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河川整備基金助成事業成果発表会（当会ｶ
? ゝ

　　　　　ヒサカキ（ツバキ科）

　　姫榊。常緑小高木。葉は光沢ある緑色。

春、花後に結ぶ果実は秋に黒く熟し、鳥が好んで

食べる。染料に用いられ、葉や枝はサカキの代用

を努める。手入れのされていない雑木林に多く繁殖

する。　　花明３～４月　果期ｎ月～翌年２月
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　この５年間当会を則政的に支えていただいた河川

整備基金の成果発表会が行われた。今年度国民的啓

発活動部門で助成を受けた活動は全国で４２５件、

当会はその中の優れた活動８件に選ばれ、那珂川や

筑後川、新潟の関川水系といった大河川からの報告

の中で、少々匍恥ずかしく思いながら発友した

　振り返ってみると、私達は現在見える水質や河

川環境だけではなく、こかわ展、地下水調査、ビ

オトープネットワークなども活動の対象としてき

た。そのどれも不老川との（見えない）時間的つ

ながり・空間的つながりかおる。そしてこの流れ

が荒川へ、東京湾へ、そこに暮らす今見えない人

達に受け渡されるように、水を大切にしてきた過

去への誇りは、今の子供たちやまだ生まれていな

い子供たちにつながれ、引き継がれていく。

　私達はこれからも見えないものを見ながら、川

を考えていきたい。　　河川整賑瓜金に庖敗



　ぎ膠いて’

