2 0 0 1・３・２５発行
！５号
不老川贈寂川づくり市民の庖
悦夫

相馬

連絡先

和彦
042

−965 − 174‑

水環境の豊カヽさとは！
不老川流域のもう一つの水循環、地下水の
行方を知りたくて、１年前から狭山市入曽地
域で井戸調査を始めました。
訪ねた井戸元でうかがった話は、水の乏し
いこの地域で水汲みに苦労したことや、井戸
脇の水神棟、地下水の状態などでした。
かっての入曽地域には不老川・こかわ（入
曽用水）・井戸と三つの水のシーンが存在して
いました。そして身近に水の見える生活は、
水を大切に思う心や、水を得る智恵を育んで
きたようです。それに対し、水源も排水場所
も遠く離れた現代の生活は、文字通り湯水の
ごとく水を使い、何もかもを水に流そうとし

ハコペくナデシコ科）
冬の寒さの中で、ひたすら春の目差しを待って
レだ小さな花。春の七草のひとつとして七種がゆ
に入れたり、小鳥の餌と七てもおなじみのハコペ。
全体にやわらかく、３〜９月直径６ミリほどの白
い花を開く二年草。

てきました。
文化が豊かさの中から生れるものだとした
ら、私達の今の暮らしの中から、後世に伝え
られるような、新たな水の文化を生み出すこ
とが出米るのでしょうか。
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柵戸と水みち井戸糧嚢麹
報告

３月４日
入間公民館にて

地下水調査の過程で入曽の井戸と、それを使ってきた人々と出会った私たちは、その貴重な話
をもっと聞きたい、残していきたいと、この井戸端会議をもちました。あいにく冷たい雨の降る日で、
井戸掘り職人さんと、3人の古老がお見えになれず大変残念でしたが、出席された2人の古老の
味わい深い話に、会は大いに盛り上がりました。また、神谷氏の講演は水みちへの理解を一層深
めました。参加者50名。

第１部

井戸端会議

話し手
インタビュアー

田口林三さん
仲川純一さん
仲川幸成さん

質問: 井戸所有者の権利の問題などはあったので
すか？
仲川(純)：井戸管理の労力や経費は共同で出した。
仲川(幸)：井戸大家は長屋門の外に井戸を作るな
ど他の利便性を考えていましたよ。
質問:太いりっぱなつるべだが、重すぎて子どもには
無理だったのではないですか？
田口： 自分は小2のときから水汲みしたんだが、今
考えると恐ろしいねよ
仲川(幸)：入間地区は｢乏水地帯｣といわれてき
たが、今、忘れられようとしている井戸を再確認し

質問:水脈をどうやって見つけたのですか？
中田:井戸掘り職人の話では、｢入関野神社あたり

たいと思います。地域の古老にお話を伺いましょ

が一番水が出たが、とにかく掘っていけば水の出な

う。
田口：共同井戸を10軒以上で使っていた。水を

いことはなかった｣そうです。
仲川(幸)：｢水口がいい｣といわれたのは水脈の
ことですかね？ここはまじり気のない水が出るところ

汲む時間帯が決まっていたので行列ができる、待
っている間に天秤棒に腰かけて話をする、しぜん、

です。
にの後、権田氏による、井戸の構造、地下水の
見つけ方、七曲井の話など歴史的面も含めて説

井戸端会議となったもんだ。嫁さんは先輩に遠慮
して気苦労が多かったが、―つの楽しみでもあっ

明かあった。）

たね。２００ｍ離れた所からも汲みにくるので、水を
大層大事に使った。茶わんをすすいだ湯を飲ん
だりしたね。
仲川(純)：フロには天秤棒(手桶2コ)で5.6回
は運んだ。 １６ｍは掘ったので、一軒が井戸を持つ
のは至難の業だ。｢井戸一つ、蔵一つ｣といわれた。
先祖は七曲井まで汲みにいった。井戸ができたの
は幕末頃かな。つるべ用に稲わらをなったのを持
ちよって共同で大い縄をなったもんだ。 ｓ29年赤
痢が入曽全体にはやり、水道に切り替わった。洗
濯には不老川の水は使わなかったな、深すぎて。
入曽用水は使ったかもしれない。不老川は昔はメ
ダカなどいてきれいだったが、雑排水が入ってき
たなくなったね。
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質問:所沢の丘陵地帯では洗濯すると白い衣類
が黄色くなるが、中富地区では白いままといわれ
ていますが、層により水質はどう違うのでしょう
か？
権田:浅いと鉄分を含む水が出、深いとろ過され、
て水質がよいということです。
質問:井戸さらいはどうやったんですか？
田口: 3〜４月、渇水のとき、皆でやった。掘りっ
ぱなしでは底がくずれてしまうんでね。
質問:井戸掘りはどのくらいかかったのですか？
中田:井戸掘り職人の話では、「s23年頃の最盛
期、最高記録3日で18m掘った」とのことです。
仲川:水の乏しい地域だけど、水を通して地域
文化を高めていきましょう。お話どうもありがとう
ございました。

