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不老川を歩いてみる。新河岸川合流点あたりは、すっかり風

情が変わってしまった。護岸が高く急になり水辺に近づく事は

できない。加えて土手の植生もセイバンモロコシ、ヤブマオの

大群落でこれも人を阻む。この川が昔、江戸と川越を結ぶ船運

で栄えていたとは想像し難い。明らかに、昔の人々の方が水と

うまくつき合っていたと思う。

さらに不老川を上流に進む。国道 にかかる橋は付け替え254
られて周辺は浸水することはなくなった。思えば今回の改修工

事は全面的な治水工事なのである。川が広く深くなり護岸も衝

立のように 急角度になって、水の入れ物としての容量が増えた

。 。といえる これでやっと川沿いの住民は安堵できるのであろう

不老川が喜ぶことはないのだろうか。護岸ブロックに雑草が

繁茂して造成当初の白々しいコンクリートの印象がうすらいで

きている。数カ所に親水ゾーンが設けられた。落差工がなくな

り魚が遡上するようになった。それとなによりも砂久保橋のエ

ノキの大木が残った事であろう。川越エリアの工事はほぼ終わ

（ ）ったが 川を見つめ豊かにしていくのはこれからである、 賀登

（ ）改 修 工 事 が ほ ぼ 終 わ っ て 川 越 工 区

秋の七草のナデシコはこれ

のこと。

自生地は減少していて 準,
絶滅危惧種とされる。

ねらい定めて 水てっぽう 大森の池まつり（ 月 日）8 26



不老川と歴史的景観 
 先日、久しぶりに埼京線に乗り大宮へでかけ 

ました。新河岸川を渡ると一面の田んぼ、黄金 

色に輝く稲穂が静かに揺られています。「日本 

の原風 景 」を眺 め大 宮 駅に降 り立 ちました。 

 狭山市堀兼地区には、屋敷林と畑、雑木林

が現在も残され、江戸時代以来の「武蔵野の

原風景」が展開されています。そして、都市近

郊の農業として大いに役立ち、 近は循環型

農業として海外から高く評価されるようになりま

した。 

 その地区を不老川は屋敷林と平行して流れ 

ています。 

 とある夏の日、私は不老川の土手の大きな汗 

をしたたらせながら歩 きました。草 木がほとん 

どなく、矢 板 と切 り立 ったコンクリート護 岸 は 

人を引き付ける魅力はありません。たまたま一 

本のエノキの木陰で涼んでいると、そよ風が通 

り過 ぎ、そのときの心 地よさはたとえようもあり 

ません。農家の方々の日々の作業には頭が下 

がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 新河岸川水系水環境連絡会菅谷代表の呼びかけ

で、8月11日と25日に東久留米市落合川地蔵橋付

近のホトケドジョウ救出作戦に参加しました。  

この付近の落合川では洪水時に民家が流水にさら

されることから、付け替え拡幅工事を余儀なくされまし

た。 

都は湧水の川である落合川の特性を生かして、改

修河川でも湿地帯

やカワセミの営巣地

の 造成に努力す

ることになりました

が、落合川の小渓

谷と言われるホトケ

ドジョウの生息地は

埋め立てられること

になり、今回の救出作戦になったものです。 

両日とも志木、清瀬、所沢、狭山などからの応援ボ

ランティアを含め、50人以上の参加がありました。 

しかし、一方では、ホトケドジョウの生息地埋め立て

絶対反対の人たちもいて 25日には現地での抗議集

会も開かれ、こういう問題の難しさを感じさせられまし 

 

 

 

国土交通省は、「他自然川づくりはすべ

ての川づくりの基本であり、工事のみではな

く、調査から維持管理にいたる河川管理全

般を視野に入れる」としています。これから行

われる狭山工区でもこの川づくりにより工事

が行われることを切望しています。 

 未来に生きる子どもたちに魅力ある不老川  

を残すためにも。             （G,N） 
多自然川づくりについては、国土交通省河川局 

ホームページをご覧ください 

 

