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39号

志木まるごと博物館 河童のつづら地域の宝として

いまどき河童がいるだろうかと思いながら講演会に出かけて

みた。志木市には新河岸川、柳瀬川、荒川の三つの川が流れて

いる。 法人「エコシティ志木」が川を中心にまちづくりをNPO
している。子どもたちを川に入れ魚を捕まえたり対岸まで川の

中を歩かせたりと。初めは恐る恐るだった子供たちも今では川

と友達のようだ。しかも、カッパは今も増殖中とのことだ。

川があることによって、米がとれ、魚もとれる。飽食の現代

では当たり前のものだが、昔は、住民にとって恵みをもたらす

大切な川である。江戸と川越を結ぶ水運の中継地としても栄え

た。

時として、水害をもたらすものも川である。土盛りをした上

に立てた水塚が残っている。時代ごとに違ったつくりの３種類

の堤防や河畔林なども、まるごと博物館の大切なお宝だ。

どのまちにも長い歴史の中でつくられてきたさまざまなもの

がある。それを地域の宝として活用し、住民が快適に生活でき

るまちをつくることの大切さを学んだ。 （田口）

かつては不老川の土手に

も咲いていたが、今では絶

滅危惧種。林の中にかろう

じて残ったものは今年咲い

ていてくれるだろうか。

川越市今福区間 ただ今河川工事中 この橋の連なる風景はどうなっていくだろうか？



ここまで来た 不老川改修工事 

平成 17 年から始まった【不老川床上浸水対策緊急事業】は、不老川の姿を大きく変貌させながら 
上流に向かって進んできた。その変化はまさに平成の大改修と呼べるほど激しく、川幅は約２倍にな 
り、切り立ったブロック護岸が人を遠ざけるような印象を与えている。 

現在平成１８年度分の残り区間工事が急ピッチで進められ、川越・狭山市境に迫ってきた。 
  
エースコック周辺 

 エースコック脇は当会の「不老川きらりボード」

を立てた所である。ここには福原小の子供達が描

いた不老川の絵やコミュニティー新聞が掲示され、

地域の交流を手助けしていた。 
また、春には立ち並んだ桜の木が見事な花を咲

かせ、土手の草地は近隣の人たちの格好なお花見 
広場となっていた。  

 
 
 
 
 
 
 

 
 工事が終わり、今ここにひと時をくつろげるよ

うな草地はない。川は防護柵で取り巻かれ、人か

ら隔てられている。安全の為とは言え残念なこと

だ。この風景にかってのやわらかさを取り戻すた

めには、一工夫も二工夫も必要だろう。 
 

福原小学校裏 

 広い河川用地を利用して、左岸側に水辺に降り

られる草地を整備中。子供達がここを利用してく

れるといいね。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧河川と夫婦エノキ 

狭山市中新田にある石橋の下流、川越市との境

が１８年度工事の 終場面となる。左岸側に大き

な夫婦エノキ、その対岸に旧河川に取り巻かれた

雑木林がある。周辺は遠景に屋敷林の続く河岸段

丘、近景は江戸時代の新田開拓そのままの区割り

畑地がゆるやかに広がっている。今では僅かにし 
かない不老川の基調景観である。 
ここの旧河川と雑木林の活用については、平 

成17年から県との間で何度か話し合いが持たれ、 
現時点（３月 15 日）でエノキと雑木林は残す方

向で県は検討している。 

私達はこの間何度も当地を調査・観察し、この

区域の河川改修にあたっては現風景を保全し、親

水性の向上を図ることが重要と考え、県に申し入

れた。この区域は河川用地も広く、実現は十分に

可能である。 
この号が発行される 4 月初めには工事内容も確

定していると思うが、果たしてどうなっている 

だろうか。 
 昨日現地を見に行ったら、摘み草をしている人

達に出会った。「ここのからし菜は本当においしい

のよ」と毎年バスで来ているそうだ。工事の様子

を見て「来年からはもうだめかもね」とつぶやい

ていた。 
不老川の恵みが失われないようにと心から願っ

た。    （丸橋）          
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不老川清流ルネツサンスⅡ 

