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記 菊池   均 

 （写真・高橋 光夫） 

 

本会メンバーも中心的に参

画する呑川ネット（呑川流

域ネットワーク連絡協議会）では、呑川沿岸に住まわれる方達の呑川の環境についての感想やご意

見を調査するため、訪問・ヒヤリングによるアンケー調査を６月末より開始しました。 

今回の実施地域は、特に上流部からの越流水（多めの降雨時に下水管より溢れ出した未処理下水

を含む雨水）の悪影響が強いと思われる上堰橋よりＪＲ鉄橋間の沿岸地域として、主に個別住居を

中心に１軒毎に２～３名のメンバー（×５班）で訪問しながら、ご意見を伺う形をとっています。 

 調査の内容は古くからの大きな課題である悪臭や汚染に関することや、呑川の生き物について等、

主に現在の川の環境についての感想やご意見の聞き取りとなっています。 

 実施の目的は一番大事な沿岸住民の皆様のご意見を直

接お会いして聞くことで、今後のこの地区の河川環境に

対する私達の認識を見直し、深め、そしてその結果とし

て大田区との意見交換会等、具体的な環境改善へ向けた

活動に役立てることが出来れば、との思いです。 当面

２００件を目標に８月末までの予定ですが、結果によっ

ては範囲を広げ、実施の可能性もあります。                    

 当初、作業の検討に際しては住民の方たちの協力がど

の程度得られるものか、内部では不安視する意見が多か

ったのですが、いざ実施して見ると予想を上回り過半以

上の方達の心強いご協力が得られました。 特に「頑張

ってください！」等、大きな激励を送って下さる方もい

て、現在では「やって良かったねー！」との感想を抱きつつ暑い折ですが、皆で頑張っているとこ

ろです。 

の み が わ 

 呑川沿岸にお住まいの方の 
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 今後の訪問先の皆様、ぜひ熱いご意見を！願っております。  

そして協力いただいた皆様、ありがとうございました。  

結果がまとまりましたら、報告いたします。 

 

 

記 高橋 光夫 

    

 

 

去る 5/28開催の「大田区との意見交換会」で、懸案の「悪臭対策」の新方針が発表された。 

 

（体制） 休止していた「呑川水質浄化対策研究会」が再スタート。 

「旧河川法」では自治体ごとの対処だったが、「新河川法」では「流域」で対処することを求めており、

都・大田区・目黒区・世田谷区と連携した研究会で推進する。 

 

(貯留施設) 「合流改善」（流域で 10万㎥必要）に向けて、流域 3 ヶ所の候補地 

雨の降り始めは、家の屋根や道路などの汚れが洗い流され、下水管に流れる汚水は汚れを増し、

大雨で下水管に収納しきれなくなった汚水は、「呑川」の護岸にある「下水吐出孔」から流れ込む。 

この時、右図のように護岸の「下水吐出孔」に行

く前に「貯留施設」へのバイパスで汚水を送り込

み、晴天時に排出する。 

 

(高速ろ過) 「貯留施設」を越える効果も 

広い敷地と高額な建設費が掛かる「貯留施設」

に比べ、新技術をマンホールに設置する方法で、

大田区内 5 ヶ所を候補地に検討。 

 

（高濃度酸素水） 3倍強化実証実験へ 

前回の実験に基づき、300 ㎥の大型設備を、平

成 29年度までに設置、実証実験開始。 

 

(スカム発生抑制装置) 新型装置実験開始 

従来「屋形船」と呼ばれたオゾンを入れるジェット

水流装置は、「大平橋付近」で 2.5倍に機能強化さ

れ、すでに実験開始された。 

 

これらは、「合流改善」が進むまでの「暫定対策」

新展開を迎えた西蒲田・悪臭対策    

―動き出した「呑川水質浄化対策研究会― 
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だったり、「暫定対策」が進むまでの当面の対応（バキュームによるスカム排除など）が組合わされ

て実行されます。 

また、下流側の「防潮堤・耐震補強工事」の完了を待って、「河床整正」も検討されている。 

今回の「西蒲田地域・悪臭対策」は、対策実施のスケジュールも発表されており、大いに期待した

い。（今回の会報「のみがわ」誌には、付録として水質浄化対策研究会の報告資料も付けました） 

 

 

記 福井  甫 

 今年も区内の小学校で呑川学習が行われ、協力してきました 

 

 5月 30日 おなづか小学校 呑川ウォーク ４年生２クラス 

 ６月 13日 大森第四小学校 呑川スライド説明 5年生 3 クラス 

 6月 23日 久原小学校 呑川スライド説明 4年生 4 クラス 

 6月 23日 雪谷小学校 街たんけんウォーク 3年生 1 クラス 

 6月 24日 雪谷小学校 街たんけんウォーク 3年生 2 クラス 

 6月 26日 久原小学校 呑川ウォーク    4年生 4 クラス 

 7月 1日 大森第四小学校 呑川に対する質問会 5年生 3 クラス 

 7月 24日 雪谷小学校夏休みワクワク・スクール 4年生以上 

 

