
不老川の未来は？
17 8.4平成 年度版埼玉県環境白書には、不老川のＢＯＤが

で県内ワースト１とあった。大分きれいになったと思ってい

たのにがっかり！又、県内の河川改修工事はほぼ終わったと

いう中で、不老川はようやく ％に達したにすぎない。10
現在“生き物が多く親しめる川”を目指して不老川清流ル

ネッサンスⅡが進行中であるが、不老川に４つある河川水を

直接浄化する施設は稼働率が極端に悪く、なかでも最大の施

設はここ数年休止したままであり、きれいな下水処理水を流

して川水をきれいにしようと始められた事業は、川水よりも

処理水の方が汚く逆に汚す結果になっている状況もある。

又、床上対策河川事業として急ピッチで工事か行われてい

るが、その工事内容は “潤いのある親しめる川”のイメー、

ジとはかけ離れているような気がする。

私たちは家庭排水を流し、洪水対策として直線化し、生き

物たちの生活の場である川を奪ってきたが、彼らに川を返し

てやれる日が来るのだろうか。考えさせられる今日この頃で

ある。 （相馬）

♪ ♪山王塚市民緑地の手入れ 運転手は君だ
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河畔の林の中で 月に白4,5
い花を見ることが出来る。

かつて掘兼近辺の不老川
の土手に咲いていたが 護

岸工事で消滅した。



狭山市入間公民館との共催事業は、一部が

調理室で狭山茶を使った「茶饅頭づくり 、二」

部は部屋を変え、作った饅頭を賞味し当会作

成の「不老川へようこそ」を上映した。見覚

えのある場所や彼岸花の咲き乱れる場面など

で歓声が上がり、質問も出て４０分の上映を

楽しんでいただいた。大きな画面で見る不老

川は「あれ、こんなに良い川だったのか」と

思うぐらい。不老川を大切に思う気持ちが絵

になった。川越市内の改修工事箇所では、改

修前と後の様子違いにため息が漏れる。

トークでは、まず「市民の会はこの不老川を

どのような川にしたいと考えているのか」と

の質問があった。相馬さんの話や上映された

ものから、コンクリートで囲まれた排水路の

ような川にしたくないという私たちの思いを

理解していただけたと思う。としとらず公園

の東屋は早朝の犬の散歩の人たちに利用され

ていることがわかった。子どもの頃、冬に水

が涸れて川底を渡ることができたとの話も聞

けた。水のない川も子どもには面白い遊びの

場であったと思う。

茶饅頭づくりの講師である宮崎さんが、２５

年も前に、当時高校生だった息子さんと不老

川の源流から新河岸川との合流点まで何日も

かけて歩いた想い出を披露してくださった。

予定人数を超えた参加者で賑やかだった。

来年もテーマを絞った作品を上映して、不老

川の魅力を地域のみなさんに伝えられたらい

（村手）いなと考えている。

３月７日 ３０名参加不老川ってどんな川 ？

映像鑑賞 トーク茶まんじゅう食べながら と

去る 月 日 平成 年に植1 29 9
えたコナラ等が大きくなり林床

に光が届かなくなったので間伐

をした。冬枯れの中、生態系保

護協会入間支部の人たちと直径 程の木を15cm
数本伐採したがその木でシイタケを栽培しよ10

、 。うということになり 長さ にカットした90cm
近くの雑木林から取ってきて植えた苗木が９年

あまりでこれ程までに大きくなるとは予想もし

ていなかったが、せっかく大きくなったのにと

申しわけない気持ちで丁寧に伐採した。

池の方は完成以来初めて泥溜まりと取水口付

近の浚渫が行われ、柳も殆ど切られたので今年

はウグイスも来ないだろうと思った。雨が降ら

なかったので湧水は涸れていたが、コンクリー

トで作られた泥溜まりには水があり、大きなウ

シガエルが元気に泳いでいた。今年の浚渫の結

果を見守るとともに、生態系豊かな池になるよ