１８年度地域協議会が開催された 
不老川清流ルネッサンスⅡ（平成 13 年度から

10 年間の計画）の進行状況の検討会が去る２月 
15 日所沢市役所で開催され、市民委員として出席

したので概要を報告します。協議会は国土交通省、

埼玉県水環境課等関係部署、流域各市の助役及び

市民団体代表によって構成され、不老川の清流復

活の為のあらゆる施策の検討を行なう機関です。 
◇アユが上ってきた 

平成１５年度の魚類

調査では新河岸川でし

か見られなかったアユ

が、18 年の調査では久

保川合流点（新河岸川か

ら約 1.3km 上流）でも

確認され、同時にオイ

カワ、ボラやトウヨシ

ノボリも見られ、河川

工事による落差工の改

善効果が現れた事を示

している。しかし植生調

査では、河川工事完了区間は在来種のクコやヤブ

カンゾウ等は見られなくなり、オオアレチノギク

等の帰化植物だけとなった。大森調節池ではタコ

ノアシやミクリ等の絶滅危惧種も見られ、貴重な

湿地である事が確認された。 
◇水質は？ 

当計画ではBODの 大値10以下を目的にして

いるが、18 年は入曽橋（狭山市）で 13、不老橋

（川越市）で 18 と未達成で、この水質では魚は

棲めそうもありません。 
又、上流より下流の方が水質が悪い傾向は平成

8 年から続いており、その対策を図ると共に、山

田橋側溝の汚水対策を行なうよう指摘された。 
浄化施設は 30％から 50％の稼動率しかなく、

環流水（川越の下水処理水を狭山市内で放流）は

水質が悪く（BOD は計

画が５に対し、実際は１

０～13）、水量も少ない

（計画 0.45t/ｓに対し

0.34~0.35）のでその効

果は期待出来ないが、水

質は良くなっているの

で、下水道の普及による

と考えられる。今後の対

策としては、上流と久保

川浄化施設はそのまま

だが、林川浄化施設にゴ

ミ除去装置（予算約 1 千万円）を設置するとし、

還流水は水質向上の為、硝化促進運転を行なうと

説明された。省エネ対策の為にも、川水の汚い時

期（冬期）だけ放流するよう提案した。 
不老川は、まだ県内で１～２のワースト河川で

あるので、ルネッサンスⅡが一日でも早く達成さ

れ、子供達の魚を捕る姿を見たいものである。 
 
                 

 
去る２月２４日（土）“大森調節池の自然を守る会”が中心になってハンノキ林の 

ゴミ拾いをした。当日は今年の暖冬とは思えぬ強風と寒さの中、バイクやタイヤを 
含め軽トラ一杯程集まった。 

    ハンノキの生育不良対策やウシガエル対策の 
検討もしたが、悪天候の為後日に延期した。 
今冬の大森池は水が多くクレソンが青々して、 

2 月 18 日にはカエルの産卵も確認された。 
2 月 27 日に埼玉県昆虫談話会の石沢直也君が 

ウシガエルのオタマジャクシ 407 匹を駆除したと 
報告があった。大変な作業だったでしょう。 
3 月 18 日に再挑戦し約 300 匹のウシガエルのオタマ 
を駆除した。アカガエルのオタマが泳ぎ、メダカの 
学校も開校していた。  （相馬） 

                風にも負けず作業貫徹？ 

 

 

 

 

   
 

