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　畑や道ばたに生える２年草。

茎は四角形で、３～６月に紅紫色の唇形花を、

輪生して開く。名は、対生する葉を蓮座に見立

てたもので、別名サンガイグサとも呼ばれる。

春の七草のホトケノザは、キク科のコオニタビ

ラコのことである。

前略相馬さま

　お元気でいらっし々いますか。１２月には、お

忙しい中、高階北小の３年生のためにありがとう

ございました。子供たちにとっては、知っている

つもりで、意外に知らないことが多かった不老刈

だったようで、色々気づいたり、発見したり、た

くさんのことを感じ取った学習になりました。

　一緒に歩いて教えていただいたり、実際に生き

物がいたことに驚いたり、とても楽しかったよう

です。どじょうは、がんばって育てています。こ

れを機会に、もっと不老刈のことを調べ、地域の

宝として大切にしようとする子が増えていくと

いいなと思っています。

　本当に、丁享に教えていただきありがとうござ

いました。写真も大切にさせていただきますね。

子供達が書いた手紙を同封致します。３月に予定

している「お宝フェスタ」にも、是非またいらし

て下さいね。では、お体を大切に、これからもご

活躍下さい。　高階北小学校３年担任

　　　　　　　戸田玲子　菅沼和子　鴨下友恵



わたしたちの「公開質問状」へ

　埼玉県からの

屁答が砿業’し恋

不‘老ノ刀のポンプアクプ、瀞島鮪置β�更か？／

　昨年11月27日、「不老川清流ルネッサンス21」の実施計画についての公開質問状（川

のささやき18号で既報）を提出しましたが、回答が１月31日にありました。２月８日に

埼玉県庁でその説明を受けたので、以下にその全文（前書き及び添付資料は除く）と話し

合いの結果を掲載します。

不老川清流ルネッサンス21の実施結果についての

　　　　　　　　公開質問状

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　質問１、下水処理水の還流について

　　イ、ＢＯＤの放流目標値5mg/lに対して、現在の放流水のＢＯＤが19～32mg/l

　であることについて原因を説明してください。

　　口、いつまでに、どのような改善策を実施しますか。

　　ハ、改善される迄はどう対応されますか。

　　　　※　添付資料　　不老川水質調査　平成13年ぐ月～７月

　　　　　　　　　　　　　平成13年９月６日　埼玉県荒川右岸下水道事務所より

　質問２、久保川はすでに不老川よりきれいになっているが、今後久保川浄化施設の稼動

　はどうされますか。

　　　　※　添付資料　　　平成12年度河川水質測定結果

　　　　　　　　　　　　　　平成13年９月６日　　川越市役所環境保全課より

質問３、不老川本線浄化施設は上流の瑞穂町の下水道普及によると思われる水量の著し

　い減少に伴い、この効果は疑問視されますが、今後の対応は如何されますか。

質問４、浄化施設の計画としては、林川浄化施設が未完成となっており、用地得等行っ

　ていると聞きますが、上記２、３項の状況を踏まえ再検討の考えはありませんか。

　以上について、明快で分かりやすい書面での回答を、平成14年１月末日までに下記住

所宛に送付頂きたく、お願いいたします。
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遡Ｆ=Ｅ臥かly､の回匁

