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　　2004.6.25発行

　　　　　28号

不老川流域川づくり市民の会

　　代表　相馬　和彦

　連絡先　04-2965･1741

不老川の支流みそぎ川の源流、西久保湿地の自然観察

　　　　　ヒメジョオン　（キク科）

　越年草。固い茎が直立、葉は茎を抱かない。花

は黄色い半円形の詫状花の周りに白い花びらが車

状にきれいに並ぶ。夏の訪れと共に不老川の土手

にも至るところに白い花を群がり咲かせる。

　　　高さ50～120cin　　花期5～7月

　　　　　子併たちyご残す本来のﾉjに

のところ２週間に一度、不老川の支川を観察

している。

　先月、不老川最上流部のみそぎ川をさかのぼっ

た。入間市営寺公民館から、幅２ｍ３面コンクリ

ート張りの水路をたどって瑞穂町に向かう。途中

出会ったお年寄りに昔の川の様子を聞き、知らな

い魚の名を教えられた。「おばば」という魚がいて

ね…ドジョウによく似ているが、ひげがなくてね

今は全然見かけないな…。　やがて狭山丘陵

の斜面がせり出して、ふいに３面コンクリートは

途切れ、幅60ｙほどの土をえぐった水の流れ。

ミズスマシやカワニナ、クチボソが泳ぎ、ドジョ

ウによく似てひげがない魚も泳いでいた。

　狭山丘陵に落ちた雨は一本の流れとなってみそ

ぎ川を下り、不老川一新河岸川・隅田川を通って

東欧湾にそそぐ。その間50数キロ？その最上流

のわずか１キロにも満たない所が自然の取分

である。子供たちに残す本来の川である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸橋
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の水と街の水を集めて不老川として新河岸川へつな

