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※水をたたえた大森調節池。後方に見える中央の白い建物は所沢西部清掃事業所。（撮影；権田

則子）

豊かな自然を未来の子供達のために！
大森調節池は入間市営寺に作られた不老川の洪水用の
貯水池で、現在約6h

a (野球場約６面分の広さ）、将来

やがわ
支流の谷川の調節池も兼ねて32h

a、85万ｔの貯水計画

があります。３年前の拡張工事でいったん自然が破壊さ
れましたが、素掘の池には地下水が出て溜まり、ヒメガ
マ、フトイなど多＜の植物が繁茂し、鳥や虫達の生息地
となっています。
すでにパンヤカイツブリの繁殖、カヤネズミの巣、31
種のトンボ、希少種のタコノアシやヨツボシトンボなど
が確認されており、自然の復元力の速さには驚かされる
ばかりです。
ここは狭山丘陵と加治丘陵をつなぐ中継点として、生
オギとススキ（イネ科）
オギは湿性の植物ですが、大森調節池では、ススキと共に繁殖し
ています。オギはススキのように株立ちせず、地下茎から一本ずつ

態系や野生生物のすみかとしても、重要な位置にありま
す。治水機能を満たしながらも、豊かな自然を持つ調節

立ち、穂はススキよりふさふさして、銀色をしています。ススキは
別名カヤと呼ばれ、屋根ふきの材料にされました。種子は、風に飛
ばされて遠くへ運ばれていきます。

池を未来の子供達に残すことができないでしようか。

＆ざ町４ヽ９４パド￣゛;惣
平成９年９月６日（土）
場所：狭山市入間公民館

ﾐj4jlき?1
不老川は素晴しい可能性を持った川！
＝
‑= 皿
J =
−

〜山道省三氏おおいに語る〜 =‑

（３Ｆホール）
後援：建設省荒川下流工事事務所
埼玉県川越土木事務所
飯能土木事務所

讐祭)牡‰ご‰谷
大会。宍台、不老川を語り合ぃました
又、スライドを見て、素晴らしい川だという思ぃがする。上 Ｑ'1 川に魚が棲むようになっても落差工が問題になると思い
流は景観的に豊かだし、途中で水が少なくなっても又何時の
問にか水量が増し、家庭排水が入って汚れても、川底が強で

ますが。
不老川は急勾配で落差工をつけざるを得ないが、魚道を

Ａ.2

流れがスムーズである為か、下流ではきれいになっている。

つけるとかヽ溜まリ(淵)等の逃げ場を作る必要がありま

つまり水が流れ、水源があり、川を思う人達がぃる。この川

す。鯉を放流してはヽの声もありますが淡水魚はその川固

がきれいにならないはずがないと思う。

有の遺伝子を持っておりヽ他の川から入れるべきではな＜

川の管理者は川に人を呼ぼうとして、施設を作ったがそう

環境さえ整えばヽ自然に支流等から入ってくるものです。

はならず、最近は多自然型川づくりの方向にあり、川に多様

Ｑ

な生物がいるという事が魅力的であるという事である。又自

Ａ.2

2

土手の草を刈゜て欲しいとの要望が多いですが。
自然護岸は景観的にもヽ水の浄化の為に残して欲しいと

然状況とか、歴史や文化の話を聞いて記録に留めてお＜事も

の要望もありヽ草刈の時期をずらすヽ水辺だけ残す等方法

大切であり、手作りの案内板も是非立てて頂きたい。昔は濯

はあります。護岸も治水上必要ですがヽ自然護岸に近い方

漑用等で川は大切にされてきたが、現在は危険で汚いとのイ

法もあります。フェンスも最小範囲にするなどヽ出来るだ

メージがある。川を現代生活の中で、必要な環境として、如
何に定善させていくかが大切で、例えば通学路とか避難路.