（相馬） 

H18.10.19 現在 山田橋側溝からの汚水 



エコシティの成り立ち

志木は荒川、新河岸川、柳瀬川が流れる川の

街である。 年には川をきれいにする運動がス72
1995タート、環境保護の市民の動きが高まり、

年「エコシティ志木」が設立された。フィール

ドワークとワークショップを繰り返し行い 「市、

民が作る志木の環境プラン 「志木市環境基本」、

計画」などを市民自らの手で作った。これが地

域をまるごと博物館にする の活動河童のつづら

に繋がっていった。

どんな活動をしているか

学校と協力してプールのヤゴ救出作戦、オオ

ブタクサ抜き取り作戦などこど

もたちと展開、ミズガキ増殖作

戦では瀬渡りなどで川に入る子

を増やしている。またこどもお

とな自然塾で、野鳥や魚の調査

をし、柳瀬川水族館を開いたり

して地域の自然環境の豊かさを見つけ

伝えている。

志木には江戸時代の堤防や水塚、舟運栄えた

時代の面影など見所もあり 「お宝発見ツアー」、

や「お宝シンポジウム」を行って身近な文化、

知恵を再発見していっている。

目指していること

エコミュージアムとして、モノでなく、自然

文化活動の維持存続するためのしくみ（人々の

関わり方）を守り創造していく。地域で遊び、

学び、お宝を楽しみながら、大切な地域を次世

代へ伝えていきたい。

質疑応答

エコミュージアムと行政の関わりは？Q
全くない。勝手に始め、進めている。資金的A

にも行政は当てにできない。調査のため、生涯

学習課との関わりはある。

ＮＰＯ法人化で変化はあったか？Q
事務作業がたいへんになっただけ。外部からのA

信用や期待感は増した。資金源は会費２４００

円×８０人のみである。事業を始める際、助成

金申請を考えている。

ヤゴの救出作戦が小学校に取り入れられるのQ
に３年かかったのは？

２年目に教育サービスセンターに働きかけ、３A
年目に小学校で始めた。

私のかかわっている川では、上流に行けば行Q
くほど汚く大腸菌も多い。子ども達を川に入れ

るのにどんな配慮をしているか？

柳瀬川も半分は下水の浄化水である。入ってはA
いいけど泳ぐことは奨めていない。

水塚など歴史的なものを残すために、どんなQ
手だてをしているか？

行政的には何もやっていない。私たちが調べてA
いくことによって地元の という意識が出残そう

てくる。

エコシティの他の部門との関係は？Q
、 、A エコシティはみずとみどり ゴミとエネルギー

、 の４部門で今中心にな保健と福祉 まちづくり

って動いているのは である。部会みずとみどり

という機能は少なくなり、活動するのは理事が

中心で、だいたい１０～２０人で動いている。

志木市は市民グループと行政がうまくいってQ
いるようだが、その秘訣は？

発足( )のころから自然をA ２１しき市民会議 '86
守るという面で、行政と協力しやすい関係が作

られてきた。自然再生条例ができているが、民

間の事業や再開発事業にどう対するか、また代

替地問題などあり、市民が検証する機関が必要

である。

河 童 の つ づ ら志 木 ま る ご と 博 物 館
３月５日 入間公民館にて ３０名参加

エコシティ志木の毛利将範さんが “河童のつづら”という志木のまちづくNPO 、

り運動のなりたちと活動のようすを画像を通して紹介してくださいました。

講演会

タゲリ



関東地方整備局河川環境課の森田靖則氏によ

る出前講座が、さやま環境ネットワークと中央

公民館の共催で行われた。

平成９年に河川法が改正され、従来の治水一

辺倒の川づくりから多自然型の川づくりへと、

夢いっぱいの改正であった。あれから 年、先10
、“ 、ごろの新聞報道で 多自然型川づくりは で10%

は不自然型の川づくりであった ”と公表さ90% 。

れた。

今回の講座でも「多自然型川づくり」の評価

多自然型川づくりレビュー委員会からの提言が

として以下の８項目が挙げられていた。

①河道を過度に直線化したり画一的な断面に

しない ②瀬と淵を保全する ③良好な河畔林

を保全する ④河床を平滑化したり固定化し

ない ⑤河床幅を狭くしない ⑥水際植生を

保全回復する ⑦２割勾配にこだわらない⑧

水際部を構造物で固定しない

これは 年前の話ではありません。昨年５月に10
記者発表されたものです。 月には河川景観同 10
の保全の考え方が発表され地域固有の自然、歴

史、文化、生活と調和した美しい河川景観の形

成と保全が謳われている。

これからの川づくりの基本は「多自然川づく

り」である旨の話であった。これを受けて、参

加者から「このようなすばらしい指針があるの

なら関連のコンサルタントの方々に周知徹底し

て欲しい 「悪い川づくりの見本のような工事」、

が現在も進行中である。今日の話のような理想

的な川づくりが実現するのは、いったい何年か

かるのか」など、現実とのギャップの大きさが

（遠藤）問われた。

冬の林は風が渡り枝

が頭上で揺れるだけ

の静かでさびしい風

景ですが、１月の作

業日にはにぎやかな

声と 杭を打つ掛けや

の音が響きました。

前夜の雨で程良くしめった土に散策路用の杭が

打ち込まれていきます。小鳥も植物も静かなうち

にということで林の中央に一本散策路が整いまし

