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右手七曲の井から
不老川を望む
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来て！見て！不老川

ＸⅡ入曽の不老川

不老川の魚を調べよう
第16回大森の池まつり
秋のイベントあんない

1988 年、入曽橋から見る不老川には 野菜を
洗っていたか 川に降りる階段が諸処に残っていた。
初老に聞くと、子供の頃 川に降りて遊んだが、 登
り口を探すのが大変だったそうだ。
五十年前の話か、古老の話では瀬切れを起して
いる時季たまの雨で流れが出来ても直ぐ干上がる
が、残った水溜りの魚を捕ったそうだ。 当時は
道路補修に不老川の砂利が掘られ川底に大きな穴
は沢山有った。
水涸れの季節は聞忘れたが、八十年も前のことか。
1983 年ピークの水質汚染時代 、人は川を離れた。
今清流は蘇り人も戻ってきたが、 川も人も変っ
た。 川は深くなって人を降ろさない、 人も川に降
りない。
それでも入曽の岸は、 木々や草花が芽吹き花を
咲かせ葉を散らす。 せせらぎは優しくも時に激しく、
忘れけた自然がよみがえる。
「公益財団法人サイサン環境保全基金

助成事業」

ジュズカケハゼ

ハゼ科ウキゴリ属の一種。一生を淡水で
過ごす。
埼玉県内では 1985 年に初めて見つかる。
それ以前は、ヨシノボリなどと誤同定され
ていたと考えられている。
遡上力が強く、生息環境が合えば繁殖し
やすい。近年、不老川上流域で多く見られ
るようになった。
成魚で 5～6cm。
産卵期は春で、体側に黄色い数珠玉をか
けたような婚姻色、背びれに黒斑が現れる。

7 月 25 日 9:30～
9:30～11:00
不老川としとらず公園
参加人数
２８人
２８人

１．多発する水害と危険性の増加
不老川の流域は、高度成長期以降に急速な市街地が
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進み多くの畑・山林が消滅しました。その結果、流域
の保水力が著しく低下し、集中豪雨時に水が一気に不
老川に流入するようになり、平成 10 年、11 年には大き
な浸水被害が発生しています。このように市街化の進
ヤッター！投網初体験

行により水害の危険性が高くなっています。一方、地
球温暖化が進む中、今までに経験したことのない豪雨
が発生するようになっています。不老川も水害の危険
性が今まで以上に高まっています。
【土地利用の変化：緑の減少】

２．不老川の治水対策
埼玉県では、平成 10 年、11 年の水害を受け「床上浸
水緊急対策事業」として河道の拡幅工事を進め、川越市
区間は整備が完了、現在は狭山市区間の一部で工事を進
めています。 河道拡幅工事は、川幅を広げる工事で川
の両側の土地が必要になります。このため、用地取得が
出来ない箇所があるとその部分のみが狭くなり、かえっ
て洪水を誘発する危険が生じます。このため、連続的に
川幅広げる必要があります。

【北入曽の洪水状況：平成 11 年】

３．課題
不老川流域の中でも入曽地区
は住宅が密集し、平成 11 年には
想定拡幅
想定拡幅河道位置
拡幅河道位置

浸水により大きな被害が出てい
ます。また、不老川の間近には

台風 11 号の影響を避け、
一週間
延期して開催しました。当日は水
もきれいで、安心できる深さです。
子ども達は講師の先生からタモ網
の使い方を教わり、魚を集めてき
ては水槽の中に入れていきます。
ズボンがびしょびしょになって
も、夢中で気にならないようです。
今回は婚姻色をしたオイカワが
沢山取れました。

「オイカワがこんなにいると
いうことは、ここがオイカワの
生息できる豊かな川環境だと
いうこと」と、講師のうれしい
評価です。
獲った魚は子供たちが川に返
して終了
しました。

想定拡幅
想定拡幅河川用地
拡幅河川用地

七曲井などの史跡もあり、単純

鳥になろう 魚になろう

七曲井

に河道拡幅を行うと、大きな影

第

回 大森の池まつり

響が出ることが予測されます。
このように住宅が密集する中
8 月 9 日：入間市宮寺
日：入間市宮寺 大森調節池
を流れる入曽の不老川を拡幅す
参加人数

約４００人

ることは、多大な困難と痛みを
主催： 大森の池まつり実行委員会
伴うことが想定されますが、避
けては通れない道だと思います。
【入曽橋付近の河道拡幅想定範囲】
まずはこの事実を市民が共有し、
治水とまちづくりを真剣考えて行く時期が来ているのだと思います。
開会式風景

今後の不老川の治水を考える上で、浸透升の普及、透水舗装の普及や緑の再生に
よる流域の保水力の向上など、河道整備と流域対策の両輪を今まで以上に推進して
いくことが求められています。