（相馬）う活動していきたい。

第１回 ３月２日 ８名参加

入間公民館 ⇒としとらず公園⇒山王塚

土手にはホトケノザの紅色がちら風は冷たいが

ほ ら。少し見 ないう ち に川の 周りに 変化があり ま

す。

新宿線橋脚拡幅工事の測量が行われて西武

いました（写真）。林はどうなるのだろう。この風

景を守りたいと思いました。

七曲の井のは工事中。ハクモクレンは切ら

れていました。

隔月（第一木曜）定点観測としてこのコー ス

次回５月４日を歩くことにしました。

（田上）

大森調節地からの報告

とにかく歩いてみよう
川歩きクラブ スタート不老川



 

市民管理協定制度スタート 

 
 

1月 28日、風の強い晴れた一日、新河岸川流域
川づくり連絡会の主催で、日本一汚れていると言

われている綾瀬川、伝右川や松戸の坂川の浄化施

設を見てきました。 
 国は綾瀬川や伝右川の浄化に色々な方法を試み

ていて、荒川の水を放流して希釈効果で浄化した

り、礫間浄化施設を通して浄化したりといった努

力をしています。東京、埼玉、千葉の 3 都県を駆
け巡ってこれらの施設を見学してきました。 
不老川にも役に立っていない礫間浄化施設がある

ので、他の所ではそれがどんなふうに使われてい

るのか興味

津々でした。

不老川と一

番違ってい

たのは、そ

れらが全部

屋根付であ

ったことで

した。風で

飛ばされた

土砂や木の葉は入ってきません。また、施設底か

ら時々エアを吹き上げて礫にこびり付いた汚泥を 
 

第２回 川でつながる発表会 

 
２月２５日志木パルシティで開かれた発表会に

集ったのは主催者、発表者を含めて 130人位だっ
たでしょうか。 
研究発表は 理科大 法政大 富士見高校 所沢西
高 東村山三中 明法中 福原小六年 清瀬四小 志
木小の９校でした。 
理科大は白子川 越戸川の住民との連携を、法政
大は都市河川の在りようを模索しています。大学

の研究発表が交代時間を含め 10 分は短かすぎ主
催者の総花方式に無理があったと思う。 
富士見高校は地域の歴史から川を攻めていまし

た。 上流に溢れた水から自分の村を守る堤を築

くと 上流の村に長く水が残ることは、生徒にとっ
て発見だったと思う。 
明法中は野火止用水吐水口で既に大腸菌が異常

に多いことを指摘してくれた。 
 福原小は、不老川に持主のある橋があることを

紹介してくれた。おまけに「不老川川づくりマッ

プ」の紹介もしてくれた。     （中田） 
 

洗い落とします。剥離した汚泥は別途汚泥槽に導

かれ、乾燥させてから草花畑の土壌として利用さ

れていました。汚泥を川に洗い落としている不老

川とは大違いです。川がきれいになれば浄化施設

は不要になります。従って恒久施設として金をか

けるわけにはいきません。それが礫間浄化施設の

多用される理由だそうです。 
見学した 2 ケ所の礫間浄化施設では、施設に沿

って所々に窓を持った見学用の通路があって、流

入口の汚濁河川水が次第にきれいになる様が目で

見えるように工夫されていました。河川水と一緒

に入り込んだ魚が丸々と太って泳いでいました。

彼らは一生外に出られない気の毒な境遇にあるよ

うですが、サギなどの外敵から守られていること

を見れば、案外と幸せなのかも知れません。浄化

された水は本川に戻す前に、ビオトープやふれあ

い水路として利用され、松戸の坂川では浄化水を

再び坂川に循環させて、市内の川自体の浄化に役

立てていると言うことでした。 
 今回の見学会の最後には地下の宮殿と称される

春日部の首都圏外郭放水路に行きましたが、工事

の都合で中に入れなかったのは残念なことでした。

また、折角の良い機会だったのに市民の参加が 6
名だったのも残念なことでした。    (小黒)  
 

