
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
今福辺りの不老川土手一面 
を占領していた。北アメリカ原 
産。強い繁殖力でヤブガラシも 
かなわない。 

農地をつなぐ14本の橋群 

緑と川と海の生き物たち 

海の藻や植物プランクトンは、川の水と海水が適度に混ざった汽水域で

育まれる。ただ、それだけでは不十分で、そこに鉄の成分が必要となる。

海の生き物たちは水中の鉄をそのままでは取り込めないが、腐葉土層にあ

るフルボ酸と地中の鉄との結合でフルボ酸鉄になることで、容易に吸収す

ることが出来るようになるのだそうだ。山の緑が落ち葉となり、やがて腐

葉土層に雨がしみこみ地中や岩石に含まれる鉄分がフルボ酸鉄となって

川に流れる。すなわち、山の緑は海の生き物たちにとって大切な栄養素な

のである。襟裳岬周辺では、かつて長い間昆布が取れなくなった時期があ

った。冬場 暖を取るため山の木を切ってしまい、そのことが原因で海の

昆布が採れなくなったそうだ。 

不老川支流域の水源は狭山丘陵にあるが、いま狭山丘陵は手入れのされ

ない針葉樹が多い。落葉広葉樹をもっと増やし、山の手入れがされれば腐

葉土層も多くなり、きれいな水が豊富に流れ、生き物たちにやさしい水を

海に返すことが出来るだろう。              小川（泰） 
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不老川の河川改修 18 年度工事予定区分のうち、1.3km 区間について、当会が検討し提案しま

したが、これまでの県の説明で納得いかない点が多々あります。技術的知識を高め、今後の街

づくりに繋げるためにも、主に横浜市で川の再生に取り組んでこられた吉村伸一氏をお呼びし

て、工事済の区間と今後の予定工事区間を見学し、どういう改修が望ましいのか，県や流域市

の河川担当の方々ともども勉強する場を持ちました。 

私たちの不老川     川づくり街づくり勉強会（8 月 30 日） 
どんな川にしたいのか？ できるのか？ 

 

 

 

工事区間の見学 
最初、久保川との合流地点から上流へ 15 年度，

16 年度工事区間を見学した。まず新しい大きな魚

道に驚きの声があがる。これで魚は遡上するのだ

ろうか？河床には大きな石が敷き詰められ、早瀬

が作られている。少し先では、砂利が堆積して自

然の瀬ができつつあった。また 200ｍおきくらい

に石でゆるやかな堰が工夫されていた。川の中に

入って遊ぶ子供たちの姿が見えた。 
この区間は新しい家が増え随分景色が変わって

きている。「改修は住民にとても喜ばれ、散歩する

人も増えているのです」と県土事務所の松本部長

のコメントがあった。 
次は、山田橋から上流の工事予定区間。緑いっ

ぱいの土手、周りは広々とした畑地、なつかしい

農の風景がひろがっている。 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
小さな橋がたくさん連なっているのがここの 

