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大森調節池が不老川の生き物たちの供給源となっている（不老川生き物しらべから）
子供たちの遊ぶ力
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新河岸川流域の各支川は市民団体が中心になり
７〜８月にかけて「川まつり」を行っている。８月
下句、そのひとつ朝霞市の

黒目川まつり

に参加

した。会場は新河岸川との合流点近く、川幅もかな
り広い。水深は３０〜５０ｃｍ位か。水底の小石が
くっきり見え水質はかなりよさそうだ。
プログラムは周辺のゴミ拾いから始まり、魚捕り
講座、カヌー・ボート、スイカ割りと進行していっ
た。子供たちも大人もみな川の中に入り、網を持っ
て夢中で魚を追いかけている。水泳パンツで流れに
浮かぶ子、大人を乗せた筏を引っ張る子、どの子も
目を輝かせ、積極的に川を楽しみ、ずぶ濡れになっ
て遊んでいる。
この子たちを見ていると「近頃の子は遊べなくな
った」と言う評価は間違いだと確信した。子供たち

エノコログサ（イネ科）
ネコジャラシの別名で親しまれている。
草地や道端に生える一年草。
をつける。

に魅力的な環境とゆったりした時間を与えれば、子

日当たりの良い

供は生き生きと遊ぶ力を発揮し始めるのだ。そして

8〜ｎ月茎の頂に緑色の花穂

この力が後の生きる力の源となるのだろう。

エノコロは犬の子の意味で、花穂が子犬の尾に

この黒目川の会場では１３種類の魚、２４匹の鮎

似ていることによる。冬には鳥が種をついばむ。

が捕れた。
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第2回

不老川生き物しらべ

８月６日（火）県環境デドバイザーの永石文明
氏を招いて、不老川上流竣の大森調節池付近の調
査をした。照りつける日差Iしがあつ〜い日だった
が、湧水が入るせいだろうか、意外に流れる水が
冷たく心地よかった。一部残された自然護岸に茂
る草と川面に影を落とす樹木のある場所はなかな
か風情がよい。こういう場所は残したい。
今回の調査の前々日に豪雨があり、水量や流速
の増大にともない相当の水生生物が流されたもの
と思われる。 ８月１日の事前調査では、より多く
の水生生物が確認されている。

木陰で一休み…けっこう色々いるね〜

やまゆ
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にて二

上流

流入□ 排水□
芦
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調査日
Ａ地点

2002年８月６日（火）
やまゆり荘前付近

水温
水深
流速
川底
河岸
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モツゴ
メダカ
ヒメダカ

ドジョウ
フナとコイの交雑種
アメリカザリガニ

ギンヤンマのヤゴ
水棲昆虫

10時〜１

２時
天候 晴れ 気温３６（Ｃ
大森調節池排水口付近（上下３０ｍ）

Ｂ地点

Ａ
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１

多数

多数

０

１

多数

針゛ロウ、ﾐｽﾞﾑｼ等

点

20匹ほどの群れ

4 cm

体長10 cmでﾋｹﾞはある
が小さい
大森調節池では生息

多数

１

大森調節池の排水口上流約３０ｍには高さ1.36ｍの堰かおり、更にその上流２０ｍには落差工
があるので、魚の遡上は出来ないと思われる。

２

不老川の堰の下流の左岸から大量の水が流れ込んでおり、異臭がするので電気伝導度（ＥＣ）
を測った（地図上Ｃ）ら７６０ｇｓ／ｃｍと異常に商い数値を示したので調査を依頼した。
（不老川本流の数値は通常２００〜３００μｓ
／ｃｍ）

３

１９９９年に設置した堰の影響で、その冬は家庭排水が流入したので、池の水質が悪化し、ヘ
ドロが溜まったままでいる。
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ぎ右っニ苓十者＼躍
（井戸調査の結果から）井戸調査班