 

狭山市堀兼 権現橋下流 

 

 

 

 

 

 

た。民家の移転といった方法もあったのかもしれませ 

んが、旧川の一部をワンドとして残すことにもなり、行

政も出来るだけ自然環境の保全に配慮することを約

束してくれていることから、今回の妥協は止むを得な

いことだったのかもしれません。 

採ってもとっても採りつくせないという感じでしたが、

救出に成功した成果は次の通りです。表題下の( )

内の数字は地蔵橋上流地区の生息密度です。 

11 日 地蔵橋上流地区 川幅1m未満、延長 150m

程度。採捕魚類総数9種 1175匹。（以下匹省略） 

 内訳 ホトケドジョウ766 (成魚39、未成魚661、幼魚

66)、シマドジョウ 195、マドジョウ 30、アブラハヤ 127、

モツゴ49、トウヨシノボリ3，タモロコ2，メダカ2，ジュズ

カケハゼ1 

25 日 地蔵橋下流地区 川幅 2m+ 延長 100m未

満。採捕魚類総数9種 636匹。 

 内訳 ホトケドジョウ 290(成魚 6、未成魚 251、幼魚

33)、シマドジョウ25、マドジョウ19、アブラハヤ284、ジ

ュズカケハゼ10、モツゴ3、ギンブナ2、メダカ2、 

スミウキゴリ1                    (小黒) 

 

 

（魚の生息密度 1 平方米当たり 10 匹 内 7 匹がホトケドジョウ） 



“多自然川づくりフオーラム 柳瀬川・不老in
川・砂川 美しい川づくりを求めて”と題して

川づくりフォーラムが、この３つの川の市民団

体主催で行われた。

昨年、国土交通省は今までの 川づく多自然型

りから 川づくりへと大きく方針を転換し多自然

たが、市民団体も１０周年を迎えたので新たな

、 。第一歩を踏み出そうと フォーラムを開催した

午前中各々講師の先生と現地視察、午後、講演

やディスカッションという内容である。

国土交通省小幡篤氏の基調講演に始まり、東

京都と埼玉県川越県土事務所の現地からの報

告、更には九州大学の島谷幸宏教授、自然共生

研究所の萱場裕一所長、㈱吉村伸一流域研究室

の吉村伸一代表と日本における多自然川づくり

の第一人者を囲んでの討論は非常に充実したも

のとなった。国土交通省の方針として多自然川

づくりは、全ての 川の河川工事や河川管理が

象であり、今後積極的に実施すると強調してい対

た。

不老川については吉村伸一氏の説明を聞きな

がら現地を視察し、午後には川越県土事務所の

小林部長が河川工事の現況を説明された。

９月に入って、川越県土事務所は、１９年度

1,600m工事として計画している狭山市堀兼地区

区間の工事に多自然川づくりを導入しようと、

上記 萱場裕一氏を座長に、地元住民も参加した

「不老川川づく

り検討会」を立

ち上げ、積極的

に打ち出してい

る。

（相馬）

多自然川づくりフオーラム を終えて“ ”

所沢市民センターミューズにて6月30日

多自然川づくり

積極的に実施を

まつり全体の感想としては多くの家族連れで賑わい昨

年より参加者が多く感じられ、普段自然を体感できない

子や遊び場が少ない環境の子どもたちのとってはいい体

験の事業でした。設営もスムーズで今後の 発展が望める

事業です。

反省点とすれば、今後参加者が増えた場合の駐車スペ

ースの確保が問題になってくると思います。また 「遊び、

として参加する」のではなくて、環境を考えられる「啓

発」的な部分も出していった方がより効果的ではないか

と思われます。いずれにしても、今後に於いて楽しみな

事業であると思われます。

社団法人入間青年会議所 久礼亮一

８月２６日 快晴

今年も入間市民中心に約 名400
が集い まつりを楽しみました。,

毎回テントの設営などで力を

発揮してくださるＪＣの方から

感想をいただきました。

人一挙に魚とり７０
“ ”今年は魚が少ないね

雨が降らず、水量が少ない“

からかな”

