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ほら、カワセミが！

代表 相馬和彦

http://furougawa.mods.jp/

３月１日巣箱架けに行く途中、新入曽橋から

ようこそカワセミ
いた、翡翠とオレンジ色の小さなかたまりがフトン
カゴに！新入曽橋のたもとである。今年に入って、と
しとらず公園付近でもカワセミを見たという情報が何
度か入る。魚がいるということ？
新宿線下流からとしとらず公園まで、私たちが月１
回の川歩きを始めて２年。何でもない川のようだがお
もしろくて飽きることがない。草花は毎回違う顔を見
せてくれる。チョウチョウやバッタが迎えてくれ、そ
の上カワセミまで来てくれる。
このコースは散歩者が多い。草を踏んで歩けるのが
うれしい。何の細工もされず素朴に、ほんとに朴訥と
もいえるほど自然のまま街中を川が流れているという
のはとても貴重なことかもしれない。
残念なのは、新入曽橋下流からはずーっと川岸に樹
木が少ないことだ。樹木があったら生き物にも散歩者
にもどんなにいいだろう。名札づけをした木を触って
歩きながら、もう一本も切らせたくないという思いが
強まっていく。
（田上）

春、やや湿った林の縁や草
地に生える。全体に柔らかい。
名前は仏殿を飾る華鬘（けま
ん）に見立てたものから。

○ ふるさと教室

巣箱を作って山王塚に鳥を呼ぼう！
２月 23 日（土）、３月１日（土）の２回にわたり、狭山市立入間公民館共催イベント「巣箱を
作って山王塚に鳥を呼ぼう！」を行いました。
親子で小鳥の巣箱を作り、山王塚市民緑地へ架けに行くことで、小学生とその保護者のみなさ
んに、身近な自然への興味を持ってもらうための企画です。今回は 12 名の元気な子どもたちと、
お父さん・お母さんが参加しました。

１回目：２月 23 日（土）
巣箱を作る前に、画像を見ながら不老川にもい
る身近な野鳥についての話を聞きました。
この辺りでも二十数種類が見られ、知らない鳥
が意外にたくさんいることに驚いていたようで
す。「こんな鳥もいるんだね。どれもスズメかと
思っていた。」との声も聞かれました。
「みなさんが作る巣箱には、シジュウカラが入
ってくれると思うのですが・・・」ということで、
お楽しみ“巣箱作り”の始まりです。

２回目：３月１日（土）
穏やかな春の陽気の中、先週のメンバーで入間公
民館から山王塚市民緑地まで、不老川沿いをバード
ウォッチングしました。
ツグミやヒヨドリ、セキレイの仲間など多くの種
類が見られました。実際にその鳴き声や、動きを知
ることで、子どもたちもいろいろな野鳥の名前を覚
えられたようです。中でも目玉だったのはカワセミ
でした。今年に入りこの付近を餌場にしているらし
く、今回もその姿を見ることができたのです。「あ
んなに汚かった不老川にカワセミが棲むようにな
ったなんて、すごい！」と驚きの声が上がりました。
山王塚の林に到着すると、それぞれ“Ｍｙ巣箱
の取り付けにかかりました。お隣とあまり近づかな
いようにしながら気に入った木を見つけ、脚立に乗
ってシュロ縄でくくりつけていきました。
頭の上ではシジュウカラのさえずりが聞こえま
す。
「下見に来たのかな？ここがいいよ。
」どの子も
“Ｍｙ巣箱”に鳥が入ってくれることを楽しみにし
ているようでした。これからもこの林へ来て、野鳥
の観察をしてみてくださいね。

子どもたちは、初めて手にするのこぎりやかな
づちに悪戦苦闘しながら、いっしょうけんめいに
組み立てていきました。でも、やっぱり難しいと
ころはお父さん・お母さんの出動です。親子の楽
しいコミュニケーションにもなりました。
形ができ上がって自分の名前を書き終えると、
どの子も“Ｍｙ巣箱”に思い思いの絵を描き始め
ました。「これなら鳥さんが来てくれるかな？」
みんないつの間にか野鳥好きに
なっていたようです。次週の
巣箱掛けを楽しみに、１回目の
日程は終了しました。

今回の体験で、不老川や山王塚市民緑地の良いと
ころも感じてもらえたら幸いです。 （田端）

多自然川づくりはどこへ？
不 老 川 河 川 工 事 経 過 報 告
現在不老川では「床上浸水対策特別緊急事業」が
１７年度から２１年度の５ヵ年計画で行なわれている。
橋脚が狭い為、大橋（入間市の行政道路）と西武新
宿線鉄橋（狭山市入曽）の上流部で洪水が発生する
ので、下流の狭山市や川越市内の川幅を広げ、二つ
の橋の橋脚を広げる工事である。
１７年６月、川越県土事務所は流域４市と市民団体
も入れた懇談会を作り、その第１回目の会議で工事
内容等を説明し、“今後の川づくりは市民と行政が一
体となって行なうので、協力をお願いする”との挨拶
があった。