その中で、気づいたことをいくつか。 

 

初めての呑川教育への協力   大森第四小学校 

 大森第四小学校は呑川の左岸最下流が校区で、従来から呑川学習はしていたのですが、学校

内だけで教えていたものを今年はウォーキングは先生方が実施し、呑川に関する知識の部分は呑

川の会に依頼がありました。そこでまずスライド説明しあと質問に答える形ですすめたのですが

（6/13）、子どもたちからもっと呑川について知りたいということで、子どもたちの質問に答える２校時

の場が設けられました（7/1）。 

 追加の質疑応答の場が設けられるほど、子どもたちが呑川に関心を持っているということはうれし

い限りです。私の印象では、昔と比べてどうなっているかという質問が多かったように思いました。 

 

多人数児童への案内   久原小学校 

 今年の久原小の 4年生は 4 クラス 136名の大所帯。去年も 4 クラスではあったのですが、児童数

はもう少し少なかったように思います。去年は各クラスを 2 分割し、全部で 8 グループにしたのです

が、今年も 8 グループにすると 1 グループ 17 名。これではウォーキング中、子どもに話しが徹底で

きないと思い、12 グループ、1 グループ 11 名強にしようとしました。ただ 12 グループにするには案

内者が12名必要で、これが最大の問題になりました。結果は呑川の会以外に六郷用水の会、呑川

ネットの会員等の協力を得て、なんとかクリアでき、ほっとしました。 

今年の 呑川学習 
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 呑川を学習する学校・児童が増えるのは望ましいことですが、それに対して私たちの案内体制も

質・量ともにさらに充実させる必要があるでしょう。 

  

水神公園の湧水に触れる   おなづか小学校 

 例年どおり、まず御嶽山駅から東調布公園まで行くのですが、今年 4 月に途中に水神公園が設

けられたので、今年はそこを経由することになりました。人工の湧水池が設けられ、そこに湧水が流

出しているのですが、ともかくも冷たいきれいな水を手に触れることができ、よかったでしょう。元々

は呑川の水もこのような湧水によっていたことを実感し、西蒲田の呑川の水とのつながり方が具体

的にわかればと思います。 

 

雪谷小学校ワクワク・スクール「呑川を探検しよう！」に 5名参加 

 雪谷小学校ではことしも 3 年生に街たんけんウォークが行わ

れ、それにも参加協力したのですが、それとは別に一昨年の

冬からワクワク・スクールに参加してます。今年で 3回目になる

のですが、今年、参加してくれた 5名のうち 6年生の 2名は 3

回連続の参加であり、今年は 5年生の女子が女子としてワクワ

ク・スクールに初参加、また 5年生の男子は呑川の河口まで行

ったことがあり、呑川に対する強い関心が感じられました。 

 久原小学校にも夏休みのワクワク・スクールの参加を希望し

たのですが、今年は校舎工事のためワクワク・スクールに使用

できる教室が少なく、新規募集はできないとのことなので、来

年を待ちたいと思います。 

久原小スクール・サポートから「子ども・呑川の会」をつくっては

というご意見がありましたが、子どもたちの呑川への関心を    

繋ぎ留め、深化させる工夫をしたいものです。         

写真 雪小ワクワク・スクール 

 

                                                                             

 

記  工藤 英明 

 

 

 この度、洗足池図書館のご好意で、同図書館主催呑川講座を開催する運びになりました。 

 実施日：2014年 9月 13日（土）から 2015年 1月 17日まで全 5回。土曜日の午後 2時～4時。 

 この間、上流部（洗足流れ）と下流のウオークを実施予定です。 

 詳しくは、同封のチラシ（郷土の川・呑川を知ろう）をご覧ください。 

 

洗足池図書館主催「呑 川 講 座」 

のお知らせ 
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記  白石 琇朗 

地図 寄立実江子 

 

