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特集  浸水対策工事 その後 

大森調節池・狭山市入曽地区

2022年 6月 15日発行 

不老川流域川づくり市民の会 

代表：中田 寛 

℡：04-2957-5738 

HP：NEW 不老川へようこそ 

 furougawa-kawadukuri.jimdofree.com 

 

雑木林が新緑で美しい 5 月～6 月に

鈴のような白い花が下向きに多数咲

きます。薄緑色の果実は秋には熟

し、茶色の種子が残り、そして落下

します。果皮には毒素のエゴサポニ

ンが含まれます。種子はヤマガラの

大好物です。 

 

私共マツザキが川越中福の地で創業して 13５年の月日が経ちま

した。そして今から 12 年前、父母や先祖、またこれまで支えてく

ださった方々やこの地域に対して何か貢献出来ることはないか

と、私たちは考えるようになりました。 

2012 年、自然豊かな川越の里山を保全するためのマツザキ緑化

プロジェクトを発足し活動がスタート、「私達を育んでくれた川

越の地への感謝の気持ちを、育むことで恩返しする」 そして世界

の宝である子供たちのために動き出そうと考えたのです。 

まずは、この恵まれた環境を未来のために残すこと。 

「マツザキの森」では、森林や河川の環境保全だけではなく、子

供たちの情緒豊かな心を育むための「木育活動」に取組んでいま

す。そして、本業である「酒」を通じて貢献できることは何かを考

え、この恵まれた土地で育つボタニカル（原料）を活かしたお酒

づくりができないかと思うようになりました。 

様々なお酒がある中で、川越中福の土地の風景や香りを想い起

していただけるお酒は何かと考え、最終的にたどり着いたのが「ク

ラフトジン」でした。森を活用しその土や環境で原料となるボタ

ニカルを育てます。 

創業以来抱き続けている「共存の精神」の理念の下、酒文化の

良き伝統を守りながら、自社林の保全そして近くを流れる“とし

とらず川”を守り、地域の方々やお客様に寄り添い、心から喜ん

でいただくために「こだわりの商品」と「感動の体験」の提供を通

じて、私達はこれからも地域への役割を果たし続けていきます。

今後はこの森で育つ山野草や不老川の魚たちを、多くの人に紹介

していきます。    ㈱マツザキ代表取締役 松崎敦雄氏投稿   

 

 



自然環境と治水が調和した大森調節池を 

 

大森調節池では約10万㎥の貯水量を15万㎥にするた

めの拡幅工事が行われています。当初、私たちの林も伐

採対象でしたが、協議の上、道路の南側に新たな池を作

ることになり、私たちの林とハンノキ林は残ることにな

りました。2019～2020 年にかけての北池の浚渫工事で

は、官民協働で調査を行い、希少な植物・魚や鳥たちの

生息地として「魚の逃げ場の確保」「自然の岸辺を残す」

などの生態系に配慮した工事が行われました。 

しかし 2021年から草刈りなどの管理費削減のために

ハンノキ林は伐根伐採、管理道路などがダスト舗装され、

連続していた林は孤立しました。 

2022 年 4 月 7 日、飯能県土整備事務所で拡幅工事の

進捗等の説明か行われました。冒頭、十分な合意のな

いなかで、ハンノキ林を伐採抜根したことに対する謝

罪がありました。続いての拡幅工事の現状説明では、

私達が知りたい池の全体計画や環境配慮の観点が明確

でないため、再度、説明会を設けるよう要望し、4 月

22日に行うことになりました。しかしながら 22日の説

明会でも、北池の水位の変動や地下水調査などの環境

影響を判断するための資料が整理されていないことな

どから十分な議論を行うことが出来ませんでした。 

今回の協議等を通じて、以下の点に問題があると感

じました。 

①大森調節池の自然や特性を反映していない工事計画 

河川法の「河川環境の整備と保全」の視点が欠落し

ていることや、県が掲げる SDGｓ政策とも整合していな

いことです。北池には、準絶滅危惧のタコノアシなど

の水際植物やジュズカケハゼなどの稀少な水生生物が

生息する、貴重で多様な生態系があります。法尻の側溝や管理通路を設けることによる池の乾燥化、水際の樹木

を伐採する工事は当該調節池の自然環境や特性を無視した工事と思えます。  

②「官民協働の歴史」の未継承 

豊かな自然環境を保全してゆくためには、官民の協力が不可欠であると思います。大森調節池で 30 年近く積

み上げてきた飯能県土との官民協働の経緯と育み残してきた自然が全くと言っていいほど継承されていなかっ

たことです。 

協議後の現地視察では、池ができる前の土地の状況、自然保護には繋がりが必要なこと、官民で残した自然区

域や貴重な植物などの説明、また大森調節池が治水と自然環境の調和でいかに広く注目されているかを説明し、

将来の可能性についての提案をしました。今後、月に一度程度の協議の場を持つ事を確認しましたが、自然環境

と治水が調和した大森調節池が実現されることを強く望みます。  （皆川 日比） 

 

写真：堤体部のダスト舗装の状況 

＊当図は４月 22日提示の資料を基に作成 



   

残った数本の木 

 

キツネノカミソリ群生地 

 

立ち並ぶ河畔樹 伐採され工事が始まる 

  工事後  早春のエノキとサクラ

伐 採  →  工 事 後      

新入曽橋下流 

新しい「としとらず公園」 

川に降りられる親水広場 

浸水対策特別緊急治水工事 その後  狭山市入曽地区 

不老川の床上浸水対策特別緊急事業も残りあと 1 年余に

なりました。実施期間：平成 29年度～令和 4年度の 6年間 

入曽地区の工事は大体の様子が見えてきました。安心安

全を求める浸水対策とはいえ、工事のために多くの河畔樹

が切られ、新しい不老川は全く別の河川のようです。楽し

みだった春の花筏はもう見られないのでしょうか。 

 

