががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなり、、、、公的団体公的団体公的団体公的団体やボランティアやボランティアやボランティアやボランティア団体団体団体団体、、、、

周遊周遊周遊周遊コースにコースにコースにコースに隣接隣接隣接隣接するするするする商工業者商工業者商工業者商工業者などのなどのなどのなどの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、イベントやイベントやイベントやイベントや美化衛生活動美化衛生活動美化衛生活動美化衛生活動などになどになどになどに取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。

■都心から自動車や公共交通機関を利用して１時間で訪れる

ことができ、豊富な自然を残しているという立地条件を生か

し“遠足日本一”を目指します。

■魚の活動が活発になる春には、日高市観光協会主催の巾

着田菜の花まつりが開催されます。このイベントは、訪れる

利活用利活用利活用利活用のののの実施実施実施実施利活用利活用利活用利活用のののの計画計画計画計画

■西武池袋線高麗駅から徒歩にて巾着田に入り、子どもから高齢

者まで誰もが安心して安全に周遊できるよう、整備された遊歩道、

河原、曼珠沙華公園、魚道、原っぱ（自由広場）、古民家を巡る

散策ルートを確立させます。

■巾着田周辺を訪れた行楽客を、新たに設定する周遊コースに誘

様式－８

着田菜の花まつりが開催されます。このイベントは、訪れる

お客様が自ら参加して楽しんでいただく体験型のお祭りで

す。当事業完了後は、このお祭りの中に、魚の放流などの

新たな体験型コーナーを盛り込みます。

■巾着田周辺で開催されるイベントは、地元の各協力団体と

協議の元、取り組んでいきます。

■巾着田周辺を訪れた行楽客を、新たに設定する周遊コースに誘

導します。

■当事業完了後、完成した魚道沿いの遊歩道から魚の遡上を見学

するイベントを検討します。

■行楽客が楽しく散策できるよう、周遊マップを作成するとともに、

既存のボランティアグループの連携を図り、行楽客の利便性を

高めます。

イベントイベントイベントイベント推進体制推進体制推進体制推進体制

主催団体 ； 日高市観光協会、日高市商工会など

協力団体 ； 日高市、巾着田管理協議会

（公的団体）

巾着田サポーターズクラブ

高麗郷古民家サポーターズクラブ

（ボランティア団体）

神社や造り酒屋・醤油業者など

（工場見学などが可能な民間企業等）

既存既存既存既存のイベントのイベントのイベントのイベント

・・・・巾着田曼珠沙華巾着田曼珠沙華巾着田曼珠沙華巾着田曼珠沙華まつりまつりまつりまつり

主催者：日高市観光協会、日高市商工会

会場：巾着田曼珠沙華公園内

内容：市民によるおもてなしステージ、地場産特産品販売

・・・・巾着田菜巾着田菜巾着田菜巾着田菜のののの花花花花まつりまつりまつりまつり

主催者：日高市観光協会

会場：巾着田ふれあい広場内

内容：市民によるおもてなしステージ、地場産特産品販売

取組全体取組全体取組全体取組全体のアピールポイントのアピールポイントのアピールポイントのアピールポイント

■■■■巾着田周辺巾着田周辺巾着田周辺巾着田周辺はははは、、、、年間年間年間年間をををを通通通通じてたくさんのじてたくさんのじてたくさんのじてたくさんの行楽客行楽客行楽客行楽客でででで賑賑賑賑わいますわいますわいますわいます。。。。特特特特にににに秋秋秋秋のののの曼珠曼珠曼珠曼珠

沙華沙華沙華沙華シーズンにはシーズンにはシーズンにはシーズンには、、、、約約約約３０３０３０３０万人万人万人万人のののの行楽客行楽客行楽客行楽客がががが真紅真紅真紅真紅のののの絨毯絨毯絨毯絨毯をををを堪能堪能堪能堪能していますしていますしていますしています。。。。

■■■■巾着田周辺巾着田周辺巾着田周辺巾着田周辺のののの高麗郷高麗郷高麗郷高麗郷をををを訪訪訪訪れるれるれるれる行楽客行楽客行楽客行楽客をををを飯能市飯能市飯能市飯能市やややや坂戸市坂戸市坂戸市坂戸市にににに誘導誘導誘導誘導することはすることはすることはすることは、、、、

広域的広域的広域的広域的なななな地域地域地域地域のののの賑賑賑賑わいわいわいわい創出創出創出創出につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。

■■■■西暦西暦西暦西暦716年年年年にににに当地域当地域当地域当地域をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした高麗郷一帯高麗郷一帯高麗郷一帯高麗郷一帯にににに高麗郡高麗郡高麗郡高麗郡がががが置置置置かれましたかれましたかれましたかれました。。。。