昭和 40 年頃まで現在の東急多摩川線に沿って、昔の女塚村と御園村の逆川耕地を流れ

るので逆川堀とも呼称されていて、ＪＲと大田区役所の下を流れ、区役所玄関の場所からア

ロマスクエアを通り、呑川に流れる「逆川」と呼ぶ堀がありました。 

逆川は 400 年前に張り巡らされた六郷用水の支流です。アロマスクエアは大正 9 年～

昭和 9 年まで松竹蒲田撮影所(その後高砂香料工場)で、正門には逆川に架かる松竹橋①があ

りました。呑川までの流れの跡が電柱を地中に入った洒落た道②が今春でき、バス通りにあ

った「蒲田橋」③の親柱が呑川に流れ込む場所に移され、説明板が設置されました。 

菖蒲橋を渡って、柳橋から稗田神社の方に向かうと、一つ手前の左に行く道にガードレ

ールがあるのが流れ跡です。元菖蒲園があった蒲田小学校の脇④を通り、ガードレールの切

れた所から右折して、蒲田中学前（プールの場所に池があった）を過ぎ、ＪＲの下を馬引橋

で呑川に辿り着く（菖蒲園に関係した流れか）。 

馬引橋を渡ると女塚川の流れ跡（歩道）を左折して工学院のキャンパスから呑川に注ぎ

込む。この流れは相生小学校の脇を流れ、徳持からの六郷用水とも工学院手前で合流する。

辿ると蓮沼駅に出る。 

 

 

 

写真①松竹橋 

 

 

 

 

 

 

 

写真②逆川通り 

 

 

 

 

 

呑川に合流する「流れ」考 11 

 

～逆川・女塚川（六郷用水）の流れ～ 
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写真③蒲田橋親柱 

 

 

 

 

 

 

 

写真④蒲小脇の流れ跡 
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記  可児 昭雄 

 

 

7 月の梅雨空の晴れ間に呑川沿岸上流を気晴らしに歩くと、突然沿岸にただ 

一本、桜の木に寄り添って周りを明るくしている樹木が「象潟や雨に西施がねぶの花」と「奥

の細道」で「芭蕉」が詠んだ「合歓(ねむ)の木」が咲いている。 

 この樹木は山野・川岸に咲き、葉は長さ 30 ㎝位になり、７～12 枚の小葉が向き合って付

いていて、それらが夜になると閉じるため、この名が付いた。夕方から夜になると、紅色の

花が鮮やかに咲く。 

 また「万葉集」で詠われ、「蕪村」「一茶」等の俳人にも詠まれている。この様に一本の樹

木でも沿岸を散策した時、単調なリズムが癒されるのではないか。 

  

＊合歓（ねむ）の木 

                         ・マメ科 

                         ・樹皮 

                          打ち身の痛み止め                    

                          咳止め 

＊参考文献 

                       「季寄せ」－ 草木花                

                       「夏・上」  

朝日新聞社編 

 

 

写真：南雪谷一丁目・宮前橋～山下橋 右岸 

 

呑川の会新会員のコラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 

 

第 22回 合歓（ねむ）の木 
 

茅原良一さんの自己紹介 

平成２４年４月から西蒲田１丁目に住んでいます。蒲田には昭和３３年（小１ 北蒲小）か

ら昭和４０年（中２ 蒲田中）まで住んでいましたが，呑川周辺でよく遊んだ記憶があり，懐

かしく思い出します。久しぶりに蒲田に帰ってきましたが，呑川も街全体も随分きれいになっ

たように感じます。先日，池上付近の呑川でカワセミを見つけて感激しました。呑川の生き物

や水質のことなどをもっと知りたいと思っていますので，よろしくお願いします。 

（2014 年 3 月 20 日入会） 
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記  菱沼 公平 

 

 

