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不老川流域川づくり市民の会

　　代表　相馬　和彦

　連絡先　042-965-1741

川越市工一スコックエ場脇の不老川沿いに掲示板（不老川きらりボード）を設置

　　アカツメクサ（マメ科シャジクソウ属）

　多年草。長い楕円形の葉にＶ字形の淡い白色

斑があり、茎、葉共に毛が密生する。花は淡紅色

から濃紅色の蝶形花が密集した穂をつくる。

　　　　高さ30～60cm。花期5～10月

- １－

　　　不老川きらりボードの誕生

　川越市福原エースコツクエ場脇の不老川

の橋のたもとに、念願の木製掲示板「不老川

きらりボード」を設置。川越河川管理事務

所・川越市環境保全課の認可と河川管理財団

の助成金で作成された。

　福原小学校の平成12年、13年卒業の６年

生たちの絵「魚のあふれる不老川」「笑顔が

あふれる不老川」「天の何の不老川」等、夢

と未来のある作品を掲示。学校・地域の自然

環境との関連ニュース等、川の浄化の発信基

地にしたいと願っている。

　ボードの題字は飯能にお住まいの小槻昌

平絵馬師（三代日）に依頼した。「不老川き

らりボード」の文字に中央上、トウキョウダ

ルマカエルを描き、左右にドジョウとギンブ

ナを表し、見事なきらり・かがやくボードの

誕生である。
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　どうする不老川の未来：

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

埼玉県は不老川“清流ルネッサンス||”策定中

　かつて日本一汚かった不老川も、最近は夏には

魚が泳ぐ程きれいになった。これは平成６年から

姑まっだ清流ルネッサンス21”によって、流域

住民及び行政が協力しながら、いろいろな対策を

行ってきた結果であろうと思う。しかし、その計

画が一部達成出来なかった事から、埼玉県では新

たな視点を加えた「第二期水環境改善緊急行動計

画“清流ルネッサンスＵ”」を策定し、更なる水環

境の改善を計る事になった。

　　　　直線のコンクリート護岸と落差工

　この計画は国の認可を得て、平成16年度に策定、

平成23年度の達成を目指して、いろいろな施策を

実施していくと言うもので、より良い計画にする

ため、学識者や流域市、及び市民で構成された地

域協議会が設立された。その委員に当会代表も選

任されたので、当会として今までの活動の中で学

んだ事を中心に、自然豊かな不老川にするために

積極的に提案をしていきたいと考えている。

　“清流ルネッサンス21”の実績評価ど清流ルネッ

サンスＨ”の概要は次の通り。

“清流ルネッサンス21”の実績とその評価

実績(平成１２年度)

１、下水道の普及

　計画82％に対し、実績78％

2、合併浄化槽設置

　ほぼ達成

３、東京都からの流入水を浄化する施設
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　計画に対し、約30%の処理しか出来なかった

　(流入水がH4年度の10%以下に減少した為)

４、久保川浄化施設

　設備トラブルで稼働日数少なく、処理量不十分

　(下水道の普及で水質は不老川より良くなった)

５、林川浄化施設

　現在建設中で15年度中に稼動予定

６、川越市の下水処理水を不老川に還流

　計画3.9万トン/日の約50％しか還流出来ず

　(還流水質はB0D5mgの計画に対し20mgで不適切)

評価

　下水道の普及により不老川へ流れ込む汚水の総

量は、４年度に比べ12年度は約50％になり改善さ

れ次が、水質の目標値は川越市の不老橋でBOD

lOmgに対し、結果12mgであり、目標は達成でき

なかった。

　上記で未達成になった項FIは再度検討し、清流

ルネッサンスＵに引きつがれる。

“清流ルネッサンス11”の概要

１、不老川の理想像の検討、それを実現させるた

　めの具体的目標の設定、及びその施策を検討し、

　地域協議会で計画を策定する。

２、内容ぱ水質”にこだわらず、“景観n　ぶ4親水”

　　“生物(生態系)”等も入れた理想像を検討し、

　必要な水質･水量等の年次目標を設定する。

３、理想像や目標値と現状とを比較し、改善すべ

　き項目を明らかにして、施策の実効性を高める

　ため、詳細に現状分析を行う。

４、各施策の年次計画、達成状況の管理計画、

　概算事業費等を盛り込んだ計画を決定する。

以上の内容に対し、読者の皆様からのご意見など

ございましたら、ご提案頂ければ幸いです。

やすらぎを感ずる多自然型川づくりを目指して
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　不老川流域には、今も江戸時代に新田開発された　　ンジ効果で徐々に地中に浸透していって、ミネラ