　質問１について

イ、ＢＯＤは、水中の微生物の働きによって有機物が分解されるとき消費される酸素の量

　で、水の汚濁を示す代表的な指標として使用されています。つまり、水中の汚れの原因

　である有機物の量が多いと、酸素が多く使われるため、ＢＯＤの値は商くなります。

　　しかし、下水処理場の放流水などの生物学的処理を行った水では、通常の有機物を分

　解する好気性細菌のほかにアンモニアなどの窒素化合物を酸化（硝化）する硝化性細菌

　が繁殖していることがあり、このような水についてＢＯＤの測定を行うと、有機物の分

　解によって消費される酸素と、アンモニアなどの窒素化合物が硝化されて、亜硝酸性窒

　素や硝酸性窒素に変化する過程で消費される酸素の合計量が測定されるため、見かけの

　ＢＯＤが商くなることがあります。下水処理場からの還流水のＢＯＤが商いのは、この硝

　化の影響によるものです。

　有機物が消費する酸素の量のみを測定する目的で、この硝化の影響を取り除くための

　薬品を添加してＢＯＤ測定を行う方法は、排水試験方法についてのＪＩＳの備考に記載

　されており、この方法で測定したＢＯＤは、ＡＴＵ-ＢＯＤと呼ぱれています。

　　下水処理水の還流につきましては、不老川の有機物濃度を減少させる目的で実施して

　おりますので、放流水質はＡＴＵ-ＢＯＤとして、5mg/lを目標値としております。

　放流水のＡＴＵ-ＢＯＤの値は、質問状に添付してある水質データのとおり3.3～5.2mg/l

で、目標値である5mg/lをほぽ満足するものとなっております。
□、 ノ゛、

　　下水処理水の環流につきましては、不老川の有機物濃度を減少させる目的で、有機物

　によるＢＯＤ(ＡＴＵ-ＢＯＤ)5mg/Iを放流水質の目標値として実施しております。平成13年４

　月から11月における放流水の水質調査結果では、有機物によるＢＯＤ(ＡＴＵ-ＢＯＤ)が0.27

　～llmg/1、平均3ﾌﾞﾌmg/1と概ね目標値を虜足している状況となっております。

　　一方、放流先の不老川の状況につきましては、放流地点上流の観測点における有機物

　によるＢＯＤ(ＡＴＵ-ＢＯＤ)平均14mg/l、浮遊物質(SS)平均Umg/lが下水処理水を環流す

　ることによりまして、下流観測点での有機物によるＢＯＤ(ＡＴＵ.ＢＯＤ)が平均6.1mg/l、浮

　遊物質(SS)が平均5.3mg/lと改善されております。

　　以上のことから、不老川への下水処理水の環流については、有機物濃度の低減に効果

　が認められますので、現在の方法を継続し実施してまいります。

質問２について

　久保川の水質につきましては、流域の下水道整備の効果により、川越市の調査結果によ

りますと平成11年度の平均値がBOD12.1mg/l、平成12年度の平均値がＢＯＤﾌ｡5mg/lと改善

傾向にはありますが、時間帯によってはBOD20mg/lを越えることもあります　また、不

老川の環境基準点である不老橋地点におきましては、平成11年度のBOD75%値で20mg/l、

平成12年度のBOD75%値で12mg/lと未だに環境基準値BODlOmg/lを虜足しておりません。

久保川浄化施設は、不老川の支川である久保川からの汚濁物質の流入量を削減し、不老川

本川の水質改善を図る施設であり、不老川本川が環境基準を満足していない現状では、浄

化施設の稼働は必要であると考えております。

　しかし、久保川の水質については、生活排水の流入状況による変動が大きく、時間帯に

よっては、B0D5mg/lを下回ることもあります。

　今後、水質改善の様子を見ながら、家庭排水の流入の多い昼間の稼働等、特定の時間帯

の運用を検討してまいります。
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質問３について

　不老川上清浄化施設につきましては、平成６年に策定した「不老川清流ルネッサンス21」

により、不老川の都県境に処理水量0.046�/sで計画された施設であります。平成10年度

より整備に着手いたしましたが、不老川の水量減少を勘案し、計画処理量の半分である

0.023�/sの規模で整備いたしました。

　今後、水質や河川流量の状況を見ながら、家庭排水の流入の多い時間帯の稼働等を検討

してまいります。

質問４について

　林川浄化施設につきましては、「不老川清流ルネッサンス21」により、林川と不老川の

合流点に処理水量0.046nl/sで計画された施設であります。林川浄化施設は、不老川の支川

である林川からの汚濁物質の流入量を削減し、不老川本川の水質改善を図る施設であり、

現状といたしましては、不老川本川は環境基準を満足しておりません。

　平成１１年度から詳細設計、用地買収に着手いたしましたが、入間市の調査結果により

ますと、林川の水質が、平成10年度の平均値でBOD28mg/l、平成11年度の平均値で