１７年度工事
久保川合流点付近から山田橋までの区間で行なう
が、設計図が完成しているから変更は出来ないので、
１８年度以降の工事について意見をいただきたいとの
説明があった。
しかし工区内の砂久保橋袂のエノキは 18 年 8 月に保
存を提案し認めていただいた。

１８年度工事
山田橋から狭山市境までとのことだったが、１７年度
工事として山田橋の上流のエースコック（川越市今
福）付近まで実施された。工事内容等の懇談会との
会議は１８年２月の第５回目の会議までで、その後は
当会との話し合いになり、１９年３月まで続けられ、提
案も一部受け入れていただいた。しかし当初は、工区
の最上流部にあった夫婦エノキは残すとの確約であ
ったが、実際にはその手前で（写真参照）工事は打ち
切られた。従ってこの保存は今後の工事に期待せざ
るを得ない。

これから上流の工事はどうなる？

平成２０年 2 月 29 日現在の権現橋

納得のいかない１９年度工事
工区は権現橋付近から草刈橋付近までの 1.6km 区
間で河床幅を 4.5ｍから９ｍに広げる工事である。１７
年１２月の懇談会で用地買収への協力依頼があり、
工事内容についての変更の要請をした。
その後懇談会は中断されていたが、１９年９月に川
越県土事務所は萱場祐一氏（独・法土木研究所自然
共生センター長）を座長とする「不老川かわづくり検
討会」を設立し、当会にも参加の要請があった。会議
では“多自然川づくりを行なう“と説明があったが、工
事区間には納税猶予農地があり、用地取得が 10 月
に 10％と少なく、１２月２８日の最終会議で「48％の取
得なので、その部分は右岸だけの工事を行う」と提示
された。大いに不満の残る結末となった事は残念で
あり又、多くの問題点が残った。
、“多自然川づくり”とは言えない
、計画どおり橋脚を広げられるか？（計画は流量が
大橋は現在１８t/s を２５t/s に、新宿線は２３t/s を４５
t/s にする）。川幅は、用地取得が出来た部分は９ｍ、
出来ない部分は 4.5ｍと広い部分と狭い部分が交互
になるので、狭い部分で溢れる可能性がある。更に
納税猶予期間が 30 年以上の部分があるので、長期
間そのまま続くことになる。又、入曽地区住民には「新
宿線の下流部分の河床を２０～３０ｃｍ掘り下げる」と
説明があったが、その根拠と区間の説明がない。
、土地買収が進まないので、親水区間の位置や内
容、床止工の１００ｍ間隔の設置、直線区間の流速対
策、生き物対策等の検討が皆無。
あと完成まで 2 年となったが、床上浸水を軽減し次
世代に誇れる川になるだろうか。
工事については http://furougawa.mods.jp/にも掲
載しています。(相馬)

野川も素晴らしかったけど

見学会も良かったよ

湧水を守る人々の熱意
１／２６

新河岸川流域川づくり連絡会主催の見学会

先日の野川の見学会は 今までの見学会の中
で一番良かったんじゃないかな。
まず、市民と行政が一緒になって野川の湧水
を守ろうとしている努力がひしひしと感じられ
て、参加者を等しく感激させたように思うよ。
小金井市の雨水浸透マスの普及率は５０％を
越しているんだってね。市役所の庭に設置して
ある、屋根に降った雨の地下浸透マスの説明は
「国分寺崖線からの湧水の枯渇を防止するには
これしかない」という市の担当者の熱意が感じ
られて、所沢もこれくらい熱心に取り組んでく
れれば、自分の家も率先して設置する気になっ
たのにと思ったよ。目詰まり防止の工夫もさる
ことながら、施工業者も巻き込んで市民の負担
にならないように工夫されているのには感心し
たね。
野川沿いの武蔵野公園に沿って国分寺崖線の
下に設けられた遊水池で、市民が勝手に取り組
んだビオトープ作りに東京都が積極的に協力し
て、今ではそれこそ一体となって自然の生態系
保全に取り組んでいるのも感心させられたこと
だったね。都の人に「知事が代わると知事の方
針によって皆さんの取り組みも変わるんじゃな
いの 」と 、一寸意地の悪い質問をしてみたんだ 。
都の人の返事は「いや、知事の考えがどうであ
れ、自分たちが一番大切に思っているのは、市
民の皆さんがどう考えているかということなん
だ」ということだった。どこかの自治体の人た
ちにも聞かせたい話だよ、これは。
野川というのは、皆さんご存知のように国