がっているのです。

　支流の多くは山から街中を通る際、三面護岸の水

路の状態ですが、一一部は蓋をされ暗渠となっていま

す。せめてもの救いは、狭山ケ丘駅前の暗渠部分の

ように歩道として利用され、緑の多い空間を作りだ

していることです。

　庄名川は少し広めの三面護岸の水路が続いて、み

ごとなほど直角に曲がって流れています。空き地で

ゲートボールを楽しんだり、川べりで集ったりして

いるお年寄りから話をききましたが、この川につい

てそれぞれ呼び

等の様子が見えておもしろかった。

　また、川の整備の仕方が東京都と埼玉では全く追

っています。東京を流れる不老川は、広めの三面護

岸の殺風景な水路ですが、その縁に遊歩道が設けら

れており、人が水に近づけるようになっています。

しかし、所沢青梅線を挟んで埼･ｋ県に入ったとたん、

草むらに囲まれた川になります。草と戯れて流れる

川の権利をちょっぴり取り戻したように見えて嬉し

いのですが、草が茂りすぎて人が川縁に近づけない

のが残念でした。

　川の姿をそのままにして人と川が混じり合い、

人が川に愛着を抱けるような、そんな川づくりは

できないものでしょうか。　　　　　　　　　村手

　不老川卜渡部、支流の現状を知るために川歩きが

計痩されました。４月５日はたるいど川、４月２７

ロは振宮川、５月２５日はみそぎ川から庄名川とい

う具合です。桜の春から初夏にかけて水辺の草花

を愛でながら、移りゆく季節を楽しみました。

　今回の川歩きで実感したのは、不老川の支流のす

べては狭山庄陵にその水源地かおるということでし

た。振宿川はニつの源流を持っており、それぞれ小

高い山を挟んで山の神神社、八幡神社が祀られてい

ました。神社があれば開発は免れ、緑も水も守られ

るのではないかという希望を持ちました。帰りに立

ち寄った緑の森博物館や、林川の水源地の一つの西

久保湿地もそれぞれ狭山丘陵の一部です。

　　揖宿川の源流にあたる緑の↑愚物館内にある沼

　庄名川の源流は農家の庭を通って丘陵に続いてい

ました。農家の主人の話では、今もこの水は飲めそ

うなぐらいで、蛍も飛び交うとのこと。全く于が入

っていない小川で、昔の少年たちは川底の石をめく

ってカワニナなど生き物探しに熱中していました。

　それにひきかえ、庄名川の帰りに訪ねた不老川の

源は、国道１６号沿いのホテルの側の湿地でした。

国道から畑の中を行くと、湿地には２本のクヌギの

本かおり、すぐ近くまで土が盛られています。近所の

人の話では、このあたりは昔から雨が降るとなかなか

水が引かない

ところだとい

うことです。

水源と呼ぶに

はお粗末な湿

地を出発点と

するこの川が、

狭山丘陵から
埋め立てられた不老川源流付近の湿地



ぜひ残したい大森の自然

　　不老川で川づくりに関する交流会力㈲われた

　去る４月10日国土交通省荒川下流河川事務所主催

の交流会に参加した。柳瀬川等の川の会の人達も含

め、約３０名が埼玉県による説明を受けながら、不老

川の新河岸川合流点から大森調節池までを視察し、サ

ピオ稲荷山で合同ミーティングを行った。

　合流点は川幅が広くなり、護岸もしっかりコンクリ

ートで固められ、最近は洪水もなくなったとの事であ

った。　次いで御代橋上流の平成１５年度工事分を見

たが、広く、深く切り立ったコンクリート製の石垣に

挟まれ、異様ささえ感ずる川に変わっていた。

　人曽の峡間浄化施設は役目も終わりに近づいたの

か矢板がサビつき完全に止まっていた。しかし重大な

発見をした。不老川は、水が少なくなる時期は家庭排

水がほぽ１００％になり一番汚くなるが、峡間浄化施

設に水が入らない構造になっている事である。この時

期に一番浄化機能を発揮して欲しいのに、である。

　大森調節池は、いつもどおりの豊かな自然景観を

　埼玉県では水環境の悪化が著しい８河川を指定

し、平成23年度までに改善する事をめざして表

記計画を決定した。不老川第二期水環境改善緊急

行動計画資料から、その目標値等を下表に示す

が、特徴を2～3あげると

１、最悪時の水質でもＢＯＤ１０以下とする。

２、入曽橋から下流の水深を10 cm以上確保。

３、多様な生き物が生息する川。

等の目標を掲げた事である。
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見せていたが、初めて見た県の職員の方は、「不老川