た。春までに横道をもう一本整えたいと考えてい

ます。

この林は比較的 近まで利用されていたよう

で、木の幹は全体に太くはありません。ひょろり

と伸びた木の中には、日光を十分に受けられずに

枯れ始めるものがあり、道路際や散策路の枯れ木

や枝を２０本ほど切りました。この山王塚を植生

豊かな林にするため刈り取った笹をどうするか、

落ち葉掃きをするべきかどうか等話し合っている

。 。ところです ご意見がありましたらお寄せ下さい

（村手）春の芽吹きが待ち遠しい山王塚です。

三つ又沼は明治まで荒川が大きく西に蛇行し

入間川と出会ったところで、今はふたつの川の堤

防に挟まれた湿地です。今で見ればその不自然な

蛇行から氾濫域の大きさが想像されます。今でも

1m毎年大水が出るそうです 去年暮れの大雨では。

以上の冠水跡を林に残していました。出水のおか

げで畑では肥料いらずで美味しい野菜がとれるそ

うです。

一方、水の切れない沼地は近年川底をひっくり

返す大水が無く、 以上のアシが繁茂し、放っ2m
ておくと乾燥化が進み、生き物の多様性が失われ

るといくつかのボランティア団体がアシ刈りに精

を出しています。

都市周辺の沼地は非生産性の故に緑を残してい

ます。沼が残れば水

と緑を鳥が求め、そ

れを人が求める。物

質ではなく、心の生

産拠点です。小さな

沼も出来るだけ生き

延びて欲しいもので

す （中田）。

月 日三つ又沼のアシ刈で見たもの 1 24
山王塚

杭を打つ音高くだより 冬の作業

多自然川づくりと美しい河川景観への展開

２月２５日（日） 中央公民館にて

「美しい山河を守る

災害復旧基本方針」

より



 

春の不老川あるき 

 
 
 
 
 
 

コース 
入間公民館→不老川→東山王橋→入間公民館 

 
 
 
 
 
 

オオムカデ 

 
「平野の森」こどもエコクラブは、「野生生物の観察調査」を 

今年度のテーマに活動してきました。特に、７月から 
10 月までの４ヶ月間、「ふれあいの森６号地」（平野の森）に棲む 

生き物を丹念に調べました。その観察結果を、環境省から全国の 
こどもエコクラブ活動の推進を委託されている日本環境協会に 
提出したところ、全国のこどもエコクラブの上位３グループに入る 
出来栄えであったとの評価をいただき、３月 24 日と 25 日、 
神奈川県横須賀市で開かれる「こどもエコクラブ全国フェスティバル in よこすか」 
に招待されることになりました。メンバー一同大喜びです。 
 今回の観察調査では、「土」に注目し、そこに棲む微小な虫などの土壌動物を調べました。 
落ち葉の下の土には何種類もの土壌動物がいました。土の中にいる多様な土壌動物が豊かな 
森をつくるうえで大切な役割を果たしていることがわかり、驚きと共に、その生態系の複雑 
さに感心しました。 

私たちが「平野の森」で見つけた土壌動物の種類から「自然度」（自然の豊かさの度合い） 
を測ってみると、この雑木林が「成熟した雑木林」（自然が豊かな雑木林）であることがわか 
ったことも嬉しい結果でした。この森を守っている地域のボランティアの方たちのおかげで 
もあります。これからも自然のしくみをもっと理解し、健全な生態系が守られるにはどうした

らよいか考えながら活動していきたいと思います。     
「平野の森」こどもエコクラブ  サポーター廣中尚子 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

不老川流域川づくり市民の会 川歩きクラブ 
 

 

 

定例会：毎月第３土曜日 13:30～ 

年会費：１ ， ０ ０ ０ 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 

生き物ではかる自然の豊かさ 

流域情報 

◇第 3 回「川でつながる発表会」  2 月 12 日 

新河岸川流域川づくり連絡会「川でつながる

発表会」が、ふじみ野市で行われた。 

 流域内の学生たちの川についての日頃の取

り組み、活動成果が発表された。 

 当会は川越の福原小と砂久保橋のエノキの

取り組みについて報告をした。 

 

◇第 13 回「埼玉県河川愛護交流会」3 月 11 日 

さいたま市浦和区ときわ会館に於いて開催

され、午前は各市民団体のポスター展示し 5

分間ずつ活動内容発表。当会としても不老川

への取り組みについて熱弁を奮った。 

 午後は、「河川整備・川づくり」「川の浄化・

美化・利活用」の二つの分科会で、さらに 

ゴミの扱い方、行政との連携・協働など論議

された。 

 

◇平成 18 年度「河川愛護月間」“絵手紙”受賞 

川越市福原中学校1年生の角 茉莉那さんが 

全国の小･中・高生対象の絵手紙展に応募し 

見事審査員特別賞を受賞されました。 

不老川のことを、「今はまだ、汚い川かもしれな

い  でもこれからでいい。これからでいいから、

きれいにしてゆこう。」「輝かせよう不老川」画面

いっぱいに緑豊かな不老川が描かれていまし

た。おめでとう！！ 

川沿いの樹木に 

名札をつけながら 

あるきませんか  

日時  4 月 5 日（木） 

集合  狭山市入間公民館 9:30 

解散  狭山市入間公民館 お昼頃 

  問い合わせ 田上 ℡2957-7972 

ダニ 