〈不老川で見つけた不思議＞
殆んどなくなってきた。従って、今では下流域
｜

入曽橋北隣の常泉寺観音堂の境内に「七曲の

でも不老川から地盤中へ年中休むことなく水の

井」がある。武蔵野台地の水不足を救う為に「す

供給が続いている筈である。

さのおの命」が掘ったと言い伝えられている井

しかし、今年６月下旬の梅雨の最中に行った

戸である。井戸の中心が10mも離れていないと

井戸調査では、不老川の水量はかなり多かった

思われるくらい不老川に近接して掘られている

にも拘らず「七曲りの井」はカラカラであった。

にも拘らず、この井戸の水位は不老川の水面よ

周辺地盤に地下水として川の水が流れ込むの

りかなり低い。不老川の水面より5m以上も下

は、周辺地盤の地下水位が川の水面より低いか

にある井戸底が、カラカラに乾いている事も珍

らである。入曽標周辺では、当然不老川から「七

しくない。

曲の井」の方向に川水が地下水として流れ込ん
でいる筈であるが、10m足らずの間に5m以上
の水位差があるのは、自然現象としてはたいへ
ん不思議なことである。この間に地下水が滝の
ような勾配で流れているか、何らかの原因で、
川水の地下への浸透が堰きとめられているかの
どちらかであろう。
私たちが不老川周辺の家庭井戸の調査を始め
たのは、この地域の自然や社会環境の変化が地
下水にどんな影響を与えているのかを確かめる
のがネライであった。

「七曲の井」の水位を測量しているところ

しかし、始めたとたんに

この不可解な事が出てきてしまい「自然とは何

「不老川」というネーミングは、冬場の川の

と不思議に満ち満ちているものか」ということ

水が少なくなる時期に途中で川の水が瀬切れに

を今更ながら感じさせられてしまった。

より途絶えてしまい、「川として年越しをしな
い」つまり年をとらない川という意味で名付け

〈弁戸調査から判った事＞

られたのは皆さんご承知の通りである。

私たちが井戸調査を始めてまだ日が浅いので、

川の途中で瀬切れが起こるのは、人為的な取

皆さんに報告できる事はたいへん少ない。

水がなければ、上流で川に供給された水の量よ

測っているのは井戸の標高、水位、電気伝導

りも、下流で地盤中に流出してしまう水の量が

度およびpHだけであって、測らせていただけ

多いことから起こる。大昔から不老川は「年と

る新たなお宅の開拓も難しいことから、今の所

らずの川」と言われていたのは、量の多少はあ

入曽を中心に「七曲の井」を含めて８ケ所（図一

ったにしても周辺の地盤に地下水を供給してい

１参照）だけである。この８ケ所の井戸はいずれ

たことを示している。最近は季節変動する雨水

も立川面と呼ばれる今から1〜3万年前に作ら

以外に、家庭雑排水の流入や下水処理水の不老

れた地形面の上に分布している。

川への還流によって、渇水期でも川水の枯渇は

関東はたいへん坂の多い土地である。狭山市
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や入間市も例外ではなく、作られた時代が異なる

た。家庭用井戸の水位がほぼ直線的に分布して

地形面がいくつかあって、その境目が仮になって

いる事は、これらの井戸の地下水が整合的に繋

新しい時代に作られた地形面である。

がっている事を示唆しているが、不老川と近く

曲の井」に見られたと同じく、不老川との間に
ある種の不連続な関係があると考えられる。即
ち、不老川と「七曲の井」に見られる不思議な
現象は、単にこの井戸だけの事ではなく、不老
川の下流において、川の水と地下水分布全体を
支配する不思議な現象のようである。
「不老川の水と地下水がどうであろうと、日
常生活には関係ない。放っておけばいい」と考
える人がいるかもしれない。しかし、木からリ
ンゴが落ちるのを見て、万有引力の大発見につ
●
●
●
●