第２部講演「多摩の水みちをたずねて」
話し手

水みち研究会

神谷博氏

水みちは網の目のようになっていて、井戸に水
口が二つあったり、湧水点の左右で水質が異な
ったり複雑であるが、動き、方向が少しずつつか
めてきた。これからは、空も含めた大きな水循環
をとらえる必要がある。適宜な漏水でまわりをうる
おしてきた玉川上水の役割も考えていきたい。
質問:

自治体は水みちを調べているのですか？

役所に聞いてもわからないでしょうか？
神谷:わからないでしょうね。水みちは市民、研
究者が共同でさぐってきて、大分わかってきたが、

30年代、川の汚れはひどく、皆目をそむけてい

学問的に認知されていないというか、新しい学問
なんです。

た。湧水のおかげで野川は朝だけ澄んでいたが、
汚だくが進む事態になり市民、住民が立ち上がり

質問: 井戸の見つけ方として、カラスの羽根を3
本直角に立てると一番湿っている方向に水が出る

清流をよみがえらせる運動を始めた。その過程で
湧水を見出し、地下水を保全しようと、他市ともつ

とか、夜、茶わんに水を張って星が３つ映る所に
井戸を掘るやり方など、所沢の古老に聞いたが、
本当でしょうか？

ながってきた。水みち研究会はそうした中で生ま
れた。湧水の先には水みちがあるのか？と井戸調
査を元に、井戸持ち、井戸職人、地域のとうふ
屋、酒屋などに聞き取り調査を始めた。

神谷:カラスの羽根などは信憑性あるようです。
地下水を見つけるには針金でつつくなど、電磁
波との関係が大きいですね。
質問:「高麗の清流を守る会」からきました。高

水みちは地下水が集中して流れる所であり、
崖などで重力によって流れる際にできるし、木
の保水力によってもたくさんできる。(｢雑木林
を掘ったら井戸が枯れた｣、｢水を寄せるために

麗川は埼玉県一のきれいな川で、水道に30％の
伏流水をまぜて使っているが、埼玉医大の施設
が原因で下流にトリクロロエチレンが検出されまし

木を植える｣など)。また、井戸を掘ることで
できる。(｢井戸は使えば使うほどよい｣)。人工的
には上水、下水道、ビルエ事などによって作られ

た。これは分解されたり消えることはないのでしょう
か？

る。阪神大震災後は井戸の大切さが見直された。
｀
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神谷:移動するだけで拡散はしませんね。
逆に濃縮する恐れがある。水みちはいいも
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のも、悪いものも集中してくるのです。（以上）
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斜刎ぐ丙ろ

伝承者の話をもっと聞きたかった。歴史とか地質学に時聞かかかった。
死に石、生き石の話がおもしろかった。地層のことは勉強になった。
また開催してほしい。水汲みした女たちの話が聞きたい。
水みちについて、古老からの話を踏まえて追求しているということだが、たんなる民族伝承で処理せず、その孔

◇◇

をつきつめる姿勢がすぱらしい。その根拠が明らかになったらいいと思った。
魚の棲める川になってほしい。（大多数の人の望みです。）
市民がまじめに考えて、きれいな水を保つようにしていくべきだ。

●不老川流域の雨水浸透マス設置目標

埼玉県では洪水対策や地下水のかん養による
湧水の確保を目指して、不老川流域の既設住宅

浸透マス設置
目標世帯数

市名

入間市

８,０００ｔ縛

かも県に申し込めば係員が来て取り付けてくれ

所沢市

３,０００

るのです。さあみんなで申し込みませんか。

狭山市

に雨水浸透マスの設置を呼びかけでいます。し

林や畑に降った雨は浸み込んで地下水になり
ますが、屋根や道路に降った雨はそのまま川に

川越市
;６こ ＝
大口 計＼

｀．

13,000

6.000
30､000

流れてしまいます。
不老川は流域の人口の増加によって汚い川に
なりましたが、同時に洪水の増加にもなってい
ます。以前は林や畑だった所に私達は住んでい
る訳ですから、せめて自分の家の屋根に降った
雨は地下に浸透させてやりたいものです、そし
て道路に降った雨は行政として、地下浸透対策
をしっかりやイでもらいたいものです。
尚、当会では雨樋からの雨水の分岐器具を、
実費の％を当会が負担して取り付ける活動をし
ています。
問い合わせは