け市民の要望を取り入れる方向にあります。
Ｑ.3

来年度に川越の下水処理場からの処理水を入曽に放水す

場所等、街づくりの一つとして考えるべきと思う。
河川管理は治水・利水から多自然型の川づくりに大き＜変Ａ.3

る事になりますが。
公共下水道普及による水量減を補うヽ水質を環境基準に

わって来ている。川を良＜知っている流域の人達の意見を取

満たす為に行われると云われますがヽしょせん処理水は処

り入れる時代になっているので、しっかり勉強して、いろい

理水でヽ臭いもあるのでヽ直接放水するのは問題でヽ一度

ろな提案をしてぃけば、不老川はかならず素晴しい川になる

入曽調節池に入れてから等工夫すべきです。

事を確信している。
〜山道氏講演より〜
(同氏は多摩川センター運営委員、環境計画山道省三アトリエ代表) 不老川の将来像の全体のイメージを描きヽそれに向けて皆で
頑張ろう。
……アンケートの結果より……
当日参加した５４名の方に、不老川の水質、水量、環境等に
ついてお聞きしました。お寄せいただいたご意見は３２通、皆
様の関心の高さがうかがえます。
ご．．︱

主な内容は次のとおりです。
・生物や自然の豊かな川を………14
・周辺環境に関して………………13
・川に刻する意識醸成に関して…６
・安全性の向上について…………４
一
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・水質に関して……………………４
・全般的意見………………………２
・行政ど市民のかかわリ…………１
(一部、多項目に渡っているものあり)

埴原 秀樹

武蔵野台地は︑柳瀬川を挟
んで西側の川越台地と︑束側
の野火止台地から成りますが
不老川は川越台地を狭山丘陵
から北東に流れています︒大
昔はここを多摩川が流れてい
たので︑不老川の下には多摩
川が運んできた裸があり︑そ
の上には富士山などの噴火で
火山灰が積もった関東ローム
層があります︒これは養分に
乏しく︑長い間ススキ原野に
覆われていましたが︑江戸時
代の初め川越藩によって新田
開発が行われました︒この時
に雑木林や屋敷林が作られ︑
その落葉は堆肥︑材は薪炭や
建材︑林は防火・防風林とし
て︑長い同大切に利用されて
きました︒また︑不老川は一
年のうち半分は水が渇れてい
たので︑狭山丘陵から水路を
掘って集落まで引きました︒
不老川流域に残るこうした
林や水路は開拓によって生ま
れたもので︑限られた資源を
絶やしたり傷つけたりする
と無く利用して︑より多く
収穫を得ようとする知恵が
時の生活にはありました︒
の結果︑農地︑林︑水路に
多様な生物が棲むことができ
それによって人々も多くの恩
恵を得ていたことでしょう︒

調査及び文

はそ当のこ
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不老田探訪 ②

不老川ワイワイトークで講演中の山道省三氏

／ 草のかおり、｀
水のかおりのする
自然な川がいいナァ
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市民の会では、去る平成9年10月18日（土）に狭山市入間公民館にて行政

会員；一年経って成果はどうですか？
吉田（治）；確認は出来ていません。

の担当者を交えた学習会を行いました。

会員；確認はしないといけないと思いますが。
吉田（耕）；自分達は河川の専門家で自然のことをあまり考えてきませんで
【行政からは・・・】

した。今模索している段階です。しかし、自然の捉え方が様々で、コ

埼玉県土木部河川課

都市河川係長

吉田

耕三

埼玉県荒川右岸下水道事務所

工務第一課長

岩井

章

埼玉県川越土木事務所

治水課長

吉田

治朗

ミュニケーションの不足で失敗したことがあります。地域で活動して
いる人達の考え方を参考にしていきたいです。
岩井；「よみがえれ不老川」のかけ声のもと水質環境保全対策事業を進めて
います。一日39､000m3もの処理水（ＢＯＤ；当初10ppm

【市民からは・・・】狭山市・入間市・所沢市・鶴ケ島市から22名

高度処理

後5ppm)を川越市滝ノ下終末処理場からポンプアップして70

c mの

管で12.5km上流の狭山市南入曽の不老川に10年後に放流します。

吉田（治）；河川の改修は、新河岸川流域全体を考えており、本線の改修が

会員；臭いがどうか？、本質的ではないのでは？、などの声あり。

進んでいよいよ不老川に入りました。大雨の度に浸水する東武線鉄橋
の所を川幅6mを約31mに、国道254号線のとしらず橋は14mを約20m

最後に、入間市・狭山市の担当者の熱心な参加に感謝。

に拡幅する予定です。西武線上流もいつも浸水しますが、下流の河川

今後も行政の方達との頻繁な意見交換が必要である、と痛感しました。

改修が終わっていないので入曽調節池を施工して少しでも浸水を防ぐ
よつにしています。不老川をきれいにするために久保川の最下流韻こ
ひも状プラスチックと木炭との組み合わせ浄化施設が１１月から工事
にかかります。
会員；その予定地は、皆で歩いた時、「この林は残したいね」、と言ってい
た所です。
吉田（治）；林川合流部でも計画処理水量1日4,000m3の浄化処理施設を