台風１１号による被害
7 月 16 日四国に上陸した台風 11 号により関西地方のみならず関東
地方も大雨となり、狭山市近辺では断続的に 1 時間当たり 30mm の
激しい雨が降り、飯能観測所では７月としての日降水量として１番と
なる 200mm が観測されました。
この豪雨で、不老荘の近辺で道路と畑が冠水し護岸が流されるな
ど、市域で河川被害３箇所、床下浸水１棟などの被害が発生しました。
今後、地球温暖化の影
地球温暖化の影響で台風の大型化が予測され、
地球温暖化の影響で台風の大型化が予測され、豪雨のリスク
が高まるなか
が高まるなか、
なか 住宅密集地を流れる不老川流域では大きな被害が発生
することが懸念されます。
現在、不老川の河道改修が進んでいますが、よりスピード感をもっ
て実施して行く必要があります。

【護岸の流出状況：不老荘前】

突き抜けるような青空のも
と、おおぜいの子ども達と昔の
子ども達が調節池に集まりま
した。
めざすはカヌー？ 魚取り？
リピーターが多いのか、子ども
達はさっと池に向かいます。
道路側には暑い日差しを避

池の水深

40～50cm です

まつりとして定着したのですね。
魚とり行った不老川には、以前
にはいなかったジュズカケハゼ

けて、冷たい飲み物や焼きそば

がいっぱいいました。

の屋台などのテントが並んで

ひと網で５０匹も取れるようで

います。日差しを遮る休憩テン

した。おそらく調節池周辺を生息

トも十分あります。

地にしているのでしょう。

ちらほらと近所のおばあさん

水環境が格段に良くなってきた

たちの顔をみかけました。地域

と、しみじみ実感しました。

–

H27.07.16

【入曽調節池の越水状況】
H27.07.16

引っ越しが お好き？
今年は例年になく日差しが強く、29 日続いた猛
暑日に、水枯れを心配しました。しかし、キツネ
ノカミソリは、数は少ないのですがいつもより咲
く場所が広がりました。コバギボウシの群れ咲く
場所は、今年は森の真ん中あたり。一昨年は西側
の看板のそば。その３年前まではツルウメモドキ
の近く、と、年によって場所が変わってきました。
一昨年の群生地には影も形もないのです。それが、
思わぬ所に群れ咲きました。もう少し観察を続け
てみます。
今年は全体に花たちが咲き急いでいるように思
えます。木々の色づきも早く始まりました。

サワフタギは８月３１には瑠璃色に色づき始め
ました。例年こんなに早かったのでしょうか。
これからは頻繁に森を訪ねないと見逃すものが
増えるでしょう。
森は冬を迎える
まで、精一杯輝きま
す。どうぞ見に来て
ください。
（9 月 8 日村手記）

サワフタギ

川仲間バンザイ〔永井 九二さん〕
入会 8 年になる永井さんは、当会随一の入曽地区不老川の観察者です。
ほぼ毎日、西武新宿線鉄橋から上流の不老橋まで歩きます。気が向けば、
下流は権現橋あたりまで足をのばします。
定例の川歩きが雨で流れても、入曽地区の様子は永井さんの観察記録
でわかります。植物はもちろん魚や水鳥、昆虫、流れの様子を面白い視点
でカメラに納めてくれます。風の音、川の様子に自分の生き方を重ねたり、
知恵をもらったりするそうです。

流域情報
１２月１３日（日）
１０：３０～１６：００
会場：入曽公民館
流域内の子どもから大人まで、川や水、環境に関する
様々な活動の成果を発表します。また、意見を交換する
ことで、世代を超えた交流が生まれるきっかけを作ること
を目的に開催されます。
今年は、現地見学に不老川が選ばれました。入曽用水、
七曲井、調節池など知らない面が見られますよ！
また、午後には御狩場小学校生徒の発表があります。
みんなでこども達の活動にエール送ろう!!

★秋の川歩き 「宮寺近辺を歩く」
日時：１１月２２日（日）
集合：入曽公民館庭 ９：３０
今年の池まつりでは様々な種類の魚が捕れ
ました。魚に住みやすい川になったのでしょ
うか。大森調節池近辺の川を、みんなで見に
いきましょう。 問合せ：丸橋 04-2959-3831
★さやま環境ウオーク 2015
晩秋の自然を歩いて
入曽路の魅力を体感しよう！
日時：11 月 7 日(土)
小雨決行
集合：旧入間小学跡地（受付 9:00 より）
持ち物：弁当、飲み物、雨具など
申込先：(株)ユース Fax04-2953-6904
問合せ：NPO 法人さやま環境市民ネットワーク

近藤： 04-2958-9932
★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。

会員募集中

★山王塚の森手入れ 毎月第 3 水曜日 10 時～
ゴミ拾い、笹刈りなど
問合わせ：村手 04-2957-3425
定例会：毎月第１水曜日 9：30～

年会費：1000 円

問合わせ：丸橋 04-2959-3831