野川第２調節池内のビオトープのたんぼ

ひしひしと

分寺崖線からの湧水を集めて流れている川なん
だけれど、湧水を大事にしようという考えは、
流域の６つの自治体に広がり、この６自治体の
行政と市民が一緒になって「野川流域連絡会」
を作って３０年になるということだった。皆が
野川と楽しく付き合うために作られた「野川ル
ール」を見せられたけれど、我々も早く「不老
川ルール」といったものを作れるようにしたい
のだと思わされたね。

国分寺崖線下の滄浪泉園内の池

湧水の現場としては、滄浪泉園、貫井神社、
野川公園、野川第一、第二調節池を見学したん
だけど、 渇水期だった にも拘 わらず 国分寺崖
線の法尻の側溝には水が満々と湛えられていて
ね。雨水浸透マスの設置効果が、こういう結果
として現れているのかと思わされたよ。
最初に見た滄浪泉園は、小金井市役所の近く
の街中にあるにも拘わらず斜面林が鬱蒼と茂っ
ていて、豊かな湧水とともに夏でも涼しいだろ
うと思わされた所だったよ。こんな風景を見せ
られると 、「所沢に家を作るんじゃなくて、小
金井に作れば良かった」とつくづく思わされて
しまった。
国分寺崖線というのは地形上有名な段丘崖
で、宅地になっている箇所がなかったわけでは
ないけど、立派な斜面林を伴って延々と連続し
ていた光景も忘れがたいものだったよ。
なんだか最初から終わりまで褒めっ放しだけ
ど、今までの見学会の中では出色だったことは
確かだね。今回参加できなかった人も、ぜひ一
度見ることを勧めたいね。
（小黒）

第４回川でつながる発表会を聴いて
新河岸川流域川づくり連絡会主催
２月１０日朝霞市中央公民館で、小学校から大学まで、新河岸川流域８校の学習、
研究発表会がありました。一端を紹介します。
所沢 牛沼小５ 年生は、学 校のそ ばを流 れる東
川を中心 に調査をし て上流 部より 中流部に水 質
の良いと ころが あること を見つけ ていま す。 中
流域は水 質の悪い部 分を含 め生き 物が 一番多 か
ったこ とを観察して います 。また １年 を通し て
岸に咲く花を調べ、特に花見時に 131 本の桜が
いかに市 民に愛され ている かを誇 らしげ に語 っ
ていました。
清瀬 清明小４ 年生は、総 合学習 でのビ オトー
プ１年間 の観察 報告をして います 。４ 月２４ 日
の報告では木 、草 、虫等の名前の羅列でしたが 、
７ 月 5 日は 「ト ンボが３種 類見つかり たくさん
動き回って いました 」と 観察も成長 し 11 月 ２０
日「ネム ノキの種を ふると 音がす るなん て初 め
て知りました」等 観察が感動を伴うまでになっ
ています。
入間 市の東藤 沢小５年 生は、不 老川調 査の展
示発表をしていました。
法政大学水文理学（小寺）研究室は 、「小流域
原単位 法とＧＩ Ｓ」を活用 して「 不老川では 他
流域と比 較して生活 排水処 理率が 低い ことや 、
畑地も多 く残ってい るため 、施肥 による河川 へ

山王塚
だより

の負荷が高 いことが明 瞭に 示された 。」と述べ
ています。環境調査も大まかな統計処理がだん
だん緻密になって有用性が期待されます。
法政大学は３年続きでこの発表会に「小流域
原単位法」を使った発表をしています。当初と
んと意味不明だった私も年々内容が見えてきま
す。
＊原単位＝環境に負荷を与えるものや行為の係
数 例えばひと一人の呼吸、排泄等から負荷係
数（原単位）を算出する。この係数があれば、
人口から市民の環境に与える負荷が計算できる
という論法のようです。
＊ GIS=地域情報システム 地理上の情報管理/
加工/分析の手法。
（中田）