雨水浸透マスの問い合わせ及び申込みは

042‑948‑5815高松まで

０４９２‑ﾉ３５‑‑４８３８
新河佐川総合治水事務所企画調整課まで

1999年人曽橋付近の護岸工事のため、自生していたキツネノカミヽノリや
彼岸花などを一時避難させましたぃようやく今年３月下旬に、これらの
植物を元のところに移植することにしました、
当初は、工事終了後すぐに戻す予定でしたが、上が安定せず大雨によ
る増水で、土手がけずられてしまい２年間も戻すことができませんでし
た。
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考えよう！
｢川のみらい・こどものみらい｣

みんなでたのし＜、

今回のフ才−ラムは、多くの市民とともに考え
議論し、これからの行動の足がかりとなることを
期待して開催されたが、行政、学校の先生や一般
市民が参加に約３
０･Ｏ名が熱心に学び交流した。
埼玉大学の阿部治氏より『環境学習における地
域の役割と連携』の基調講演があり、『持続可能
な社会づくりにつながる環境学習。ＮＧＯなどが
関わる地域主体の学校を中心とした総合学習が地
域づくりのてことなる。』と事例をまじえながら
の展望が感じられる元気の出る内容であった。
次に流域での活動事例紹介があり、流域の５団
体から河川や地域の特徴、活動の現状報告やまち
づくりを含めた今後の課題などの発表が行われた。
最後に４つの分利･会に別れで、さらに具体的に
話し合いがされた模様を報告する。

第１分科会

●q夢頂几＞

流域から学ぶまちづくり・川づくり

はじめに、芝浦工業大学・システムエ学部教授
の松下潤氏より、市民と行政が連携したまちづく
り・川づくりの代表的事例が幾つか紹介された後、
良い川づくりは川だけでなく「流域全体」として
捉える視点が肝要で、市民と行政の役割分担の重
要性を示唆された。
次にエコシテイ志木の天田氏より、「志木の歴
史に学ぶ川との共生」の話は、度重なる水害に備
え村をぐるりと取り囲む輪中堤・宅地を水田より
１ｍ程高くし、更に１ｍ程盛り上げた水塚（みづ
か）に蔵を建て、穀類や貴重品を保管し、水害時
の避難場所にしたとのこと。
黒目川からは、埼玉県で初の本格的な住民参加
による回収が実現した等、貴重な報告があった。

第２分科会

挙句ド尚ゾ

−−−一川で安全に遊び、学ぶために
JPSART (NPO法人、広域防災水難救助捜索支
援機構）の主張は「川遊びには参加者全員救命胴
着を着けるべきで、たとえ水深20
cmでも溺れるこ
ろもある。事故があった時の救助法の説明でも遭
難者も救助者も救命胴着を着けているjとしての
説明だった。この説明に実際的でないと欧う意見
もあったがﾚ一着一万円と命は変えられない。こ
れが出来ないなら引率行勣はすべきでない」と。
小谷呉大学教授は事故についてFボランティア
といえども無償の行為を高く評価するも注意義務
は否定できない」。自己責任、対応責任、法的責
任、それぞれに対応が必要である等判例を以て説
明された。

主催

〔亙回豆〕

新:河岸川流域総今治水対策協議ぐ
新河岸川流琥づくり連絡会

￥句作驚ぺ☆

子どもだちからの提案
ジャンケンボン 第３分利･会はこの言葉から
始まった。負けた者が勝った者の肩につかまり、
とうとう大人14名、子供2!名の大きな輪になる、
子供達は東村山の小学校と中学校から来ていた。
［さあ、皆右側を向いて、前の人の肩もみ］コー
ディネーターの森良さんの言葉にエツと驚いたけ
れどやってみると皆の心は一つに集まってきた。。
最初はゲーム 水の旅≒部屋の壁に海、雲、
植物等８ヵ所のステーションを張り、サイコロを
振って行ったり来たり旅をする、その動きを記録
して、各自が水になるストーリーを作り、３人が
発表した。
次に川でしたいことをどんどん出し、グルーブ
ごとにまとめる。途中からは大人達から子供への
サポー･トアイデアを出していった。子供達は大人
への思いもしないような自由な心を持っている。
水車発電・ゆらゆら川を流れたい・川の水を飲む
…。みんなを元気にするような分科会だった。
匹〕●驚碑1::⑤＼レ
ー一学校の取り組みと、川に学ぷプログラム 一一−
所沢市三ケ島小学校では砂川堀、東川の上渡部
源流部を生徒が調べ、ホームページを作り、学校
どうしで川の勉強でわかった事を交換しあった。
所沢西高校では三矢川で調査した事を化学の授
業に取りいれ､水量、自浄作用、伏流率などを測定
した。水の汚れを方程式を使って解明したが、数
学が化学に応用できたことに生徒は感激。
また他に、農業用水路に試験的に水を流したと
ころ、下校途中の小学生の質問攻めにあって困っ
たことなどが報告された。ちょっとした齢機づけ
で川に関心を持たせ、学習を手助けをすることが
大切。現地に行って生物、地形などをよく観察す
ることが近い将来環境の保全に役立つだろう。