入間の若者バンド“さるお”

青春 全開 ！ ハンノキ林で虫取り 戦中ザリガニクイズに挑 子牛さんこんにちは

草刈橋から不老川を眺める
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川川づづくくりりにに参参加加ししまませせんんかか  

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：小黒０４－２９２３－８９４６ 

川越市：高木０４９２－４９－９８２８ 

荒川クリーンエイドin不老川 

ゴミを拾って豊かな自然を取り戻そう 

 

秩父から東京まで、流域で暮らすおおぜい 

の人々が荒川のゴミを拾います。このゴミは  

なぜあるの？どこに行き何を傷つけるの？ 

ゴミの分別･調査してから、芋ほり、豚汁、 

ふかしいもの昼食です。 

 

日  時  10 月 21 日（日） （雨の日は 28 日） 

集  合  狭山市入間公民館  9 時 

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、いもを入れる袋 

手袋、水筒、シャベル  

解 散  午後 1 時頃 

問い合わせ  丸橋℡04-2959-3831 

～流域情報～ 

◎ 市野川づくり協議会に参加 8 月 23 日 

東松山、森林公園近くの市野川で「水辺空間整備計

画第 7 回協議会」が開かれ、当会から 2 名がオブザー

バーとして参加した。 

同協議会は市民団体・行政・生態系保護協会等で

構成され、市野川の特徴でもある蛇行河川の保全、水

辺の植生、魚類の保護などについて現地を見ながら意

見交換をした。 

 

◎ 芝川見学  9 月 2 日 

鳩ヶ谷市・川口市にある旧芝川を新河岸川流域川づ

くり連絡会で見学した。 

洪水対策のため芝川は新河道に付け替えられ、旧

河道（旧芝川）はあまり水の流れない川として残された。

この流域は下水道の普及が遅れており、家庭排水が流

れこんで汚い川になっている。そこで自治会が熱心に

浄化活動を行い、その状況は「すてきな宇宙船地球

号」で放映された。しかしその成果はなかなか見えず、

下水道の普及が急務と思われた。 

 

環境学習のお礼をいただきました！        川越市立武蔵野小学校から 

5 月に行った環境学習のお礼と報告書が送られてきました。 

3 年生のお礼状にはオオバコの花茎を使った草相撲と笹舟作りが楽しかった、と書いていた 

子供が多かったようです。 

5 年生は報告書として壁新聞でしたが、「川の事知っとこ新聞」とか「川の生き物たちは、 

どのような川が住みやすいのだろう」とか、それぞれ魅力ある名前を付けてありました。 

どれも素晴らしい内容でしたが、心に沁みた一文は、「生き物も命があり、人間にも 

命があるのだから、人間と同じ生き物も住みやすいところに 

してあげ、地球をきれいにしていかなければならない、と私は 

思いました」でした。 

先生のお便りには「子供達が自分や地域のことに関心を持ち、 

大切に考え、行動できるように取り組んでいきたい」とありました。 

 近、総合学習の時間削減が決まりましたが、本当に短い 

時間自然に触れる事で、子供達の心の変化をもたらすことが 

出来るのだから、今後とも続けていただきたいものです。（相馬）  

新河岸川流域フォーラム 

 “今振り返る、総合治水対策” 

 

新河岸川流域川づくり連絡会は、流域の治水 

対策開始から25年、支川の市民活動発足 

10年になります。今後の川のあり方を 

考えていきます。 
 

〔午前 ウォーキング  午後 事例紹介〕 

日時    10月20日（土）9:30～16:00  

会場    志木市市民総合センター 

講師    島谷幸宏 九州大教授 

申込み〆切  10月12日 

申込先   相馬℡（04-2965-1741）まで 

 川の周りのぞう木林

（５年生の壁新聞から） 