BOD54mg/l、平成12年度の平均値でBOD22mg/lと依然として悪く、取水最も0.0461a/sを確

保できることから、計画どおりの規模で整備することとしております。

話し合いの概要

　質問１について

　私たちの要求はＡＴＵ-ＢＯＤ値ではなく、ＢＯＤ値での回答なので、再度の回答を求め、了

承された。

　　　　注）ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）は河川等の水の汚れを表す数値のことである。

　　　　県の計画では不老橋（川越市）でのＢＯＤ値を10（不老川の環境基準値）にする

　　　　ことであり、ＡＴＵ-ＢＯＤ値を目標値にしてはいない。さらに生き物の棲める基準

　　　　としてもＢＯＤ値が一般的であり、窒素の影響を除外して計ったとしても意味

　　　　はなく、むしろ窒素分の多い還流水は東京湾の富栄養化をもたらすので、できる

　　　　け窒素を取り除いてから放流すべきであろう。

質問２について

　久保川の水質は見込み以上に良くなっており、特定時間での稼動で良いとのこと。

質問３について

　当初計画の半分の処理能力の施設としたが、さらに特定時間帯の稼動で良いとのこと。

質問４について

　入間市の調査結果では、当初計画水量が確保できるので計画どおりの規模で整備すると

あるが、質問２、３、の結果からみて再検討を要請した

　以上、話し合いの結果、埼玉県として現在「ルネッサンス２１」の総括を行っており３

月末にはまとまるので、その結果を踏まえて再度（４月）話し合いを、との提案があり了

承した。

　当市民の会としては、今後も埼玉県と協議をすすめていく予定ですので、ご意見等あり

ましたらご連絡いただければ幸いです。

－斗

｜



　　　　　　　　　.･-.‘.･･.‥で･.ﾂ.゛.･.=ﾀﾞｼ..･.･･;･.･:･.-.･:f-,.一一j　.　・　，..-･...-････.･････.･.･.･.･.　･･

゛’゛’

水丿東i騨jj雍

:

と＼井と戸調森

‥‥

　1999年から2000年に掛けて｢市民の会｣

は地下の”水みち”を知りたくて狭山市入曽で

井戸水の標高を調べました、井戸は市から飲

水に適さないと指摘され今は散水、洗車ぐら

いにしか使われません。

　川も汚染、井戸も汚染、雨は酸性雨、人は

何処に生きる水を求めるのでしょう。

　私たちは川の水ばかりでなく地下の水にも、

そして水環境全体についてもっと注意を払う

時が来ているようです。

　雨量、川の流量、地下水位の変化、それに

伴う”水みち‥の変化、これらは気温、緑の減

少などと、どの程度相関関係にあるのか、そ

れが入曽でどの様に現れるか、解るだろうか。

　文明は常に自然を破壊することで発展して

来ましたが、遂に自分の足元を崩し始めまし

た。地球の温暖化が注目されて久しくなりま

すが、文明は本質として自然を壊すものなの

か、そうなら私たちは文明の進歩を止めなけ

ればなりません。自然と共生する文明が可能

なら、それを模索しましょう。

　ともあれ、｢市民の会｣は今年２月から井戸

水調査を再開しました。地下水量の増減、水

質の変化など調査し発信します。これは私た

ちの置かれている状況を説明してくれるもの

と思っています。

　　(尚、当会は井戸調査に協力してくださる

方々を探しています。会まで電話を下さい。)

川越市高階北小学校三年生の¨∂=1宝フェスダに招待されて

　高階北小学校３年生から、３月１日にお宝フェ

スタの発表会を行うとの事で、当会に招待状が届

いた。昨年12月に、総合的な学習の時間で調査

した不老川の事や、学校の周りにある大切なもの、ｉ

等のテーマについて３年生全員でまとめ、それら

の内容を、指導に当たった我々にも見てもらいた

いとの事。発表会場の体育館に入ると、そこは日

ごろ街では聞こえない明るく元気な子供たちの

声があふれていた。３年生90人が6～7人のグ 元気に発表する子どもたち

－プにわかれ、12の　テーマについてそれぞれ見た事、感じた事、発見した事を、模造紙いっ

ぱいの文字やイラスト等を使っての発表であった。実に素直にまとめられ、子供たちの気持ちが

よく伝わってきた。「ごみがなくて水がきれいで、ヒルやかもが、平和にくらせる川にしたいj

とのメッセージ。最後に、子供だちから感謝状を頂いたので、その文面を紹介しておきます。「こ

の前、不老川のこととかをおしえてくれてありがとうございます。フィールドワークをして、か

もやゴミを見つけました。川にもきれいなところがあるのがわかりました。これからもいろいろ

教えてください」

Ｓ－
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平成13年度活動報告
　今年度の活動は、方針の「実質的な川づくり」