特徴。設計図によると、緩斜面や、階段テラス、

ワンドが作られ、橋は減らす方向となる。 
ワンド予定地の右岸旧河川地はこんもりした林

になっている。「この林を残して中の島にできます

ね」との吉村氏の言葉に、皆で林の中に踏み込ん

でイメージを語る。区間の最終点には大きなエノ

キが川にせり出している。“夫婦エノキ”というこ

のごとな木を何とか残したいと旧河川の復元に話

が行き着いた。 

いい川とは？―河川改修のあり方 

見学後は堀兼公民館での勉強会。 
 まず、「河川の自然復元とランドスケープ」とい

うテーマで、吉村氏によるたくさんの画像を使っ

たお話があった。 
 「いい川ってなんだろう。川の中へ入って行き

たいと思えるようなもの、暮らしの中を流れる川

ではないか。また、町の風格や農的空間に溶けこ

む、風景としての視点が必要である」とのこと。 
いたち川、梅田川や和泉川の事例で、自然あふ

れる低水路づくりや護岸をやわらかくする工夫、

川と公園が一体となった設計、等高線に沿った川

づくりなどのポイントが示された。 
川のダイナミズムを大事にすること、空間づく

りという発想で自然に沿ったデザインを心がける

ことなどが強調された。机上の設計図通りすすめ

← 農地を繫ぐ１４本の橋群 → 

18 年度河川改修工事予定地 



② 

るのでなく、何度も現場

へ足を運んで試みてい

く姿勢こそが良いもの

を生み出すことを知ら

された。 

     不老川の

問題は？ 
「不老川は思った以上に可能性のある川ですね」

と吉村氏。何のへんてつもない川だが、ジャリ質

の河床が魅力的、風景との関係がいい、そして護

岸のやわらかい感じがいいとのこと。 
 では今進められている改修工事はどうだろうか。

質疑の中でいろいろな疑問と提案が出された。ま

とめてみるとおよそ以下のようである。 
 1） 両岸が 3ｍの管理用道路に作られ、チップ

が敷き詰められている。草を抑える役割があり、

リサイクル上の効用ありということだが、グズグ

ズになったり、飛び散ったりの問題がある。 
2） 山田橋から上流、まわりが畑の部分の道は

舗装する必要があるのか。草が生える今の道のま

までいいのではないか。 
3）前の説明会で、両岸の木は伐ることになるし、

木を新たに植えることはできないといわれたが、

川辺に木は必要ではないか。 
 4）14 本の橋を残せないか。 

どんな工夫が可能か 
吉村氏からは、土木技術の発想だけでなく、空

間デザインの発想をいれて、柔軟に考えていくと

いい方法がでてくる、と具体的なアドバイスがあ

った。 
1）の問題については、道路 3ｍのうち、両端 50

ｃｍずつを草地にすることができる。（図①）上部

が緑になって護岸の印象が柔らかいものになる。 
2）では、道の管理、草の手入れをどうするかが

問題であると行政側か

ら出された。草刈予算

７千万円をどう考える

か、公共事業費とは？

と論議になった。木が

あれば雑草も抑えられ

ると、木を植える必要

性が出された。 

3）の問題では、図②）のように、畑とのギリギ

リの境界から道幅を取れば、土手の傾斜を緩やか

に取れ、草地を増やすことができるし、融通をき

かせていけば、斜面をもっと大きくとれるので木 
を植えることができると吉村氏。木陰の大切さが

語られ、岸にぜひ木をという意見が多く出た。 

4）は、不老川の歴史遺産として保存を考える。

橋のデザインは農的空間に合ったものが望ましい

などの意見が出、今後の課題となる。 

私たちが河川改修に求めるもの 

治水ということをふまえながら今の不老川の良

さを極力壊さないように、というのが私たちの願

いである。吉村氏の「風景に連動した河川改修を」

という提案に、私たちは深く共感したのである。 
また、旧河川部分をワンドにという計画案に対

し、「旧河川部分を復元して、林をそのまま残し中

の島にしていけば、林もエノキも生かされると」

いうアドバイスに明るい展望が開けた思いがする。 

最後に、川越市のメンバーから、「17 年度分の 
工事はすすめられているが、果たして今日の勉強

会の中身がきちんと反映されるのか、心配です。」

との声が上がった。私たちは、反映されることを

切に望んでいる。        （田上） 
                  

旧河川部分を中の島に 

従来の考え方 

新しい考え方 



 

 
 
                 
武蔵野台地は多摩川のものにな扇状地なので、この辺の畑の石は河原の石と同じように丸い

のです。つまりここは多摩川の河原だったという事です。しかし、それは 20 万年も 
前の事ですが、その時代すでに狭山丘陵があって、青梅から流れでた川はその狭山丘陵で船の