 

 

 ３年ほど前から、緑地の散策路づくりやゴミ拾

い等をしてきましたが、昨年１２月に狭山市との

市民管理協定制度の契約を結び、当会で本格的に

手入れをしていく事となりました。 
２月の定例会において、毎月第３木曜日を森の

手入れの日として定例化する事となりました。 
当面は笹刈りやゴミ拾い等に精を出しています。

今後、散策路の整備などもしていきます。（杉山千） 
 

 

新河岸川流域川づくり連絡会主催 



流 域 情 報 

□ さやま環境市民ネットワーク（緑の分科会）主催

による堀兼・上赤坂の森「自然観察ウォーク」

４月２２日（土）１０時に狭山市・赤坂の森公園

からスタートします。 

□ 新たな調節池建設中 
現在、入曽調節池上流の不老川の左岸に貯水

量 4,000 トン（工事費１億円）の調節池を建設中で

す。平成９年に完成した貯水量 77,000 トン（同 9.4

億円）の入曽調節池は、平成 12 年に貯水量 7,700

トン（同 1.5 億円）の改良工事が行われ、貯水量が

87,000 トンになった。 

建設中を入れると総額 11 億９千万円をかけて、

88,700 トンの水を溜める池を作った訳である。 

平 成 １ ７ 年 度 の 活 動 報 告 

   今年度は、埼玉県が不老川の改修工事を大々的に実施する年となり、工事内容を検討する懇談会 

に当会として初めて参加した。又念願だったホームページを開設して、“川のささやき”と共に広報活動の 

両輪がそろった年である。 

更に狭山市の山王塚市民緑地管理活動が認められ、狭山市、地権者との市民管理協定にいたる等活 

発な活動が行われた。 

主  な  活  動 

４月  川歩き 三ツ木堀源流をさがして 

６月  身近な川の一斉調査 

７月  ホタル見学 

   ８月  河川改修工事区間についての 

 川づくり勉強会（講師吉村伸一氏） 

       大森の池まつり 

10 月 荒川クリーンエイドと芋掘り 

11 月 身近な川の一斉調査の発表会  

不老川の魚類調査 

      12 月 山王塚市民緑地 狭山市と市民 

管理協定を約結ぶ 

          ホームページを立ち上げ 

 

 

３月 作って食べて トーキング 

「茶まんじゅうと不老川」 

（入間公民館と共催） 

 

年間とおしての活動 

 会報「川のささやき」年４回発行各 1000 部 

 大森調節池の手入れ  年３回 

 河川改修工事に積極的に提案をしました 

 環境学習への協力（川越市、入間市各小学校） 

 新河岸川流域川づくり連絡会と交流 

 新河岸川流域フォーラム 

 新河岸川流域水系水環境連絡会 

 
 

春匂い立つ頃 

不老川を歩きませんか♪   

関口平一さんの案内で、川辺の草花を 

観察しながら歩きましょう 詳細は小川 2959-7071 

 

コース 入間公民館 不老川左岸 としとらず公園 

  山王塚 不老川右岸 入間公民館 

 

日 時   ４月６日(木）９時30分～お昼頃 

集 合   狭山市入間公民館 ９：３０ 

問い合せ 田上  2957-7972  

 

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 

編集後記 
狭山市北入曽「入曽橋」不老川の際にある史跡“七曲の

井”の崩落を防ぐ工事に遭遇した。 
「えっ、これっていいの？」水の乏しかった昔の人々が苦

労して堀った井戸、歴史的にも貴重なものが、崩れていく
気がした。 

復元は可能なのでしょうか？心配です。また、ハクモクレ
ンの樹も伐られていた。不老川を歩く楽しみがまたひとつ
減った。（Ｙ．Ｙ） 