（図一1）調査井戸の位置

ながったように、自然界の不思議を不思議と思

●
●
●
●
●
●
●
●
♂

電気伝導度やｐＨは水質の異常をキャッチす

う心は大切にしたいものである。
地中の状態を知るためには、ボーリング調査

るために測定しているが、今の所特別な異常は
現れていない。

が有効であるが、不老川周辺には既存のボーリ

しかし調査している井戸はいず

れも保健所から飲料水には不適と言われていて

ング資料が少ない事もあって、この不思議を解

もっぱら洗濯とか洗車、撒水に使用されている。

き明かす証拠は掴めなかった。

●1●!！･!4●!9

一

地盤条件に証拠が掴めないとすると、次に確
かめたいのは河川工事による人為の有無である。

Ｉ

最近の新聞に「富士見市の武蔵野台地から湧
き出る地下水はたいへんおいしい水だ」と書い

Ｉ

標 高

てあった。一方、上福岡の江川の川底からコン
Ｉ

コンと湧き出る地下水は、農薬成分を含んでい
て飲料には連さないそうである。新座の湧水も
飲めない水のようで、同じ武蔵野台地にしみ込
んだ地下水にもこれだけの連いがある。これも
（図一2）不老川沿いの井戸及び水面の標高

たいへん不思議なことだと思っている。
不老川周辺には立川面の他に武蔵野面、下末

図一２は平成14年６月28日に行った井戸調
査の結果で井戸と川の水位を標高に合わせて断

吉面が広がっている。これらの出来た時代の連

面的に示したものである。この地域の立川面は

う地形面の井戸の水と、今回調査した井戸の水

西から東へ緩く傾斜していて、その地形勾配は

が一つながりのものかどうかも興味深い事であ

およそ8／1000程度となっている。各井戸の水

って、これも是非確かめたいと思っている。
「井戸調査の報告」と銘打ちながら、話が大き

位も地形に沿って直線的に分布しており、その
水頭勾配は約9／1000であった。各井戸の水位

く脱線してしまった。今回は第一話なので、イ

標高は1000〜1500ｍ下流の不老川の水面標高

ントロダクションとしてご寛容をいただければ

と一致しており、井戸近くの不老川の水面は井

幸いである。

戸の水面よりも7m程高い位置にある事が判っ

一斗−

以上

｜

の井戸のこれだけの水位差は、各井戸とも「七
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去る７月24日公開質問状についての第３回目の
話し合いが行われた。席上
ンス21

不老川清流ルネッサ

実施報告書の説明があり、その中で水質

が目標値に達していないこと等から、今後とも施
策の継続が必要と結論づけている。
その一つとして下水処理水の水質が問題で、我々
が指摘したとおり、BOD値が高く溶存酸素が極端
に低いので不老川の水質悪化をまねく可能性もあ

l･

り、今後生態系への影響等についても考慮しなが
ら継続的に調査を行うことを約束し了承￣した。
二つめが林川浄化施設の問題であるが、すでに工
事に着工(完成平成15年度、工事費４億６千万円、
処理水量は林川の全流量）していることもあり、

スII（去る７月４日国交省関東整備局発表）に指

中断は無理との判断から、完成後の活用を検討す

定され、これからも不老川復活に向けてのさまざ

ることで了承した。

まの施策が実施される事になったので協力を、と

埼玉県の３課（河川砂防課、下水道課、水環境課）

要請があり、当会として積極的に協力することを

合同での話し合いとなり、当初は話しがかみ合わ

約束した。

ないこともあったが、お互いの意見交換の中で川

ようやく夏だけ魚たちが棲むようになった不老

の生態系についても言及できたことは、今回の質

川であるが、年間を通じて魚のすめる川づくりか

問状提出の意味があったことを示すものであると

ら、魚のすむ川づくりを目指して活動しながら、

思う。

積極的に提案をしていきたいと思う。

又、今後の課題として不老川が清流ルネッサン

天功（尊の1瞼い１＆埼!鯵？
今春、狭山市上広瀬で天水尊を設置した原田さんから感想を伺いました。

原田さんはこれまでは当会ですすめて

と設置に踏み切ったそうです。

いた雨水利用実験取り組みとして龍ロ（雨ど

｢植木の水遣りや洗車

いからの分岐装置）を取り付け、手持ちのポ

にも利用できて大助か

リバケツなどに雨水を貯めていました。今度、

りです。蚊にも悩まさ

狭山市にできた補助金制度を利用して本格

れなくなりました。｣と

的な雨水貯留装置（天水尊）を設置しました。

原田さんは話してくれ

池の水を替えたり、災害時の水の確保のた

ました。

め、ある程度まとまった水量が必要なこと、

(容量は200

また、ポウフラの発生を防止するためにも

５−

諮です)

