不老川だより
2015 年４月 1 日発行

Vol.

不老川流域川づくり市民の会
代表：丸橋 かほる
℡：04-2959‐3831
http://furougawa.mods.jp/

北入曽の川辺で
春を楽しむ
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3 月末から 4 月にかけての入曽橋からとしとらず公

地下水位調査で分かったこと

園は、まさに桜道とでも名付けたくなるような堤防だ。
歩くごとに桜が現れ、緑に萌え始めた土手に菜の花が

不老川水源マップ 下流編

群生し、色彩豊かな不老川が巡ってくる。
山王橋上流の右岸、市民農園前の４本の大木は、対

モツゴ（コイ目）

岸からでも手が届そうに、川面にいっぱいに枝を伸ば
している。樹下にはテーブル、ベンチが置かれ、いこ
いの場所の一つだ。山王橋下流、山王塚堰の左岸には、
やはり４本の大木がみごとだ。コイのたまり場に花イ
カダが流れ、おもわず足を止め見とれてしまう。

クチボソとも言われ、体長１０ｃｍ程で腹に

桜は大きな川の土手に植え、小さな川には柳を植え

一本の黒色縦線のある事が特徴だ。ユスリカの

よといわれているが、不老川の桜はいまや珍しい光景

幼虫を好んで食べる等、水質汚濁に強いことも

なのかもしれない。川面を覆うような桜とやわらかい

あり、北海道を含む全国の河川で見られる。

感触の土手、下草の緑から覗く可憐な草花との共存。

不老川では、１９９５年に大森調節池で確認

幸運の重なり合ったようなこの風景を、今しばらく楽

されてから、この下流で見られるようになっ

しもう。

た。

平成 25 年度から始まった「不老川水環境改善」事業は、水
量にかかわる目標を〈水深最低 10 ㎝以上・オイカワ等小型の
魚類の生息〉と定めています。
小さな魚たちにやさしい川とは、どんな川でしょうか。

特集

どんな魚
どんな魚も水が無くては生
くては生きられない

狭山市入曽橋下流

狭山・川越市境夫婦エノキ

瀬と淵 水の変化が
変化が川をつくる

不老川の魚にとって最大の課題は、水
が少ないこと。頻繁におきる瀬切れは
魚の生存を脅かす。
あらたな水源が、どこかにないかな・

日かげが必要
かげが必要 水草も
水草も必要
魚たちは変温動物なので、水温の
変化に影響を受けやすい。
真夏の暑い日差しをさえぎり、
避けるためにも河畔樹や水草が
必要だ。

西武新宿線下流 中流域の数少ない蛇行
今はない風景 2008 年撮影

川はいのちの交差点
はいのちの交差点

流れに乗って、山から海に行く岩、土、植物プ
ランクトン。それらが豊かな海をつくり、そこ
で育まれた魚たちが上る川。
畑や森から水が集まり、鳥や植物が行き来し
て、互いに支えあう川の自然。

雑食性のコイやサギ類、カワウ、カワセミ
など、今の不老川に魚を狙う敵は多い。逃
げ込めるような水際の形状が重要になる。

不老川水源
不老川水源マップ
水源マップ 下流編

水が川岸を削って瀬や淵を作り、魚た
ちに必要な生息環境がつくられる。
深い淵は避難場所や子育てに、流れの
緩やかな瀬は棲みかや産卵場所に使
われる。

今福川合流点 2001 年 11 月

今福川合流点 2015 年 3 月

不老川は昔から瀬切れを起こす川です。しかし瀬切れは水
に棲む生物や景観上も障害になります。
埼玉県は瀬切れの原因を究明すべく、昨年度は狭山市入曽橋
下流から新河岸川合流点までの伏没量を調べ、下流に行くに
従い流量が減少する傾向にあることを確認しました。
また今年度は地下水の観測井戸を 3 か所設置し、地下水位の
変動を調査しました。その結果と河川水位や降雨量、河床高
等の関係も整理して、瀬切れの発生要因について次のように
とりまとめました。
＊瀬切れ範囲・・・下流ほど発生しやすい。
＊発生時期 ・・・地下水位が最も低くなる春季～夏季に
発生しやすい。
＊考えられる要因・地下水位と河川水位が、降雨量に関係
・河床付近に透水性が高い砂礫層が厚く
堆積しているため、河川水の伏没量が多い
瀬切れ対策工