時に作られた緑豊かな平地林や屋敷林が数多く残　　ルをたっぷり含んだ地下水となる。このように森

っている。

　狭山市立山王小学校の南西隣にある山王塚市民

緑地も、今すぱらしい緑の木々に覆われている。平

成12年12月、狭山市の市民緑地に指定され、広

さは6141�ある。林の中は、散歩道が縦横に造ら

れ、気軽に歩くことが出来る。この林は、「不老川」

と、かつでこかわ”として村人達に親しまれてい

た「人曽用水」の問にある。

　　　　　　　山王塚市民緑地のゴミ掃除

　山王塚市民緑地のような平地林に降った雨は、市

街地と違って外に流出することない。との水は、落

葉が堆積してできた腐植土にとどまり、多くはスポ

トンボの羽化に感動

林の腐植土は、大雨の時の急な川の増水を防ぎ、

また渇水時でも常に水を貯え、天然の貯水池とな

る。　たとえば、この辺の平地林で今日降った雨

は、数十年後　志木市、和光市、朝霞市付近で湧

き水として現れる。

　入間、狭山、川越に残る武蔵野の平地林は、我々

大人が引き継いで、将来の子供たちの為に残して

いくべき自然の“宝”だと思う。

　山王塚市民緑地は、山王小学校に隣接してお

り、今後この学校の生徒や、地域の人だちと一緒

になって、関わっていければと思う。

　不老川流域川づくり市民の会では、今年になっ

て２回のゴミ掃除や観察会を行った。その時　気

が付いた事だが、市民緑地として整備された頃、

歩道に敷かれた木チップは今では広く飛び散り、

かなり林床の部分にはみ出して、踏み固められた

跡があった。このままでは、踏み固められた部分

が更に拡大し、せっかくの柔らかい林床は、かな

りのダメージを受けると思われる。むやみに踏み

荒らされない工夫が必要なようだ。

武敵野小、久保川で環境学習

　川越市立武蔵野小学校の５年生で、不老川の支川

である久保川を対象にした環境学習を行なった。

　５月２８日の室内学習では水循環の話や当会の活

動内容の紹介、川の歩き方や生態系の説明をした。

５月30日には当会会員６名を加え、久保川べりを

上流に歩き、帰りは川沿いの林を観察、約3km　の

フィールドワークを行なった。

　久保川は３面コンクリートの、洪水対策だけを目

的に改修されたような川で、川底は一面アオミドロ

が茂り、落差工の中に入り生き物がいないか探って

みたが、その影もない。　それでも子供達の日は鋭

く、コンクリートの護岸壁ではトンボの羽化を発見

した。しわくちやの羽が伸びる様子を見つけたり、

川岸に生えていたカラスビシヤクの奇妙な形にビ

ックリしたり、大喜びだった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。－３－

　　　　　　　環境学習の子供たち

　林の中では樹液を吸うオオスズメバチを発見、

特に黒いシャツを着た子供はソロソロ歩き、通り

過ぎてのホットした顔は印象的であった。

　校長を囲んでの反省会では、楽しかった事の報

告で賑やかだったが、環境学習は先生達も楽しい

事が大前提で、それが子供達の好奇心を呼び起こ

す事に繋がるであろう。
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　4月２６日、川越市の今福合流点から新河