にこんな良い自然が戻っている所があるとは知らな

かった。ぜひ残したい」と感想を話してくれた。

　　　　　　　　　　　’レ

　　　　　豊かな自然が戻ってきた大森調節池

　現在埼玉県では河川整備計画を作成中であるが、

実際に工事を行う場合はその前に流域住民の意見を

聞いて反映する方針であるとのこと。又、不老川は

やっと改修工事に入った段階であり、今後重点的に

取り組んでいく川であるとの発言があった。これか

らも今日の交流会のようにお互いに顔を見ながらの

､話し合いを続ける事を約束して散会した。　　祖賜

　それらの目標を実現するため、行政が行う対策

として下水道や合併浄化槽の普及等、多くの施策

を行う計画であるが、中でも落差工の解消が特徴的

である。不老川には約１ｋｍ間隔に落差工があり魚

の移動を妨げているが、これらを全部取り除いて、

更に瀬や淵を作り魚の隠れ場所も設置する事になっ

ている。現在流域には約22万人が住んでいるが、家

庭排水を川に流している人は約５万人おり、市民が

行う対策としては、米のとぎ汁やてんぷらなどの残

り油は捨てないとか、生ゴミの処理などについて特

に気を付けてもらおうとのことである。川を汚す原

因の約80％がこの家庭排水によるからである。

　この計画は今年度から実施されるが、施策の進行

状況を確認し、計画の見直しも行いながら目標達成

に向けて行政、市民一体となった取り組みが望まれ

るところである。

　最近不老川では小学校が環境学習のフィールドと

して活用したり、魚取りをする子供達も見られるよ

うになったが、この子供達の為にも早く多様な生き

物の棲む川にしたいものだ。　　　　　　　　机笥

“不老ﾉ!!清流ルネッサ．ンヌ∬”μz忿



　５月12日金曜目、３年生３クラスの総合学習を

当会のメンバー6人がサポートしました。　コース

は武蔵野小学校から電源開発変電所あたりから久

保川と雑木林の自然観察です。
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むさしのタイム

学校のまわりで見つけたよ！

～草花・生き物のひみつ～
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　これが今回の学習のめあてです。

　行きは住宅街をすれすれに流れる久保川を15分

ばかり歩くと、やがて畑地を両サイドに流れるよう

になります。そこで学習を展開しますが、なにしろ

３面コンクリート護岸の川なのでこどもたちの川

への関心はイマイチです。もっぱら両岸に咲いてい

る草花や小動物について質問が集中します。ｱｶﾉぐﾅ

ﾊﾝｸﾞｼｮｳが今を盛りと繁茂していました。バック、

カナヘビなど、小動

物に対してしき引こ

　「きもーい！」とい

う声があがりました。

どうやら気持ち悪い、

ということらしいの

です。
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ﾑ詣能ｹﾔげ紐１

　後半は久保川沿いの雑木林コースです。ここでは

子どもたちは活発に生き物を見つけていました。朽

木には虫がいるということがよくわかったようで

す。木々石はびっくり返したら　元にもどす、掘っ

た穴は埋めもどす・‥このようなことも子ども連

は学びました。「きも一い！」という発言はここで

も連発されましたが、今日のような学習を手がかり

にそれが好奇心に変化

することを願っていま

す。草花も生き物もた

くさん見つけられた楽

しい３時間でした。

　　　　　　賀登環

　会員の華麗な杵さばきの合い間、小学生も餅つきに挑戦！

重い杵にてこずりながら、コツを教わってずいぶん上手にな

りました。小さい子供だらけ初めて見る光景に興味津々の様

子で、親子でペックンしてみる姿もありました。その後、つ

いたお餅は、あんこやきな粉などをからめて豚汁といっしょ

に美味しくいただきました。みんなおなかがいっぱいになり

笑顔がこぼれました。昔ながらの草餅づくりを通じて、世代

を超えた交流が深まった楽しい一日でした。

　今後もこのようなイペントを開きたいと考えております。紙

面などでお知らせしますので、皆様もどうぞお気軽にご参加ください。
｢.r必泌Ｚ伺'Ｚ４ａ汐Ｚｊ７
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弓偏獄ツ強か白べ盛り上回ｔし回
　４月７日、暖かい日差しの中「春の園遊会」と称して