魚のことは魚
のことは魚に聞いてみよう
魚のいる場所、それは魚の居たい
場所。じっくり観察して、魚の棲み
かを護っていこう
広大な畑地と続く屋敷林

狭山市堀兼～
狭山市堀兼～川越市今福

降った雨は、畑や雑木林に浸み込み、地中に貯えられながら、
地下に浸透したり、ゆっくり川へと流れていく。
川の直線化は単調―生き物の生息場が減少 深さや流れに変化がない
川の蛇行化、河畔林の保全―美しい景観や憩いの場にもなる

地下水位の調査（埼玉県）で分かったこと

埼玉県は瀬切れ時に小型魚類の避
難場所となるような低水路を、川越
市域今福川合流点の下流に設置しま
した。（マップ参照）
今年度はモニタリング
と修正を行い、平成 28 年
度中に、あと 2 ヵ所設置
する予定です。
川の変化を見守っていき
ましょう。

古多摩川の河岸段丘のなごり（ハケ＝崖）

瀬切れ対策工

山王塚だより

さて、昨年かけたシジュウカラの巣箱の掃除です。

気忙しい春
アオイスミレやアマナ
は咲いているか、ウグイ
スカグラとアブラチャン
は咲き始めたか？定点を
みて歩きます。
今年の春先は例年になく

アマナ

雨が多く、３月の作業日に

は、それぞれ小ぶりながら順調に花を咲かせていまし
た。コナラに立てかけた椎茸の原木に大きな椎茸も。

いくつ使われたか？途中まで作ろうとした跡や糞が
あり、下見をしたらしい様子はありましたが、子育て
した気配はほとんど無し。辺りを見ると山王小のさく
らの木に大きなカラスの巣があった。
原因はこれか？
カラスの巣から一番遠い巣箱の
上の枝にシジュウカラの姿。
この巣箱は今年使われることを願
って、そっとしておきました。

巣箱の手入れ中

（村手記）

川仲間バンザイ
！
川仲間バンザイ！
バンザイ
まさよし
佐藤 正康さん

埼玉南部漁業協同組合に所属し
ている 29

才、今もっとも旬？な川

仲間です。
ホームグラウンドは同じ新河岸川

流域の黒目川ですが、昨年当会がと

ず公園で行った魚類調査の
助っ人に駆けつけてくれました。
しとら

いい川づくり活動のきっかけは、

，

落 出
くりの先輩たち。その活動に感動し
てのめり込んだとのこと。
魚の知識は流域でも１，２と先輩た
ちの評価。活動の範囲はいまや新河
岸川流域を越え、他流域の河川にま
で広がっています。
川仲間の希望の星 ファイト！！
12 3 年前に 合川で 会った川づ

ベ ト
佐藤

とある川のイ ン で
魚の
をする
さん

説明

流域情報

☆「不老川流域川づくり
不老川流域川づくり

★埼玉“いい川”づくり研修会

市民の会の活動」
市民の会の活動」写真展
～多自然川づくりの技術と推進の方策～
平成７年当会の前身「不老川流域川づくり懇談会」が

2015 年 1 月 29 日 朝霞産業文化センター

発足、以来 20 年の活動を写真で展示しました。

主催 埼玉県河川環境団体連絡協議会

場 狭山市入曽公民館階段室
開催期間 平成２７年４月１日（水）～4 月 30 日（木）
会

川歩きクラブ
川歩きクラブ

★

毎月第１金曜日 9 時半 入曽公民館
狭山市入曽地区を定期的に歩いています

山王塚の
山王塚の森手入れ
森手入れ

NPO 全国水環境交流会

協力 埼玉県・
（社）埼玉県建設業協会
後援 国交省関東地方整備局
午前の部 多自然川づくり、魚類の生息環境等
３講座
昼

黒目川ワークショップ

午後の部 都市河川をアユの棲める川に他
報告 3 件

★

全体討議 埼玉での多自然川づくりの推進

毎月第 3 水曜日 10 時～

中身の充実した研修会でした。

ゴミ拾い、笹刈りなど
問合せ：村手 04-2957-3425

会員募集中

年会費：1000 円

定例会：毎月第１水曜日 ９：30～
問合わせ：丸橋 04-2959-3831