平成１２年度の主な活動
□５月
□６月
□６

月

０６

月

０７

月

０８

月

０８

月

□ｉ

０ 月

入間市環境具にパネル展示
砂久保橋から新河,梁川合流点まで川歩
き
新河岸川水系教贋一斉調査
地下水調査
林川を歩く
水環境フェアー20001ｎ大宮に参加
大森池まつり
こかわ散歩と毎の芋ほり

□１２月
□１２月
□2.f]

埼玉県河川愛護交流会参加とパネル和

□２月

一
>T^
新河岸川フ才一ラム開催

□３月

井戸と水みち井戸端会議

□３月

大森池調節池植樹

□３,月

キツネノカミソリの移植

久保川歩きと新狭山ハイツ交流
新河岸川流域連絡会事務所オープン

噸−s゛

良き（ち〜れ１

箇蛍丿証

□大森の澄が変わった
下流の溢水対策で、大森調節庖の改良工事が行
われました、庖全体を約5
0cm高くして、貯水屋
を増やす計画です。残念なことに、池の周りの土
盛り工事で地面が裸になってしまいました。
夏の「大森の池つり」までに虫たちが戻るか、
ちょっと気がかりです。
ロヘリコプターで写真撮影
３月１７ロ新河岸川流域の市民団体が協力して、
流域の空撮を行いました。撮ったネガは!500枚、
河川の池にも、産廃処理施設等撮影しています。
不老川は源流部から新河岸川との合流点までの全
域を撮影しました。今後の河川環境の変化を見る
基礎資料となるでしょう。
なお写真ば、新所沢にあるF新河岸川流域川づ

３月１１日（日）埼玉県生態系保護協会
入間支部と当会との共催で開催されました。
ドングリから育てたコナラなどの苗の移植
と新たにケヤキ、クリなど約７０本の植え
付け作業をしました、今までに植えた木々
には３ｍほどに育ったものもあり、これか
らの草刈りシー−ズンに水冷を提供してくれ
そうです。
作業の後は、豚汁を囲み昼食をとりまし
た、

大

謹

のご紹介

池の生吉

たぢ

㎜㎜㎜ ■ ■㎜㎜･■㎜■･■㎜■･■㎜ ■㎜㎜㎜
今ではたくさんの生き物が集まり、貴重な
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・

流域情報

大森調節池の植樹を行いました！

ガイドプsソり

･咄1鬘謳･いi胆泉い篤ご毎づ

くり連絡会」の事務所に常備する予定です。
□本の在庫案内

■㎜･

湿地として位置づけられるまでになった大森

当会で購入した書籍の在庫があります。欲しい
方はご連絡ください。
☆やってみよう雨水利用
定価2､000円
編著 グルーブ・レインドロップス
198ページ
☆井戸と水みち
定価2.200円
編著
水みち研究会
２０２ベージ

調節池。その池の歴史とそこに棲む生き物た

ちの観察記録をまとめた記録集が埼玉県生態

系保護協会入間支部から出版されました。

年々豊かになるように見える自然も実状は

どうなのか…見たままの報告を数多くの写真

を用いて紹介します。池独自の生態をもつ特

徴ある生き物やトンボの体温の話など…なる

ほど、おもしろい、と一読の価値あに
。
０Ａ４判

〇定価

７０ページ

１、０００円

申し込み先
送料３

１

丸橋

042

− 959 − 3831

０円

○申し込み先

日比

9

6

3‑７３９４（二FAX)

Ｚ

。

Ｆ定例会：第３土曜日 13時30分〜
ﾚ年会費:1､ooo円
ｌ
ｌ※詳細は下記世話人へお問い合わせください。
Ｉ
入間市：日比 0 4 2‑963‑７３９４
１
所沢市：高松 ０４２"948一一５８１５
狭山市：丸橋 ０４２−９ ９−３８３１

１
。

この会報は、（財）河川環境管理財団の助成を受けて作成されJﾐした。
一一‑６

一一
‑