岸川までの間、川岸を飾る春の野草を楽しみ

ながら、川岸周辺に残っている樹に名札を付

け、下流へ歩きました。樹が少ないのはー寸

さみしく感じましたが、アケビ、エノキ、ヒノ

キ、アカメガシワ、イチョウ、クルミ、ムク

ノキ、ケヤキ、シラカシ、ネズミモチ、シロ

ダモ、合計１１本の樹に名札を付けました。

　不老川上流から始めた樹の名札つけは今回

で終了になります。流域から河畔林や樹木が

どんどん減ってきていますが、もし、計画的

に植樹を始めたら、１０年後には上流から下

流まで河畔の樹木で自然をつないだ川岸とな

り素晴らしいと思います。

　　　魚ﾀﾞにﾚとっｔ･棲みやすい川かな？/

　　　　　　　　　　　生きもの調べ

　久保川が合流する点と新河岸川に合流する

点で４回目|の生きもの調査を行いました。体

長の小さい魚類は手綱、大きい魚類は投網で

それぞれ採取しました。久保川合流点のドジ

ョウは久保川上流から流れて来たものと思わ

れます。新河岸川左岸芦の間で、産卵のため

に川に上がってきた体長46cmのウグイを採

取しました。魚が弱らないように素早く体長

を測り、全員でウグイと一緒に記念撮影をし

てから、もとの芦の中へ帰しました。

　　　　　　　46c mのウグイ発見

　一週間前の下見のときは、久保川合流点で

コイが群れをなし、バシャバシャと水飛沫を

上げて活発に泳いでいましたが、おそらく産

卵の時期だったのかも知れません。新河岸川

　　　　　ウグイといっしょに記念撮影

不老川とも河川改修工事中で濁り、川底には

泥が溜まっていました。　しかし、工事で深く

掘ったところから地下水を汲み上げているた

めかＢＯＤは思ったより低く、8mgでした。

　東上線鉄橋と新本橋間の堤防には、特殊コ

ンクリートを祖み込む工法が採用されていま

したが、水際には既に多くの草が生えていま

した。最近は、コンクリート護岸でも草が生

えるよう配慮されたタイプもあることが分か

りました。

　不老川は流れの速い真直ぐな川で、魚類に

は生息し難い環境になっています。将来に向

けて魚類が生息しやすい流水空間を増やして

いくことも大切です。

　生きもの調査は今後も継続して行います。

　　　　　魚類調査結果
調査場所 久保川合流点 新河岸川合流点
流水の状況 浮遺物多い 泥水で濁っている

水温 22℃ 22℃

水深 約30cm 約３ 0cm

流速 速い ゆっくり

川底 砂榛 泥
河岸 土質　フトンカゴ

植生あり

上質　植生あり

採取種名 採取数 体長 採取 体長

ドジョウ １ 12cm ０

ウグイ ０ １ 約46cm

オイ,カワ ０ １ 約10cm

タモロコ ０ １ 約8cin

ョシノボジ ０
　　　　　　一１

約5cm

ウキゴリ ０ １ 約8cm

メダカ ０ ５ 約3cni

米ザリガニ ０ ３ 約2～4cm
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　当会では　狭山と川越の２ヵ所の水質を毎月！

回継続調査しており、５回目となりました。その測定

ポイントを地図で示しました。

　水質項目として、透視度、亜硝酸態窒素、界面活

性剤、電気伝導度、

ｐＨ、ＣＯＤを

測定しています。

５月の透視度と

ＣＯＤのグラフ

を示しました。

排水口(Ｂ、Ｄ、､Ｆ)

ではその上流(Ａ、

Ｅ)と排水の薄ま

った下流(Ｃ、Ｇ)

に比べ透視度が

低く、ＣＯＤが高

い。結果として、

権現植と山田植付

山田橋付近

近で流入する排水が不老川を汚染していることがわ

かります。河川汚濁の原因として、生活排水(し尿、洗

濯、入浴など)、各種の店舗･事業所･工場･処理場など

からの排水があります。公共下水道に排水されてい

ない場合には、汲み取りなどを除けばこれらは河川

に排水されますので、適切な処理がされていないと、

河川が汚染されます。不老川の水をきれいにするに

は、不老川周辺の家庭や店舗･事業所･工場･処理場な

どの排水を適切に処理し、又、汚れの原因になる油

などを流さないように注意することが大切です。

　不老川沿いを歩いていますと、排水口から極端な

汚水が流入していることに気付くこともあり、残念

な気持ちになります。市民や事業者が協力して、い

ずれこれらが改善され、ウグイのような比較的きれ
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いな川（ＢＯＤで3～5ppm)に棲む魚が戻ってくる

ことを期待したいものです。５月のＡ点は透視度が調

査開始後はじめて100 cmを上回りましたが、雨、流

量とも比較的多かったのが幸いしたものと考えられ

ます。年間を通していつも透視度100cm以上である

ことが夢でなくなることを願っています。
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　川越を起点として、東京の北区岩淵で隅田川に合流する新河岸川。不老川

はそのー支川です。ところで皆さん、不老川と同じように新河岸川に流れ込

む兄弟川を知ってますか。今年の新河岸川流域フォーラムは、各支川の川ま

つりをつないでリレーフェスティバルになりました。モチロン「大森の池ま

つり」もその一環です。川まつりの会場となる各川の特微もまつりの内容も、

とても多彩で楽しそう。

　さあ、この夏は新河岸川流域を歩きまわり、あなたの望む川を見つけてく

ださい。そしてフェスティバルのゴール、フォーラムの会場にあなたの見つ

けた川への想いを持ってきてね。

□

□

８月３１日(日)1０100～15:00

　場所　　　大森調節池(入間市宮寺)

　イベント　熱気球　カヌー　ポート

　魚探し　水鉄砲　ザリガニ捕り　虫とり

□　参加費　保険料ＩＯＯ円

　　気球搭乗料　大人300円　子供200円

□　持ち物　水筒　昼食　水に入れる服装

□　主　俵　不老川流域川づくり市民の会

□　問い合わせ　相馬(042-965^･1741)

定例会：第３土曜日１３：３０～

年会費:1,600円詳細は下記世話人まで

入間市こ相馬042-965- 1741

狭山市：丸橋042－959－3831

所沢市：高松042- ９４８－5815

川越市：高木0492－ 43－9828

－６－

新河岸川水系一斉水質調査

　６月８日（日）流域の市民団体、生協、学校

など49団体が参加して水質調査を行りた。

不老川の調査地点は22地点、この日の不老

川は水が極端に少なく採水に苦労した。

　今後データを分析し、結果は11月頃発表

される。

不老川を見下ろすカフェ

　狭山市北入曽の入曽橋から一歩入った下流

左岸に素敵なカフエ「ろくすけ」ができた。

　川に向かってテラスが張り出し、対岸の木、

立を見ながらコーヒーを楽しめる。不老川に

顔を向けた初めてのお店？

こかわ展

堀兼公民館

新狭山公民館

奥富公民館

柏原公民館

好評開催中〈狭山市〉

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。

６月　３日～７月　１日

７月　２日～７月３０日

７月３０日～８月２６日

８月２６日～９月２４日

流域情報
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