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裏面もご覧下さい 

調べ方案内＜わが町東久留米＞No.5                         平成 28年 3月発行 

  

「東久留米の川」を調べる 
 

東久留米市の図書館では、皆様のお役に立つように「調べ方案内」を発行しております。 

第５号は「東久留米の川を調べる」です。市内には 8 つの川（黒目川・落合川・立野川・西妻川・出水

川・楊柳川・弁天川・中溝川）が流れていますが、かつては氾濫したり汚染されたりしていました。市内

に流れる川の変遷を調べるとき、また市内散策のときの参考にご利用ください。 

所蔵館表示〔中：中央図書館 滝：滝山図書館 ひ：ひばりが丘図書館 東：東部図書館〕 

  

●「東久留米の川」を調べるとき 

１ 『東久留米市史』  東久留米市史編さん委員会／編  (東久留米市 1979 年)      所蔵：中 H21･51 中滝ひ東 213.6 

市内の地形や地質、水系などが解説されています。                 
 

２ 『明治前期・昭和前期東京都市地図 2・4』 清水 靖夫／編集 (柏書房 1996 年）           所蔵：中 R291.3 

明治前期と昭和前期を対比できるように作られた地図集。東久留米市は 1880 年頃・1906 年・1939 年頃・1951 年

頃の 1 万分の 1 地形図が対比して収録され、川筋や流域の変遷がわかります。 
 

３ 『東久留米市水路・河川網図(1:6000) 平成 13 年 3 月作成』 (東久留米市 2001 年)   所蔵：中 H51･51 東 517 
市内の水路や河川改修計画を図面化した地図で廃減水路なども描かれています。昭和55（1980）年・平成7（1995）

年作成のものもあります。 
 

４ 『かんきょう東久留米 平成 26 年度版』 (東久留米市環境部環境政策課 2015 年)           所蔵：中 H51・51 

市内に流れる川の 15 か所で実施されている水質調査結果の報告書で、平成 14 年度から発行されています。昭和

51 年度から平成 13 年度までは『東久留米市の公害』という書名で発行されていました。 
 

５ 『東久留米市の水辺環境 東久留米市内河川環境調査報告書』 （東久留米市市民部 1995 年） 

所蔵：中 H51・51 滝東 517 

平成 3～6 年度に行った市内河川の 24 時間水質調査・生物調査の実態解析報告書です。 
 

６ 『公共用水域及び地下水の水質測定結果 平成 25 年度』 (東京都環境局自然環境部水環境課 2015 年) 

都内の公共用水域の水質測定計画に基づいた水質測定結果報告書です。水質異常事故の発生状況の報告も載っ

ています。昭和 57 年度から所蔵しています。                              所蔵：H51・20 貸出不可 
 

７ 『武蔵野台地・落合川流域の湧水と景観保全（専修大学付属高等学校紀要）』  
東海林隆夫／著 （専修大学付属高等学校 1994年）                             所蔵：中 H51・51 東 518 
落合川湧水に関する学術的な考察がなされています。 
                         

８ 『中小河川環境実態調査報告書 黒目川・落合川編 平成８年度』  
（東京都環境保全局水質保全部水質監視課 1998 年）                         所蔵：中 H51・51 滝ひ東 517 

水質・植物・動物などの報告書です。流域の写真があります。             
 
９ 『身近な川について考えよう 黒目川流域編』 建設省荒川下流工事事務所／監修 （リバーフロント整備センター 1998 年）                               

所蔵：中 H51・51 H51 ひ東 517 
黒目川流域の遺跡の分布や人と川のかかわり、河川と流域について治水・利水・親水などの多様な観点からまとめて
います。写真・地図がたくさんあります。  
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１０ 『東久留米の湧水マップ』 
 東久留米市市民環境会議水とみどり部会／編 （東久留米市役所環境部環境政策課 2014 年）  所蔵：中 H51・51 滝ひ東 51                      

古代東京の地形の変遷、落合川のあゆみ、湧水と遺跡分布、湧水点の場所とその写真など市内の湧水を一枚で知る

ことができます。 
 

１１ 『黒目川・落合川湧水マップ 湧水のひみつを探る』（東久留米市湧水・フォーラム実行委員会 1993 年） 

                                        所蔵：中 H51・51 H51 ひ H51 滝東 517 

東久留米を流れる川や湧水の来歴が図版で簡潔に説明されています。 
  

●「散歩」にお出かけのとき 

１ 『ガイドマップ東久留米』 (東久留米市企画経営室企画調整課秘書広報担当 2015 年)  所蔵：中H29･51 滝ひ東291.3 

東久留米市を紹介した 1 枚地図です。バス路線や市内施設の住所・電話番号も掲載されています。 

 

２ 『東久留米水と緑の散歩道』 （東久留米ほとけどじょうを守る会 2007 年）     所蔵：中 H29・51 H29 滝ひ東 291.3 

身近にある湧水・川・生き物について写真・図版などを使って詳しく説明されています。散歩マップ付きです。 

 

３ 『リバーサイド歩くるめ ちょっと寄り道散歩道』 （東久留米市健康づくり推進部会 2007 年） 

                                                                                        所蔵：中H29･51滝ひ東291.3 

黒目川、落合川を５つの散歩コースに分け、それぞれの見どころを地図と写真で解説しています。 

 

４ 『平成の名水百選 落合川と南沢湧水群 東久留米・水の回廊』 （東久留米市 2009 年）  
2008 年に落合川と南沢湧水群が「平成の名水百選」に選定された記念に発行された冊子です。落合川の散策マップ

と周辺の見どころの解説付きです。                             所蔵：中 H29・51 H29 滝ひ東 291.3 
 

５ 『川の地図辞典 多摩東部編』 菅原健二／著 （之潮 2015 年）                        中 H51･40 ひ東 517 

多摩地域の川と流域の解説に加え、明治と現在の地図を掲載し現流路と旧流路を比較しています。 
 

 

 

●写真集・DVD など 
６ 『写真集落合川の魚たち』 高橋喜代治／著 （ナテック 2009 年）        所蔵：中 H48・51 H48 ひ H48 滝東 487 

 

７ 『みずとみどり東久留米 平成の名水百選落合川と南沢湧水群選定記念写真集』  
（東久留米・ホタルを呼び戻す会 2009 年）                                所蔵：中 H45・51 H51 滝ひ東 452 
 

８ 『湧水落合川 東京都東久留米市 平成の名水百選（ＤＶＤ）』 （八幡町川クラブ事務局 2008 年）     

  所蔵：中 HQD-51・51 東 QD-51 

 

９ 『東久留米の湧水・清流記録ビデオ 湧水・清流保全都市宣言記念』（東久留米湧水・清流研究会 2012 年）  

 所蔵：中 HQD-51・51 貸出不可 

 

１０ 『生命（いのち）の水 落合川と南沢湧水群 東京都東久留米市 平成の名水百選』 
（八幡町川クラブ事務局 2015 年）                                         所蔵：中 HQD-51・51 東 QD-51 

 

１１ 『水清きふるさとをー私たちの郷土調査—』(自由学園 2015 年)            所蔵：中 HQD-51・51 貸出不可 

1964 年に自由学園が取り組んだ立野川の浄化研究をもとに 1966 年に東映が作成した 20 分の教育映画を DVD 化したも

のです。1964 年当時の河川の汚染状況がよくわかります。 

 

  

 