　平成16年10月27日東京都港区にある発明

会館で（財）河川環境管理財団主催の河川整備

基金助成事業成果発表会があった。埼玉大学、

東京大学、立命館大学や金沢大学の教授の発表

に混じり、川の環境改善活動に積極的に関わっ

てきた各種団体から、川への理解を深める活

動・河川環境教育の展開の一環として、国民的

啓発運動継続的助成の事例発表が行なわれた。

その中で不老川流域川づくり市民の会による

直近５年間の成果が発表された。当会から見聞

のため我々数人が観客席に着いたが、会場は多

くの聴衆で埋まり発表者と聴衆双方からの熱気

が伝わってきた。事務局の丸橋さんが当会の発

表者となり、５年間の活動の成果を発表した。川

づくりマップを活用しての流域小学校の子供

　他の貯水

量増加を目

的として。

　　　し　んぜつ他底の浚渫

をする事と

取水口付近

の堰の浚渫

たちへの環境学習、今

も残る川岸の樹木の

名札付け、季節ごとの

生き物調べ、年間を通

しての毎月の水質変

化の観測、大森調節池

での植樹ならびにその

場所を利用しての

　“大森の池まつり”な

ど活動の内容を紹介した。また、川づくりのあり

方などについて行政に提言したこと、会報「川の

ささやき」も29回にまでなった事などの紹介が

あって、我々の活動の内容を知って頂く良い機会

に恵まれた。　　　　　　　　　　（小川泰男）

大森調節池と入曽調節池の改造は？

　先日埼玉県飯能県土事務所で大森調節他の今年

度の工事内容を聞いた。

大森調節池の取水口

をする、の２点との事であった。堰については砂

藻や粗大ゴミが堆積して上手も壊れているので工

事をする事は当然必要であり、池の中についても、

ヘドロが溜まって貯水量が少なくなればそれを取

り除く事は、調節池の通常の管理であるとも云え

る。しかし、その工事の結果貯水量がどの程度増

加し、洪水対策上の効果はどうか等の具体的説明

はなく、ただ一時間あたり3 0mmの雨に対応す

るとの回答であった。

　一方、平成12年に完成した人曽調節他では１億５

千万円の予算で掘削工事が行われている。人間基地の

飛行機の信号灯が真中にあるためか、他の底は厚さ約

５０ｃｍのコンクリート張りで、更にその上は厚さ約

5 0 cmの土で覆ってあるので、これらを取り除き、

更に約１ｍ掘り下げてから元どおりに戻すという大工

事のようであり、これによって貯水量は　7､700トン

増加するそうです。

　洪水対策上、調節池は大切だが、上記二つの事

例はどう考えたら良いのだろうか。（相馬和彦）

２－



３－

空堀川見て歩きの記

　10月16則こ新河岸川水系川づくり連絡会の主催で空堀川の見学会が行われました。空堀川は狭山丘陵西端

の野山北公園に源流を発し、武蔵村山市、東大和市、東村山市及び清瀬市を貫流し、所沢で柳瀬川に合する延

長約15kmの都市河川です。16日はその内の野山北公園から東村山市の西武国分寺線近くの「からほり広場」

まで、延長で!Okm弱を見学しました。清瀬市の空堀川旧河川敷に作られたせせらぎ公園と清瀬橋架け替え工

事現場を見た後、清瀬市芝山小学校で市民グループと国土交通省、東京都、埼玉県の皆さんとの懇談会を行って

終りました。たいへん有益な見学会でしたが、その内の前半部分、源流部から「からほり広場」までの空堀川

の印象がたいへん強烈だったので、それを中心に報告します。　全行程は国土交通省荒川下流河川事務所のバスに

よる移動でした。

城　砦　の　よ　う　な　空　堀　川

　空堀川は全体にコンクリートで護岸された人工

河川ですが、前述した10km弱の区域ではその内の

3km強の部分が写真１に示したような複雑な構造

になっています。手前が本川で、写真右手が下流方

向です。写真奥に続いているのは河道調節池と称す

るコンクリート構造物です。本川左岸部が越流堤に

なっていて、洪水時にはここから流水が調節池に流

れ込む仕掛けに

なっています。

同じような構造

の調節池が上流

部から武蔵村山√ｸ

上砂・神明、芝・

中、庚申橋、狭

山・高木と連り、 写真１　武蔵村山調節池

川は各調節他の周りを蛇行して作られています。

埼玉県の川では見られない光景ですが、まず「金が

かかっている」というのが第一印象、次に自然の川

が人の手で無理やり曲げられてコンクリートでガ

チガチに固められ「それでもなお川と言うのか」と

思いました。上流から改修工事を行った為のやむを

得ない措置だということでしたが。

憩いの場所　野山北公園とからほり広場

　そんな中にもホ

ツと息のつける場

所が２ケ所ありま

す。写真２の源流

部の野山北公園と

写真３の「からほ

り広場jです。
写真２　野山北公園

　この広場は川

祭りの会場でも

あるのですが､絶

滅危惧種の多く

のミズガキを見

られたのは感激

でした。行政と市

民グループの協働の賜物です。

写真３　からほり広場

空堀川にビオトープを

　写真４は東大和市と東村山市の市境の上橋遊水

泡(仮称)を下流側の排水川越流堤付近から見たもの

です。写真右手が本川で左手が遊水波です。この遊水

池は近々廃止されるそうですが、跡地の利用について

市民グループのビオトープ案と地元自治会の都市公

図案の調整がつかなくて困っているということでし

た。自治会の人達にFからほり広場｣のミズガキを見

てもらえば納得してもらえるような気がしますが、何

とか円満に結論が出てほしいものです。

　最初に５ケ所の

河道調節池を紹介

しましたが、やがて

これらの調節池が

本川になるのだそ

うです。とすると、

現在の本川も含め　　写真４　上橋遊水地(仮称)

て広い河川敷が確保されるわけですから、延長

３ｋｍ強のコンクリート構造物がビオトープに生ま

れ変わる可能性も考えられます。そうなったら素

晴らしいと思いますが、皆で応援して実現させた

いと心から思いました。 (小黒)