餅つき大会が行われました。

　当日は大人２４名子供２４名・計４８名が会員宅の庭

に集まり、みんなで役割を分担しながらお餅をつきまし

た。目玉は何と言っても、たるいど川の川歩きで摘んだ

よもぎを、たっぷりと入れた草餅です。若草に色づいた

お餅は春のよい香りでいっぱいでした。



河川改修された不老川

　　新河岸川合流点から不老川上流へ向け

　川越市砂新田までの区間、河川激甚災害対策

特別緊急事業の一環として、河川改修されました

一帯において多くの浸水被害があり、平成15年写真右上のよう

に改修されました。　計画高水位の水深は3.4m、川幅は23m、

両側には管理用道路各3mが確保されました。　護岸には穴の開

いた特殊なブロックを組み合わせ、内側にはシュロの植生マット

をかませ短期間で草が生い茂るように工夫されています。また、

河床には低水路を設けており、ここにも工夫のあとが伺えます。

　今は見るからにコンクリート護岸で不自然な景色です。この景

色が年月とともにどのように変化するでしょうか？　写真右下は昨

年春撮影した改修前の状態です。草で覆われた川岸は見る者を

和ませる自然力があります。平成16年度は今福相の合流点付近

まで工事が進むそうですが、より自然なイメージを残すよう工夫を

重ねて欲しいものです。

改修後の不老川、川越市砂新田付近

改修前の不老川、「司上場所

川･7)13なし　吸必。

　孝老111 ゛IJ:なむ　相馬和彦

畔司
　　凰鳶などご力弓荼Ｊの

　梅雨も半ばになると、川のあちこちから湧水が出てきて川水が豊かになり、いつの間にかメダカ

やモツゴなどが泳ぐようになる。この魚たちはどこから来るのだろうか？調べてみたら大森調節池

より下流しかいないことが分かった。つまり大森調節池で生まれ育った魚たちが排水口から不老川

に出て下流へと流されていったようです。

　昭和３０年代河川改修が行われる前の不老川は、曲がりくねっていて淵があり、魚たちもそこで

冬を過ごしたり、支流の湿地で生き延びることができたようですが、現在は淵も湿地もなくなった

ので大森調節池が唯一生き物の供給源になっているようです。

しかし、ただ流されてしまうだけで遡ることがでさない

ので魚の種類が少ないと忠われます。

　埼玉県では今年久保川付近まで河川改修を行い

落差工（堰の一つ）を取り除いたので、そこまで

遡って来られるようになり、また瀬や淵も作る計

画になっています。

　川水がされいになっただけでは魚は戻ってさま

せん。瀬や淵など川の構造も大切なのです。川が

魚の棲める環境になれば魚たちは自然に蘇ってさ

てくれます。
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　　　　　　　　平成１６年度の活動

平成１６年度の活動ぱ清流ルネッサンスｎ”事業や新河岸川流域河川整備計画の策定によって、

にその将来像が定められてきている。既に大森調節他、入曽調節他の改修計画が俎上に上がっている。

ｌこれからはヽ私達の得たものを地域に還元し理解を得るためにヽ活動も地域ごとの自主性ヽ

口こり高めヽ発言力を増していきたい．

○

○

○

○

○

○

川歩き

地下水調査

大森調節池

学習会、見学会

山王塚市民緑地の手入れ

荒j ||

－

クリーンエイド

不老川の湧水、草花、生きものなどの支川調査

調査範囲を広げ、聞き取り、実測を含めて実施する

大森の池まつり　通常の手入れ　年３回位

生態系にあった川づくり、他川の見学会

子どもたちの参画による環境学習の場づくり

ごみ拾い分類、調査　　芋ほり

r

ｌ

Ｓ

　　　　　　　　　　ｌ

自立性を・

　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　１

’　　　　　　　ｌ

　　　　　　　　　　ｌ

　　　　　　　　　　ｌ

　　　　　　　　　　ｌ

　　　　　　　　　　ｌ

　　　　　　　烏になろう、魚になろう!
大森の池まつ 詞

り
ノ

　第５回　　８月３２日　10:00～15:00

◇　場　　所　大森の池（入間市営寺）

◇　参加費　１００円（保険料含む）

◇　持ち物　飲み水、敷物、水に入れる服装

◇　イベント　ボート、カヌー乗り、魚やザリ

　　ガニとり、虫とりゲーム、水てっぽう作り、

　　音楽会、フオトコンテスト（デジカメ可。応

　　募方法は当日配布します）

◇　出　店　カレー、オニギリ、ジュース、揚げ

　　パン、地場野菜の即売

◇　主　催　大森の池まつり実行委員会

　　　　　　不老川流域川づくり市民の会

◇　後　援　入間市、埼玉県飯能県主整備事務所

　　　　　　国土交通省荒川下流河川事務所

◇　問合せ　枇鴨０４－２９６５－１７４１

・8^8B　∂j∂∂よもノズ諸政営の濯寿差

　　斤乙･まy゛ので、齢き'んまでください。待っ

　　でまーずT。

r） 森の池まつりの写真展

昨年の大森の池まつりの写真展を７月２４

日２５日の２日間入間市丸広デパートで

間催します。

写真のほしい方には差し上げます。
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流域情報
□　新河岸川流域水質一斉調査　６月６日