舳先のように二つに分けられて、二本の川となって流れていたようです。それが 1 万４千年前

になると現在のように、武蔵野の西の端を多摩川は流れるようになり、分かれて不老川は単独

の川になったようです。 
 多摩川は青梅山地を水源とする水の豊かな大河となったのです

が、水源に山を持たない不老川は、冬になると水が涸れる“とし

とらず川”になった訳です。しかし不老川の支流である林川は一

応、狭山丘陵という山を水源としていたので細々と冬でも水が涸

れずに流れていた訳です。つまり狭山丘陵は周りの山からは切り

離されて、面積 3500ha の孤立した島ようになっているので、保

水量も限られたらざるを得ないのですが、砂川掘や柳瀬川の水源

としても貴重なものであり、これからも大切に守って行く事が大

切です。 

守 ろう狭 山 丘 陵  新河岸川流域フォーラム開催  ８月２７日  

 
 今年度の新河岸川流域フォーラムは、「新河岸川

から狭山丘陵を考えてみよう」というテーマで、

早稲田大学所沢キャンパスで開かれました。 
 私たちは、不老川とか柳瀬川とか身近な川につ

いては普段から見たり考えたりしていますが、そ

の源流部をなす狭山丘陵についてはあまり考えな

いで過していました。今年のフォーラムは新河岸

川水系の各河川からあらためて狭山丘陵をみ、ま

た源流域から新河岸川水系を見直して、この源流

域をどう守り、育て、活用していくかをみんなで

考えようという趣旨で計画されました。 
 午前中は二班に分かれて砂川の源流の早稲田大

学 B 地区湿地や樽井戸川源流の八幡湿地、林川源

流の大谷戸湿地を中心にした狭山丘陵の見学が行

われました。台風通過直後の蒸し暑い一日でした

が、夫々の湿地では豊富な湧水と飛び交うヤンマ

トンボが観察され、林地に入るとヒヤッとした涼

風にうっとりとして、今さらながら雑木林の有難

さを実感させられました。 
午後は早稲田大学の大堀先生による「新河岸川

支川源流域の湿地の保全について」と題した基調、 

講演があり、引き続いて永石文明さんの司会で 
大堀先生、江戸川大学の恵先生、所沢高校の正田

先生、当会の相馬代表、及び空堀川に清流を取り

戻す会の小林理事長をパネラーとするパネルディ

スカッションが行われました。 
 基調講演やパネルディスカッションでは川との

関わりでの狭山丘陵の重要性と、一方では湿地の

乾燥化の進行という現実の指摘などがあり、１万

年前の狭山丘陵の姿を思い浮かべて、行政と市民

が一体となって狭山丘陵の自然の保全に取り組ん

でいこうという出席者全員の共通認識を得て、閉

会となりました。出席者６５名でしたが熱気に溢

れるフォーラム

で、狭山丘陵問

題に取り組む第

一歩として有意

義な会であった

ことを報告しま

す。 
（小黒 記） 

 相馬和彦 その５ 不老川と林川（１） その生い立ち 

砂川源流部で大堀先生の説明を聞く 



池では小さなザリガニがた

くさん獲れました。川からと

ってきた赤いザリガニの盥

からいつまでたっても離れ

られない子が今年もいました。 

 

 
さかなになったかな？ 

第 ６ 回  大森の池まつり

8/21(日)  参加者 3２０名 

hi

６回ともなると、まつりも定着し、皆が

ごく自然に、ゆったり水辺や原っぱで楽

しんだ一日でした。 

 好きな遊びなら何時間も熱中するこど

もたちの姿が印象的でした。 

大森の池が豊かな自然を育む場所とし

て、皆で守っていきたいものですね。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
不老川寄りの池の湿地。小型扇風機

の“新兵器”でトンボを待ったが、

つるのはなかなかむずかしい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
作って、遊んで、持ち帰り。休み 
なしの大繁盛。ドラえもんの的 
がさらに盛り上げました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広い原っぱに大きなトノサマバッタ

ショウリョウバッタが跳びかってい

た。幼い子らが、あみで捕まえるこ

とができ、ほんとにうれしそう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
池の水はたっぷりで、10 台の