と「子供達への環境教育のための学習」を中心

に行われた。環境まちづくり講座では新たな河

川環境づくりへと一歩を踏みだし、そのまま子

供達のための環境学習となった。川越市立高踏

牝小の子供達の関心を不老川に向かせることが

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

樹の名札付け・ウォーキング　３回

大森の池まつり　　８月

　出来たことは、なによりの成果であり喜びだっ

　た。特にお知らせしたいのは、魚がいないと言

　われていた不老川の上流に何度も生き物探しを

　した結果、４種の魚を含む水棲生物を多数発見

　したことである。感動とともに不老川は確実に

　蘇りつつあることを実感した。

◇大森調節池の草刈、ごみ拾い　４回

環境まちづくり講座　「川とくらし」　ワークショップ全４回

川越市立高階北小の総合教育に協力１２月

学習会　合成洗剤、水質調査、不老川を語ろう（川越土木事務所を招いて）

他河川見学＆交流会（落合川、黒目川）

他団体との交流

雨水利用実験取り組み　雨樋からの雨水分岐装置（龍ロ）を新たに２ヵ所設置。

淳 匹
河岸川と不老川め合流点付近

までボラが上ってくる。東京湾と

のつながりを示す証拠である。

７？
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　川と海を行き来する魚は多く、まず思い浮か

ぶのは鮎。上流で岩の苔を食べ、中流の浅瀬で

産卵し、稚魚は海へ下る。青葉17)頃上流を目指

して川をひた上る。しかし、多くの堰が行く手

をはばみ、天然そ上の鮎は珍しくなってしまい、

あちらこちらで放流が行われている。放流され

るのはもっぱら琵琶湖産。彼らは生活史がちょ

っと違う。湖が海の代わりとなり、一生を湖で

過ごしてしまうものもいる。放流先で産まれた

命も同じように川を下るが、塩分に耐えられず

再び戻って来ることはない。北口本では、産卵

期が重なるため在来鮎との交雑がおこり、海に

弱い遺伝子が増殖していく可能性も指摘されて

いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　また琵琶湖で捕られる稚魚から鮎だけを選別

するのは難しく、関東以北にはいないカワムツ、

ホンモロコ、ワタガ、魚食性のハスも一緒に放

流され問題となっている。

　川も命も断ち切られたまま今年もまた放流の

季節がやってくる。

定例会：第３土曜日１３：３０～

年会費:1,000円詳細は下記世話人まで

入間市：日比042 - 963 － 7394

狭山市：丸橋042 ~ 959 － 3831

所沢市：高松042 － 948 －5815

流域情報

川づくり学習会　３月９日（土）朝霞市

　新河岸川流域総合治水対策協議会（流域自

治体）と新河岸川流域川づくり連絡会（市民

団体と国土交通省荒川下流工事事務所）の共

催で「川づくにおける行政と市民の合意形成」

をテーマに開かれた。

　基調講演は小金井市職員による『「雨水浸

透事業」を通じて推進する市民、水道屋さん、

行政のパートナーシップ』と、市民団体メン

バーの『住民参加による黒目川改修計画策定』。

　小金井市の浸透マス設置は昭和６３年から

始まり、現在では市内全戸の９５％以上に設

置されている。この事業が強制ではなく、ま

た市民自らの負担で行われていることに参加

者の驚きと質問が集中した。

　黒目川の事例では、行政と市民が対等なパ

ートナーとなるためには、互いの関心や知識

の落差を埋める努力をしなければならないと

提言があった。

　後半は東京都と埼玉県からそれぞれ市民と

の合意形成による河川改修の事例報告があっ

た。

　袖口の参加者は、５８名で関係者の他市民

３０名、流域自治体職員1 8名。会場からの

質疑意見も河川環境から治水における流量計

算まで多岐に渡り充実した学習会だった。

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ました。
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