 

     

新入曽橋上流のエノキ、ミズキ、クリ、イチョウなど全

ての河畔樹が伐採されました。ここは、クコやキツネノカ

ミソリ、ニリンソウ、ノカンゾウなどが生育する自然豊か

な場所でした。工事前の 3月 17日にキツネノカミソリの掘

り起こしを行い、移植できるまで会員の庭で保護すること

になりました。                                           

                            

 

 

キツネノカミソリ看板の撤去と球根の掘り起こし 

 

 

西武新宿線橋梁下流右岸一帯には入曽地区では唯一

の河畔林があり、県の準絶滅危惧のキツネノカミソリの

群生地でもありました。立ち並ぶ太い幹のケヤキやコナ

ラ、クヌギの足元に、早春にはニリンソウ、8月初めに

はキツネノカミソリが咲き乱れていました。拡幅工事に

より、十数本が伐採され、地面は一時鉄板で覆われまし

た。西端には何本かの木が残されましたので、僅かな生

息地での植物の回復力に望みをつないでいます。  

入曽の河畔林（三角林）のキツネノカミソリ 

 

草木の緑の中、カワセミとの出会いを楽しみに多くの人達が行き交っ

ていました。工事後は、川幅が広がり、深くなり、法面はコンクリート

で覆われました。水際に降りる階段は広くなり、傾斜も緩やかになりまし

た。しかし、東屋に集うお年寄り達は「手すりがなくて怖い」と言ってい

ます。右岸には坂路が、また、カワセミ用の護岸（巣穴）が造られました。

再びカワセミが来るのはいつでしょうか。          

 

新しい「としとらず公園」  

 

 山王小学校裏の下流側に親水広場が完成しました。入曽地区で 2 か所目

の水際に降りられる場所です。地域の人々が川に親しみ、また、環境学習の

場として活用できればいいですね。皆さんが気軽に立ち寄れるように、山王

小学校前の道路からのアクセス道がほしいです。  

 

夢が広がる親水広場の完成  
 

  



 

後記 

  "汚い川 日本一" を経て 38 年、水質汚染から都市河川

のあり方へ環境を意識する年代も主題も変わる中、不老川

は今ももがいています。 

当号で採り上げている緑は川の魚、周辺の昆虫、近隣の

多様性が私たちの生き方を左右します。水質は生物の根源

です。多くの人が "改善一筋" に携りましたが、都市河川

環境は個人の夢や損得もあり、一筋ではありません。それ

が生活の多様性でも在ります。 

本紙が不定期刊行になってからも環境問題は難しさを

増し、記事も専門的になり勝ちで多岐にわたりますが、今

の不老川を伝えます。    代表 中田 寛 

 

としとらず公園 

不老川流域川づくり市民の会  令和 3年度 活動報告 

コロナ禍による停滞した社会情勢は市民活動にも影響を及ぼしています。 

その中でマツザキの森との新たなつながりが出来たことは、大きな成果でした。 

 
主な取り組み 

魚類調査 7月 23日、9月 25日の 2回 各 3か所実施 

 不老川きらりボードの移設と不老川紹介パネルの作製 

 マツザキの森の植物調査、木の名札付け 

 キツネノカミソリ看板の撤収とキツネノカミソリの移植  

 行政との連携  

入曽地区河川改修、大森調節池拡張工事、石橋上流改修工事 

土手の草刈りの打ち合わせ 等 

 新河岸川水系水環境連絡会 身近な川の一斉調査 6月 6日 

新河岸川流域川づくり連絡会 川でつながる発表会１月 29日 

「マメガキ」が復活！ 
 

 

不老川ってどんな川？ 

 

柿渋で防虫・防腐・防水
と、昔は大切な役割を
持っていたマメガキ。 
新しくなった石橋のた
もとに移植し、3年たっ
て芽吹きました。 

不老川紹介ポスター
を作成しました。 
マツザキの森前の
「きらりボード」と、
としとらず公園に貼
ってありす。 
 

狭山市山王小学校の隣に「山王塚市民緑地」が

あります。ゴミ拾いや笹刈りなど森の手入れを

しています。観察会や樹木調査も行います。ぜ

ひご参加ください。 

 

マツザキの森前 

第13回  2021/9/25魚類調査で捕れた魚 

ギンブナ 

クチボソ 

オイカワ 

ドジョウ 

カワリヌマエビ 

グッピー 

ヤゴ 

アメリカザリガニ 

アメンボウ 

稚魚多数 

オイカワ        

クチボソ 

カワリヌマエビ 

アメリカザリガニ 

ヤゴ 

アメンボウ 

     会員募集中 
年会費：1,500 円  定例会：毎月第１水曜日 10:00～12:00 

連絡先：丸橋  ☎ 04-2959-3831 

活動日：毎月 第１土曜日と第 3水曜日 10:00～ 

問い合わせ：山王塚の森を守る会 

 村手 ☎ 04-2957-3425 

 

 

進む治水工事 入間市内 

 

入間市内では、ボトルネック個所である富士見橋、
藤沢橋、不老橋、西武池袋線橋梁の 4橋の架け換え
を現在進めています。 
大森調節池の拡張整備も進み、洪水時に貯留でき
る水量を増やします。  埼玉県飯能県土整備事務所 

★流域情報  

「山王塚の森」の手入れ 

今年度は 7月 23日に行います。 

 

 

魚類調査  
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