カヌーがフル回転。初体験の

おじいさま一言「やみつきに

なる・・」 
駿大のお兄さんたち今年もあ

りがとう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約 80 人参加で不老川がいものこを

洗う状態。子供たちは網で魚をけん

めいに狙うが、今年は水量が多く、

冷たくて、あまり取れなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6ヶ月の子牛2頭がやってきま

した。何時間も寄り添ってえさ

を与えていた子がいました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
顕微鏡にくぎづけ、ぞうりむ
しについて博士論文？が書け
るかも？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
お昼のひと時。たくさんのな

つかしい曲で皆、青春を取り

戻しました。“グループ風”の

演奏でした。 

 
オオオカカカリリリナナナ   

カカカヌヌヌーーー   

さささ かかか ななな ととと りりり   

子子子 牛牛牛 ととと 遊遊遊 ぼぼぼ ううう 

けんびきょう 

水水水 ててて っっっ ぽぽぽ ううう 

トンボつり 

バッタつり 



井戸水調査が本に載りました 

当会が 2002 年６月から 2003 年 7 月までの約   
9 ヶ月間、不老川周辺の井戸を持っている家庭

を回り井戸水位の調査をした結果を、会員の小

黒さんが協会誌「地下水技術」７月号に投稿し

ました。「狭山市入曽周辺の地下水分布」 
として載っています。 
お読みになりたいと 
思う方はまだ在庫が 
ありますのでご連絡 
下さい。（相馬） 

 
 

荒川クリーンエイド２００５ 

 
 
 
 

【 日 時 】 １０月１６日（日） ９：００ 
    （雨天の場合は 30 日です） 
【 集 合 】 入間公民館  
【参加費】５００円（芋ほり 豚汁 ふかしいも 
     保険料） 
【持ち物】 おわん はし 芋を入れる袋 手

袋 水筒 シャベル 
□狭山市入間公民館から新入曽橋まで

ごみを拾いながら歩きます。解散 1 時頃 
 
 
申し込み・問合せ先  
安田（2958-9216） 

 
 
 
 

川づくりに参加しませんか 

定例会：毎月第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０４－２９５９－３８３１ 
所沢市：高松０４－２９４８－５８１５ 
川越市：高木０４９２－４９－９８２８ 

 

 
 
 

7 月１３日（水）夜８時 車４台で不老川上

流（入間市）を目指してホタルの観察に出発。

雨上がりの蒸し暑い、ホタルが飛び交う気象に

適した日でした。カナダ人親子を加え 15 名の

参加。 
訪れた４箇所どこもきれいな水が流れる川と、

緑の茂った茶畑、林では数が少なかったが、

全て見られました。 
ホタルの舞を見ている瞬間は全てを忘れ別世

界にいる心地でした。因みにゲンジボタルで

した。（今宮） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

流流 域域 情情 報報  

 山王塚市民緑地を登録申請 
  狭山市民管理協定制度の山王塚市民緑地手 

入れ市民団体として、狭山市から埼玉県に 
「不老川流域川づくり市民の会」を登録申 
請したとの報告がありました。 

狭山市水富地区の水と緑の景観地を見学 
９月２５日（日） さやま環境市民ネットワー 
ク緑の分科会・川分科会主催で「環境講座  
景観法で街がどう変わるか」第一部は水富 
地区の水と緑の景観地を見学しました。 
第二部は、“景観法で街がどう変わるか”を 
講師 屋代先生（東京大学農学部非常勤講 
師）を迎えて、街づくりに景観法をどう取 
り組むか考え、意見交換し、今後の景観法 
の課題の参考になりました。 

水質検査報告会   １１月２７日 
 ６月に実施した全国的な規模の「身近な川 
の一斉調査」の報告会が行われる。 
詳細・連絡先は藤井（048-464-0916）まで 

ホタルは 
ここに 
います 

ホタルの舞に 
見とれてしま 
いました 

 