2016年年年年（（（（平成平成平成平成28年年年年））））にににに、、、、高麗郡建郡高麗郡建郡高麗郡建郡高麗郡建郡１３００１３００１３００１３００年年年年をををを迎迎迎迎えることからえることからえることからえることから、、、、歴史歴史歴史歴史をををを柱柱柱柱としたとしたとしたとした

地域間連携地域間連携地域間連携地域間連携によるまちおこしをによるまちおこしをによるまちおこしをによるまちおこしを実現実現実現実現しますしますしますします。。。。

様式－９

■■■■取取取取りりりり組組組組みによりみによりみによりみにより期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果

西武池袋線高麗駅西武池袋線高麗駅西武池袋線高麗駅西武池袋線高麗駅とととと東武越生線西大家駅東武越生線西大家駅東武越生線西大家駅東武越生線西大家駅をををを結結結結ぶぶぶぶ新新新新たなたなたなたな周遊周遊周遊周遊コースのコースのコースのコースの実現実現実現実現

はははは、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに楽楽楽楽しむことができるハイキングコースのしむことができるハイキングコースのしむことができるハイキングコースのしむことができるハイキングコースの確立確立確立確立でありでありでありであり、、、、はははは、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに楽楽楽楽しむことができるハイキングコースのしむことができるハイキングコースのしむことができるハイキングコースのしむことができるハイキングコースの確立確立確立確立でありでありでありであり、、、、

清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川をををを見見見見つめなおすつめなおすつめなおすつめなおす絶好絶好絶好絶好のののの機会機会機会機会になりますになりますになりますになります。。。。またまたまたまた、、、、コースにコースにコースにコースに隣接隣接隣接隣接するするするする商商商商

工業者工業者工業者工業者などなどなどなど協力協力協力協力をををを得得得得ることでることでることでることで、、、、地元特産品地元特産品地元特産品地元特産品ののののＰＲＰＲＰＲＰＲとととと地域地域地域地域のののの賑賑賑賑わいのわいのわいのわいの創出創出創出創出につなにつなにつなにつな

がりますがりますがりますがります。。。。

またまたまたまた、、、、魚道魚道魚道魚道のののの整備整備整備整備はははは、、、、新新新新たなたなたなたな巾着田巾着田巾着田巾着田のののの楽楽楽楽しみとしてしみとしてしみとしてしみとして、、、、新規新規新規新規ファンのファンのファンのファンの

獲得獲得獲得獲得、、、、リピーターのリピーターのリピーターのリピーターの確保確保確保確保につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。

■■■■地域地域地域地域によるによるによるによる持続的持続的持続的持続的・・・・自立的自立的自立的自立的なななな維持管理維持管理維持管理維持管理のののの実現性実現性実現性実現性

各地域各地域各地域各地域のののの協力団体協力団体協力団体協力団体はははは、、、、市市市市とととと密接密接密接密接にににに連携連携連携連携をををを図図図図りりりり、、、、日頃日頃日頃日頃のののの美化活動美化活動美化活動美化活動にににに

励励励励んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。特特特特にににに、、、、巾着田管理協議会巾着田管理協議会巾着田管理協議会巾着田管理協議会はははは、、、、事務所職員事務所職員事務所職員事務所職員とととと地元関係地元関係地元関係地元関係

区長区長区長区長、、、、漁協役員等漁協役員等漁協役員等漁協役員等でででで構成構成構成構成されておりされておりされておりされており、、、、巾着田周辺巾着田周辺巾着田周辺巾着田周辺のののの自然自然自然自然・・・・生活環境生活環境生活環境生活環境のののの

保全保全保全保全やややや施設施設施設施設のののの維持整備維持整備維持整備維持整備についてについてについてについて、、、、定期的定期的定期的定期的にににに協議協議協議協議していますしていますしていますしています。。。。

■■■■川川川川のののの国埼玉国埼玉国埼玉国埼玉のののの実現実現実現実現にどのようにつながるかにどのようにつながるかにどのようにつながるかにどのようにつながるか

清流高麗川清流高麗川清流高麗川清流高麗川はははは、、、、訪訪訪訪れるれるれるれる行楽客行楽客行楽客行楽客にににに感動感動感動感動とやすらぎをとやすらぎをとやすらぎをとやすらぎを与与与与えますえますえますえます。。。。高麗川高麗川高麗川高麗川

のののの整備整備整備整備、、、、美化美化美化美化、、、、活用活用活用活用はははは、、、、行楽客行楽客行楽客行楽客のののの増加増加増加増加につながりにつながりにつながりにつながり、、、、川川川川のののの国埼玉国埼玉国埼玉国埼玉のののの絶好絶好絶好絶好

のアピールにつながりますのアピールにつながりますのアピールにつながりますのアピールにつながります。。。。