治政冲で私たちの活動は‥・

　　　12月18日　さやま「環境フォーラム２００４」に参加しました

　環境保全活動に関する展示及び報告会では

くみどり＆川編＞、＜ごみ＆地球温暖化編＞と

して狭山の６つのグループが活動を発表しました。

　平野の森のこどもエコクラブの発表は、子ど

も達一人一人の言葉から森を守る楽しさと誇り

が伝わり、“狭山の将来は安心！”の声が掛けら

れました。また、＜わが家のごみ減らし作戦＞

では２家族のひと月分の全ゴミが持ち込まれて

解説され、説得力がありました。

　こうした、実際に地域で動いているグループ

が伝えたい物を精いっぱい持ち寄って発表する

場があるというのは力づけられます。当日の各環

当会の展示パネル

境グループが発

信したものから、

川を、森を、生態

系を守ろう、こど

もに未来を残そ

うという共通の

切実な課題が見え

てきました。

　ところで、わが

不老川市民の会の

報告はどうだった

でしょう？２ペー

ジ目の「河川整備

基金助成事業成果

発表会を聴いて」　　活動のあゆみを報告している様子

とほぼ同じような形で、丸橋さんが報告しました。

たくさんの画像で活動のあゆみがたどられ、まと

められたものを見て、よくぞここまで！という感

を受けました。

　私たちはあーでもない、こーでもないと言い

合いながら手探りで動いてきたのですが、歩い

て調べ、発見すること、イベントなど楽しむこ

と、行政へ物言うことなどをバランスよくやっ

てきていることがわかりました。言い合いつつ

動くことが貴重だと思いました。

　しかし、不老川のことを地域に知らせること

がまだまだ不足しています。く不老川展を開く

などしてアピールしていこう＞という１７年度

の課題が改めて意識されました。　　（田上）

　今年は新河岸川流域も含む50会場で8､200人が参加しました。どの会場でも小・中学生の

参加が多く、“知って、守って、楽しんで”のキャッチフレーズどおり楽しい企画がいっぱい

でした。当会もこのコンセプトに賛同して昨年から参加するようになりました。

　あいつぐ台風の来襲に危ぶまれた天候も、普段の行いが効を奏したのか素晴らしい秋晴れに恵

れました。台風のおかげでゴミは下流に流されてしまったらしく、いつもより少なかったようで

す。水はといえば、これが不老川かと目を疑るほどきれいで、水量豊富にトウトウと流れている

ではありませんか。　しばし、見惚れてしまったほどです。

　人曽橋からとしとらず公園間を、子供18人と大人30人で

集めたゴミは17袋（資源ゴミ４、不燃ゴミ３、可燃ゴミ10）

でした。水質調査は透視度1m強、COD10ppmと良好でした

が亜硝酸性窒素の値はなぜか高かったのでした。

　この後、田口さんちの畑で芋ほりをして、すいとん入りの

トン汁をたらふく食べて、楽しい楽しい一目が終わりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（遠藤） 子供だちと川の水質を謂べる



||越市武蔵野小IO月７日

　武蔵野小３年生はそれぞれ秋を見つけに校外に

出ました。

　行き先は久保川とその隣の森。朝９時半から12

時まで２時間３０分の探検、総勢９０余人の学童

と担当教師３名、市民の会会員６名。

　生徒達はいろんな秋を見つけました。ススキや

露草など見つけ手折る子

や、写生をする子、ドン

グリを見つけ得意になる

子、朽ちた木の下で青虫

を見つけ自分の秋を主張

する子、落ち葉の中に虫

眼鏡で秋を占う子。子供

達は視線を移す度に質問

を浴びせかけてきます。

百科事典をもって来るべきだった。

　私の見つけた秋はコンクリート護岸の継ぎ目に

生えたドロボー草、夏は赤道の砂漠に劣らず暑か

ったろうに、葉は色あせ始めています。必死で生

きてきた命を閉じるのです。　　　　（中田）

　５年生の不老川体験学習に参加した。一日日は

護岸の隙間からの湧水を見て、途中で藤沢市小６

年生のゴミ拾いと水質調査に出会いながら、大森

調節池まで歩いた。池に入りメダカやひきがえる

を捕まえたり、水質調査をしたりと自然に親しん

だ。

　二日則に不動院の裏でいっしょに川に入り、網

で生き物探しをした。メダカ、ドジョウ、ザリガ

ェが捕れたが、カワエビが３匹取れたことは驚き

だった。ただ、子ども達はザリガニの子どもと区

別がつかず、説明したが、昨年モクズガニを捕っ

たときの反応の方が大きかったように思う。

　冷たい水に入って

無心に網を動かし、

魚を捕まえたときの

子ども達の目の輝き

を見ていると、本物

に触れることの大切

さを痛切に感じた。

　　　　　　(相馬)

　ホトケドジョウを知っていますか。この地方ではオハラッコ、オババ、オババドジョウ

とも言われるドジョウの一種で、絶滅危惧種Ｉ類Ｂ型、つまり絶滅の危険が２番目にラン

ク付けされている魚です（ミヤコタブゴはＩ類Ａ型です）。東久留米市、青梅市、八王子

市ではこのホトケドジョウを守る会があって保護活動が活発に行われています。

　そんな貴重な魚を初夏の川歩きの時、林川の上流で見つけました。ズングリした魚がい

るので捕まえようとしたのですが残念ながら逃げられてしまいました。了月の湧水調査の際、

網を持参して再度挑戦し捕まえて確認することができました。

　体長４ｃｍ程でドジョウよりズングリしていて、短い

口髭が３対あり茶色をしています。護岸されていな

い湧水のある細流に棲んでいる、といわれていま

すが、そんな川が林川の最上渡部にあって、そこ

にはサワガニやホタルもいるのです。冬でも枯れ

ない湧水があって、いつでもサラサラと沢水の流

れがあるからです。
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　１１月２８日朝霞市リサイクルプラザで身近な川の一斉調査報告会が開催されました。昨年までは多摩川水