山王塚にカブトムシの家

山王 塚の冬は、 木々の幹ば かり。梢に 鳥の巣が二 つ三つ。
カラス の巣だろうか 。３年にわ たる笹刈りで藪 のようだっ た林の内部 は見
通しが が良くなり明るく なった。
林全体が眠っているようなこの時期、私たちは森を整備する作業で忙しい。中央から
枝分かれする二本の散策路を１月，２月にかけて完成させた。この散策路は林を散歩コ
ースにしている人たちに喜ばれているようだ。乾ききっているように見えるのは歩く人
が多い せいかもれな いし、草刈 りで乾燥が より促され ているのか も知れない 。
１２月に、 南側の道路 に面してい る落ち葉を少し内 側に掃き寄 せた。広範 囲に積まれ る
落ち葉を見て、このままにして良いものか、何かに利用できないか議論になった。落ち
葉だめを作ってカブトムシを呼び込もうという案が出され、早速２月の作業日に作るこ
とにした。落ち葉掃きについては意見の分かれるとこ
ろ であ っ たが 、 適当 に 落ち葉 を 掃い 方が 豊 かな 生態 系
が 保た れ ると い う実 験 結果 を聞 きこ の 林で も試 みて み
ることにしたのである。落葉樹ばかりの山王塚にちょ
っとし たポイントが できた。落ち葉 掃きをした ことで
植物 にど のよう な変化 が見ら れるか 楽しみで ある。 ま
た 、落 ち 葉だ め にカ ブ トム シや クワ ガ タが 育ち 、子 ど
もたち が喜ぶ 姿を見たい ものである。
（村手）

平 成 19 年 度 市 民 の 会 の 取 組 み
「床上浸水対策特別緊急事業」工事は川越工区、狭山工区について県や他団体も含めて話し合いが持たれたが、
期待した成果は得られてない。６月には久保川合流点でアユを確認した。また入曽橋付近では、２月３月にたびた
びカワセミが飛来し、川らしくなってきたことを感じている。

主な取組み
◎ 河川改修工事に提案
◎ 山王塚市民緑地の活動 毎月第 3 木曜作業
杭打ち、笹刈り、落ち葉溜めの設置
◎ 川歩き 毎月第 1 木曜
アレチウリ退治、鳥や植物の観察、木の名札付け
◎ 荒川クリーエイド

不老川の清掃・ゴミ調べ・芋ほり

◎ 大森の池のまつり
◎ 子供達と巣箱作り（狭山市入間公民館と共催）

子どもと行く

源流めぐり

春です。草花は萌え、生き物たちはいのち
の歌を謳っています。子供たちと共に、水み
ちをたどってみませんか。沢山の感激を、あ
なたの子供たちに。
日
時 ･････ 4 月 20 日（日）9:00～
行 き 先 ･･ 狭山丘陵 西久保湿地周辺
集
合 ･････････ 狭山市入間公民館
持 ち 物 ･･･ 弁当、飲み物、歩きやすい靴
参 加 費 ････････ 100 円（含 保険料）
申込・問合せ･･････ 田端℡2999-3312
現地まで車の分乗で行きます

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

環境学習への協力（入間市、川越市小学校）
他団体との共催
水質調査と発表会（新河岸川水系水循環連絡会）
新河岸川流域フォーラム（新河岸川川づくり連絡会）
川でつながる発表会

（同

上）

会報「川のささやき」年４回、各 1000 部発行
ホームページの接続回数が開設以来１万５千回を越
え人気を博している

流域情報
『不老川をきれいにする市民のつどい in 入間』
１月 27 日 入間市藤沢公民館
“子供達にきれいな不老川を“を目的に開催、小
学生や不老川で活動している市民で賑わった。
小学校の環境学習の成果や市民活動の紹介等
の展示があり、同時に上映された映画「ほたるの
星」は参加者に深い感動を与えた。
『大森の池 工事始まる』

2月5日

２年ぶりで大森調節池の浚渫工事が実施され
た。小面積ではあったが、溜まったヘドロを取り
除き貯水量を増やす工事である。
飯能県土事務所にお願いして、中に生えたイ
ヌコリヤナギは残されることになった。

４月３日（木）
不老川に萌え出たばかりの春の草花
を探しに一緒に歩きませんか。
９時３０分入間公民館からとしとらず公
園まで誰でも気軽にお散歩感覚で！
待ってま〜す。

会

員

募

集

定例会：毎月第 3 土曜日 13:30～
年会費：1000 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

『第２回日本の“いい川”シンポジウム』
２月 9 日、虎ノ門の発明会館
全国の川で活動している人や行政関係者、研
究者等約３００名が集まり“多自然川づくりの手
法”についてシンポジュウムが開催された。
熱心な議論が交わされたが、長野での災害復
旧工事で多自然とは思われない工事が行われて
いる、との指摘があり、早速対応する、との回答が
ある等緊張する場面もあった。
編集後記
「多自然」と謳ってなぜコンクリートだらけ？５回も開かれ
た「検討委員会」って何？不思議がいっぱい。だが、とき
は春、そこ、ここに「多自然」がいっぱい！さあ、川辺を
歩こう。
H..T.