計画

しています。（多自然型の事例として他河川の写真を披露。）
不老川では、災害復旧工事として通称かごマット工法を取り入れてい
ます。そこに水が来て土砂がたまり、マットの上に草が生えてきまし
た。東川の落差工に、魚道を設置したり、魚巣ブロックもつくりまし
た。
川の勉強会風景
川越土木事務所に久保川浄化施設について要望

フォーラム

11月５日（水）、埼玉県川越土木事務所

97年6月8日、新河岸川水系の水質一斉調査を４３団体が参加して実施した
報告会を、１１月１６日建設省及び小倉農工大教授を迎えて秋津公民館で行

吉田治水課長と東海林係長に

面談し、久保川浄化施設について話しあいました。

いました。不老川の結果は、総体的こは良＜なっており、今年の春から実施

11月から着工で昨日整地工事を発注したとの事。ここの林は景観的にも

されたジャカゴ護岸の効果からか、下流ほどきれいになっている、どの声も

重要で、珍しいバックもいるので、極力残すよう要望しました。設計上の

ありました。

問題で、今から変更することは難しいが、現地を確認の上、今ある樹木は

一斉水質調査は雨等の影響もあり、数値のプしが大き＜、意味がないとの

出来るだけ残すようにする事、及び新たに植える樹種は相談しましようと

意見もあるが、川の実態を知ったり、環境問題を考える実践活動としての意

の回答を得ることができました。

義も大き＜、今年は中学生の研究発表もあったりして、ネットワークを通じ

※１１月末現在、数本の木を残して、林は無＜なっていました。工事変更

た環境問題への取組の意味からも続けることが大切である、との結論となり

は無理だったようです。植樹の話し合いには、期待しましよう。

ました。

流域情報

森調節池に森を作ろう皿
11月３日に一回目の検討会が行われました。

不老川の市民の会が、発足すると同時に、新河岸

４月になると周囲の林から大森調節池めざしておびただしい数のカエルが産卵にやって

川流域では白子川、黒目川、柳瀬川、砂川堀でも懇

来ます。しかしその多＜が目的を達成する前に草にひかれてしまうのです。カエルやトン

談会が発足しました。今回はそれら懇談会のうち、

ボのように水辺と森を行き来する生物は多＜、自然が繋がっているということはとても大

黒目川と柳瀬川の２流域の懇談会近況をご報告いた

切なのです。草地ばかりだったこの場所に樹林帯ができると、まわりの林や狭山丘陵から
生き物が入り、さらにそれらを求めて生き物が集まってくるので、生態系はとても豊かに
なります。当日は敷地内のどこに、どんな木を植えるのか、林の仕組や自然の成り立ちは
どうなっているのか、ド