::1･l

湿丿也と生き物‥・り3．ガエ1む

ｓく……

ウシガエルが繁殖すると生態系を破壊するといわれている。というのは、小魚、カエル、昆虫、鳥
（カイツブジなどのヒナ）など他の生き物を大量に食べてしまうからだ。大正時代にアメリカから食
用として輸入され、全国に広がった外来種で天敵がいない。他の動物に食べられないので個体数が増
えてしまう。大森調節池でも９７年に初めて生息が確認され、その後その数は確実に増えている。
ヴｵｰヴｵｰと牛に似た鳴き声はすれどなかなかその姿をみせない。成体は2
0cm程まで大きくなり、
泳ぎも潜水も上手で中には３ｍも跳躍するものがいて、捕獲が日本一難しいという話もある。
それに繁殖期が５〜９月と長く、産卵場所は池や沼などの水量の多い場所で水面に広がるように大
量（6000〜数回個）に産む。調節池が作られる以前から周辺に生み着いていた在来種のニホンアカガ
エルやアズマヒキガエルなどと比較すると卵数はかなり多い。調節池で増殖するのも道理だ。殆どの
オタマジャクシは越冬して翌年全長1
5 cm程まで成長しカエルになって上陸する。前述したように他
の小動物を大量に餌にし、天敵のいないウシガエルは、生態系保護の面で非常に問題があるといえる。

第３回生き物しらべ・いも掘り
１０月１９日（土）雨天10/27日（日）

川をきれいにしよう１ゴミ拾いと生き物調べ
をします。みなさんの参加お待ちします。

生き物しらべ（不老川）・いも掘り

Ｊ｀１０月２０日（日） 会場 不老川
．r集合 ９：３０〜１ １： ００
川越市今福 砂久保橋たもと
（パチンコ遊遊のそば）
J｀問い合わせ 賀登（0492
− 44 − 9499）

○集 合 ９：００ 入間公民館
○参加費 ４５０円
○長靴など水に入れる服装
いも掘り

○集 合
○参加費
○持ち物

１１：３０
３５０円

北入曾郵便局

流域慣･報

袋、軍手、シヤペル、飲み物

・所沢源流の会発足

申し込み

9n

16日（火）

狭山丘陵北斜面を水源とする河川の上流市民団

米倉（９５８−７０３１）

体が発足した。連絡先小黒(923
・大森調節池で環境学習

‑8946）

９月２０ロ（金）

入間市営寺小学校４年生６０名が、調節池の自
こか

9y

＠

フ

然とトンボの生態を学習。石渾直也氏が市民講師

゜盲

として脇力した。

水の乏しい入曾地域を潤した歴史的にも
貴重なかつての用水路を辿ります。
日
会

時
場

■不老川天然河岸の調査

１０月５日（土）

全国的に少なくなっている天然河岸の実態を、
新河岸川水系をモデルに調査中。その一環として

１１月６日（水）〜１２月末
入間公民館

不老川を調べる。主催新河岸川流域水系水環境連
絡会

連絡先

宮本(042

− 567 − 3346）

■上赤坂の森クリーン活動と森に親しむつどい
１１月９日（日）開会９時

狭山市赤坂の森公

園周辺でゴミ拾いと丸太切り、いも煮（材料費200
円）など。軍手持参

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 −･り59− 3831
所沢市：高松042 − 948 −5815

主催堀兼自治会連合会他

連絡先狭山市環境部生活環境課(953
■水質調査報告会１１月２４ロ（日）

本年６月に実施した新河岸川一斉調査のまとめ
を報告する。詳細未定。主催新河岸川流域水系水
環境連絡会。

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レ、

一一

−6.−
一一

− 1111）

問い合わせ藤井（048−474

− 3504）