系、新河岸川水系で行われてきましたが、今年はそれを拡げ第１回の全国－斉の水質調査となり６月６日を統

一日として５月２２日～了月２２日にわたり、共通した器材・試薬を用いて北海道から沖縄までの４２都道府

県の２５４５地点の河川、水路湖沼などを５３１団体が参加して調ぺました。最初のことでもあり、全国での調

査項目は気温、水温、ＣＯＤに限定し、ＣＯＤも８ｍｇＯ／Ｌを超える場合はそれ以上の測定はせず、8mgO/

Ｌ以上とのみ記録しました。

　一方、不老川の属する新河岸川水系では６月６日小雨模様のなかで実施し、これまで通り、透視度ｐＨ、Ｃ

ＯＤ、電気伝導度、亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素等の水質項目と気温、水温、川幅、水深などを調ぺまし

た。不老川では１１地点測定しましたが、水の汚れを示す代表的な指標であるＣＯＤでは平均値が1８.５mgO/L

となり、新河岸川水系で調査した３３河川の平均値８､６ｍｇＯ／Lの２倍以上であり、又、いずれも１８ ｍｇＯ／Ｌ台

である上位３位の河川のーつになっています。全国では５ｍｇＯ／Lまでが約６５％、６から

8ｍｇＯ／Lまでが約15％、８ｍｇＯ／L以上が約２０％でした。不老川には、最近、クチボソ

などの魚がみられるようになってきていますが、Ｈ１６年１２月環境省報道発表では不老川の

水質ＢＯＤは11 mg/L（７５％値最大値）全国ワースト９位であり、さらに市民が協力して

他のきれいな川に追いつくようにしたいものです。　　　　　　　　　　　（中牟田　記）

　　食べ七語っ・入曽のうどん

　狭山市の入曽ではひと昔前まで、うどんが｢ハレ｣

の日の食べ物だったことを知っていますか。手打ち

うどんを作り、味わい、地域のくらしと水の歴史を

ひもといてみましょう。

　日　時　２月21日(月)AM9 : 00～PM15 : 00

　場　所　狭山市入間公民館

　　　　　　午前　調理室で手打ちうどんづくり

　　　　　　午後　第１学習室でみんなでトーク

　講　師　実技　　宮崎　操さん

　　　　　トーク　仲川　幸成さん

　参加費　500円

　持ち物　三角巾

　共催　　不老川流域川づくり市民の会

　　　　　狭山市入間公民館

　申し込み先下記丸橋まで(先着25)
//

:zｘ貝　　　　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：相馬　04･2965･1741

狭山市：丸橋　04･2959･383 1

所沢市：高松　04･2948-5815

川越市：高木　0492･43-9828

i庖　　士或　　’1冑　　幸匯

□いるま生涯学習フェスティバル　11月28日

　第10回入間市産業文化センターをメーン会場

　として、テーマ“出会い（ｘ）（無限大）”様々なイ

　ペントが行われた。当会からは不老川活動状況

　のパネルを展示した。このパネルは、12月18

　日狭山環境ネットワーク「環境フォーラム

　2004」でも展示した。

□不老川で総合的学習　　　　　　12月～２月

　　川越市立福原小学校６年生は、総合的学習の時

　間に不老川について研究することになった。

　12月から調査を始めグループごとにテーマを決

　めて、２月に発表会をする予定。当会の会員であ

　る高木さんは「あるグループは不老川のザリガニ

　について研究していて、ゴンタと名前をつけて観

　察していますよ」と相談にのったり、アドバイス

　をしたりと良き相談役で大忙しとか。発表会が楽

　しみです。

□白子川見学会　　　　　　　　　　　　　２月予定

□荒川下流地域の自然共生活動現場見学　　３月予定

－６－

編集後記　発行も３０号となりました。書きたいこ

と、載せたいこと、カラーにしたいなどどたい”の

安売りですが、紙面・予算の関係で思うようにはいき

ませんが、努力をしていきたいと考えています。YY
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