します。
○黒目川流域川づくリ懇談会
黒目川の護岸改修工事（新座市）の地元説明会
（11月12日）に懇談会として参加し、懇談会での

ングリを拾いながら近＜
の林で勉強しました。こ

護岸改修案を埼玉県総合治水事務所に提出し今後

れからも豊かな森を作る

懇談会と事務所との間で打合せを行う予定です。

行事を行っていきます。

○柳瀬川流域川づくリ市民懇談会
金山緑地公園およびその周辺の川づくり懇談会

次回平成10年２月14
日（土）は、大森調節池
の観察と周辺の森で冬芽

（清瀬市主催）に懇談会として参加しています。

と木肌による植生調査を

来年１月には懇談会（定例会）開催予定です。

行う予定です。

やまゆり荘9:15集
お弁当持参
会費 ２００円

また、11月23日には、金山緑地公園下流にある

.＆
−

ドングリ袷いの後、森づくりの意見が盛んに交わされ

調節池で「第２回

ました。

ことができました。

柳瀬川で芋煮会」を開催する

訂]■■■■生活(J)中力｀ら川も生きｇらゼぷう！■■■‐
不老川の変化
かつて不老川は、水量は少ないけれど水は澄
み、魚や蛍、野鳥が姿を見せる自然豊かな川で

そしてこのうちの約８４％が生活難排水（台

した。人々はこの川で洗濯、野菜洗い等生活用

所、洗濯、入浴等で使った水）です【図２】。

水として利用していました。しかし昭和３０年
代の流域人□の増加で、家庭排水などが流入す

炊事や洗濯の時間帯になると、排水□から白
濁した水や洗剤の泡が多量に不老川に流れ込み

るにしたがって不老川の水質は悪化していきま

ます。これが不老川の汚れの中心です。

合併処理浄化槽

約8％

した。

ゲ

家庭排水の道筋
不老川の汚れの原因

図３を見て下さい。川を汚す排水の道すじの

不老川に沿って歩いて行＜と、川の両側から

一例です。十分な浄化処理をされずに道路側溝

沢山の排水路が入っているのが目につきます。

等から入ってきます。不老川流域では公共下水

現在の不老川の水は、大半が、一度人間世界を

道の少ない、上流域の市街化調整区域で、この

通った水で、自然のままの水の方が少ないので

ような汚染を多＜おこしています。

す。平成６年度の川の汚れの発生源を見ると約

単独処理浄化槽
約8％

Ｎ

牛偏言
グゾ

不老川をきれいにするためには、家庭での雑【図2】生活系排水の内訳

了了％が生活系の汚れです【図１】。

排水浄化が有効です。

（埼玉県調査による）

畜産排水、自然汚濁、
単独処理浄化槽

工場排水
約17％
／／

Ｘ一︱

炊事・洗濯・入浴

nj

＼／

宝
／Ｘ

63‑ 7394

所沢市

高松

(道路側溝等)

／

ｙ

13

0429‑

: 30〜
年会費;
48‑ 581 5

1,000円
狭山市

丸橋

0429‑

59‑ 3831

のうを積みました︒ゴミ︑

タンス︑畳︑雨戸︑靴︑布
団︑机︑イス︑ストーブ︑
空き缶︑瓶︑木切れ︑花︑
ありとあらゆるものが流れ
てきて川というより︑ベル
トコンベアを見ているよう
でした︒
去年の夏から護岸工事が
ありましたが︑土手の雑草
が︑無くなってしまった為

‑
77政
写

読老(J)諮さｈ､へ
次号は来年の３月に発行予定です。
不老川のこと、身近な川のことについてお便り
お寄せ下さい。
お待ちしています。
資源保護のため再生紙（古紙７０％）を使用しています。

不老国／ｒ ｒもに！

私が藤沢へ引っ越してき
たのが昭和四十八年︑まだ
まだその辺は茶畑ばかりで
した︒下の子は二才のいた
ずらっ子︒静かで家の裏に
川が流れている景色に嬉し
くなりました︒主人もとて

も気に入っていました︒
その頃川は︑水が少なく
てよどんで︑又ゴミにまみ

れて底は見えずチョロチョ
ロという感じで︑腐った様

水が吸い込まれず︑これで
良いのか解りません︒役所
の人に川周辺の住民の話し
を聞いてもらうことはあり
ませんでした︒
ところで︑時々カモが親
子で餌を探しに来ます︒不
老川で八羽の子を産み︑連
れて歩いています︒パンを
撒くと︑嬉しそうに食べま
す︒家のそばに川が流れて
いる事は︑田舎の懐かしさ
を思い出させてくれます︒

きれいに静かに流れている
事は︑今後の私の心に︑安

W

らぎを与えてくれるでしょ
う︒素敵な川を願っていま
す︒

入間市 小林芳子

ｙ

理

な臭いが鼻をつき︑川に面
しているお勝手では食事が
出来ませんでした︒またハ
エや蚊︑ゴキブリも多く衛
生的にも快適とは言えませ
ん︒ある時子供が川に落ち
てしまい︑ヘドロが身体に
付いて臭いがとれず困った
事もありました︒見兼ねて
川の掃除を個人的にした事
もあります︒上流に養豚揚
があリ汚水を夜中に流すの
だそうです︒夜九時頃にな
ると︑川の水が緑色に変わ

り︑すごい臭い︒養鶏揚も
あり︑やはり同じような状
況のようでした︒調査
も入り役所の人は勤務
時間中に来られるので
すが︑夜中に来てみて
下さいと頼みました
が︑来てはもらえま
せんでした︒
十年程前に︑台風
ありまして︑
ｒ

が降り続き︑
川が満杯で土
.罵;、
‑ｇａＥＦｉｓ

処

【図3】家庭排水の道筋のー例

詳細については、下記世話人へ問い合わせて下さい。
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川づくりに参加してみませんか！定例会；第３土曜日
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【図1】不老川の汚れの発生源
(埼玉県調査による)
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