　　昨年までは新河岸川流域で調査をしていたが、

　今年は、全国的な規模で一斉に調査を行った。

　　不老川の調査地点は、１８地点。今後データを

　分析し、結果は秋頃に発表される。

□　寺尾調節池見学　　　　　　６月８日

　　新河岸川総合治水事務所を会員１０名で訪れ

　た。そこには、自然豊かな寺尾調節池が広がって

　いた。この調節池は、平成１０年８月に発生した

　水害の再発防止のため平成１０年～１４年にか

　けて「新河岸川河川激甚災害対策特別緊急事業」

　として整備された。市民も交えで利用検討委員

　会”ができ、意見を出し合って池づくりを進めら

　れた。結果としてフェンスもないオープンなスペ

　ースが近隣の人たちに愛され、よい散歩コースと

　なっている。

　　場所は川越市と上福岡市の境で元福小（旧第６

　小）に隣接している。

員募集しています！

定例会：第３土曜日１３：００～

年会費:1,000円　詳細は下記世話人まで

入間市：祖鴨０４－２９６５－１７４１

狭山市：丸橋０４－２９５９－３８３１

所沢市：高松０４－２９４８－５８１５

川越市：高木０４９２－４３－９８２８



　　夏の一日、子供たちに目いっぱい水辺を楽しんで

　もらうために、会場・植林地の草刈りやボート・カ

　ヌーのコース作りをしよう

軍手　鎌　飲料水　水の中に入れる服装

１００円（保険料含む）

’０３大森の池まつり写真展のおしらせ

　　　了月２４・２５日（10:ＯＯ～５:ＯＯ）

　　丸広デパート入開店ロビーにて

　　昨年の池まつり写真334枚を一挙に展示

　　希望者に写真を差し上げます

主催　不老川流域川づくり市民の会

　　　　連絡先　相馬　2965－1741
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　大森調節池は、大雨がふった時

いったん水をためる池です。ふだ

んは、生き物のすみ力ヽになってい

ます。ちっとたくさんの生き物が

来られるように、みんなで林ち育

でました。

　お祭りの日は］也や原っぱでお

ちいっさり遊びましょう。

ボート・カヌー乗り

魚やザリガニとり

虫とりゲーム

野草と遊ぼう

水てっばう作り

音楽会
笛と歌(テレプシコーレ旧Ｕ

ＭＡのみなさん)

大森フォトコンテスト
(カメラを持って出かけよう！

デジカメ可。応募方法は当日

配布します)

出店

カレー、おにぎり

ジュース、揚げパン

地場野菜の即売会

etc

主　催　大森の池まつり実行委員会

　　　　不老川流域川づくり市民の会

協力・協賛:駿河台大学環境スポーツゼミ・カヌー

　　　　　部、（財）埼玉県生態系保護協会入間

　　　　　支部、生活クラブ生協入間支部、入間

　　　　　青年会議所、環境ネット、さやま環境市

　　　　　民ネットワーク、ときたサービス

後　援　入間市、埼玉県飯能県土整備事務所

　　　　　国土交通省荒川下流河川事務所

※交通アクセス・凹案内は裏面

参加費　100円(保険料含む)

持ち物　飲み水、敷物、水に入れる準備

　　　＊水の中に、はだしで入れません。

　　　　(長ぐつではなく運動ぐつなどが

　　　　良いです)

申込み　不要(小雨決行)

問合せ　相馬　04－2965一打41
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☆市内循環ハス

-

西原池袋線武蔵藤沢駅前発（8:5 1） やまゆり荘下車３分

万乗弗ヽ釧該年率作付
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