2014年 5月 28日（水）10時 30分より、大田区役所 9階 901会議室で開催した。出席者は、大田区

側、元木環境保全課長以下 3名、杉村都市基盤整備部参事、明立都市基盤管理課長以下 5名、大森、

調布、蒲田、糀谷・羽田まちなみ維持課から 6名、以上 17名。呑川ネットからは、宮田代表、北澤

区議、奈須前区議を含め 15名。 

 司会は、藤澤都市基盤管理課計画調整担当係長で進められた。 

 冒頭、藤澤係長より、昨年 5月ボラ等の魚の大量死が起き、これではいけないという事で、東京

都、目黒区、世田谷区に呼びかけ「呑川水質浄化対策研究会」を作り、検討してきた。川について

は河川部、二建で検討しているし、下水道局は越流水対策、世田谷区では合流対策を進めていると

の報告があった。 

１． あいさつ 

  大田区側は、元木環境保全課長、呑川ネットは宮田代表があいさつを行った。 

２． 自己紹介 

  出席者全員がそれぞれ自己紹介を行った。 

３． 呑川ネットからの報告 

  要請書にも活動内容を記載してあり、時間も短いため報告を省略した。 

４． 大田区からの報告と、要望等に対する説明 

１） 呑川水質浄化対策研究会の報告 

① 貯留施設について 

呑川の合流改善のためには、降雨初期の特に汚れた越流水を貯留が効果的です。流域全体

で約 10万㎥の貯留施設が必要です。そのため広い用地も必要であり、流域に当たる世田

谷区、目黒区の常用も踏まえ、設置個所・規模や導水管のルートなどを十分に調査、検討

し、計画を立案する予定です。という事で今の時点ではいつ出来るかは分からない。 

② 高速ろ過マンホールシステムについて 

貯留施設はすぐには出来ないので、降雨初期の特に汚れた下水を、新しい技術である「高

速ろ過マンホール」（ろ材により汚濁物質を除去するコンパクトな施設）を設置する方法

があります。下水道局は設置個所の調査、検討を進めている。区や地元住民の理解と協力

を得たうえで、早期に着手していく予定です。 

したがって時期は明確にできないが、貯留施設よりは早くできると思う。 

③ ジェットストリーマー、高濃度酸素水について 

上記合流改善が実現するまでは、高濃度酸素水による浄化施設やジェットストリーマー等

により水質改善を図っていく必要があると考えています。 

高濃度酸素水（300ℓ、3基に増強）による浄化施設は、稼働までに数年を要しますので、

中期的対策と考えています。その間短期的な対策として、現在 2基あるジェットストリー

マーのうち、老朽化の著しい１基を機能を向上させた装置と交換します。７月頃から稼働

大田区との意見交換会の報告 
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する予定です。 

④ 定量的に把握した総合的な合流改善計画について 

下水道局は合流改善として、下水道管の整備、貯留施設などで呑川に放流される汚濁負荷

量を、分流式下水道と同等程度まで削減することを将来の目標としています。水質浄化対

策は、短期的な対策から長期的な対策までさまざまな対策に取り組んでいく必要がありま

す。個別の対策による改善効果の予測や検証は行いましたが、総合的な水質浄化対策によ

る改善効果予測や検証を定量的に把握すること難しく、今後研究していく必要があると考

えています。 

⑤ 小池の水を洗足流れに導入する計画について 

昨年度の調査により、水質や流下能力等の観点からは、流入が可能であることを確認しま

した。一方、昨年 7月に上池台地区に浸水被害が発生した。下水道局は浸水対策として、

下水道の 75㎜対応を検討しており、これらの対策と併せて検討している。 

⑥ 中原幹線を利用した越流水の多摩川への放流について 

中原幹線は、本来多摩川水系ではない呑川の豪雨時の洪水を、緊急的に多摩川に放流する

施設です。降雨初期の下水を日常的に多摩川に流入させることは極めて困難です。 

２） 呑川に設置する監視カメラの活用について 

区では、水防体制を強化するため、上流からの雨水流入状況や下水との合流状況等、主要

箇所に監視カメラを設置して水量等を常に確認できる監視体制の整備を図ります。 

治水目的で設置する監視カメラを、呑川の環境を把握するために活用することについては、

今後、関係部署と十分調整し、検討していきます。 

３） 悪臭の測定体制について 

平成 25年度から、原則として平日の毎日、職員ができるだけ統一的な評価で、現場監視

を行い、臭気の発生を確認しています。 

また、定点による継続調査として、腐食性ガス測定キットによる硫化水素の測定と、毎月

1回、河川水の臭気指数と特定悪臭物質の調査を行っています。 

越流水の悪臭については、人間の嗅覚の感度が高いことから現行の監視体制を継続してい

く考えでおります。 

４） スカムの処理について 

今年度は、スカムの発生状況を把握し、スカムが発生した場合に緊急対応としてバキュー

ムによる吸い取り作業を実施します。1~3回ぐらいを考えています。 

５） 学識経験者やＮＰＯ法人等からの意見聴取の場について 

区では、これまで東京工業大学の協力を得ながら、水質浄化対策に取り組んでまいりまし

た。また、呑川流域ネットワーク連絡協議会とは、意見交換会等を通じて、多くのご意見

や助言をいただきました。呑川水質浄化対策研究会においても、これまでのご意見等を踏

まえて、検討を行っております。呑川ネットの皆様方からは、引き続き、ご意見等をいた

だきながら、総合的な水質浄化対策の取組を進めてまいります。 

６） 河床整正計画について 

計画河床まで掘削すると古い橋の場合、橋梁に影響があることが分かりました。したがっ
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て、今年度、河床の測定を行い、河床の凸凹を無くし、汚濁物質が流れやすくなるような

暫定的な河床整正計画を検討します。掘削の際、土砂は回収することはできるが、汚濁物

質は回収できない。 

北区は石神井川で王子駅周辺で河床整正を行っている。 

７） 橋の掛替え予定について 

現在、国道・鉄道等重要な所を中心に進めている。5年に 1度点検することになる。東日

本大震災以降、いろいろな見直しがあるのでいろいろと検討している。 

呑川の上・中流部における橋梁の掛替え予定については、情報提供します。 

８） ユスリカ対策捕虫機増設後の効果について 

平成 24年度にソーラー式電源で 2基設置し、稼働時間は日照時間によって異なりますが、

およそ 4時間です。 

平成 25年度は電力として不安定なソーラー式電源から商用電源に切替えて、3基設定し、

稼働時間は朝・夕ともに 5時間程度となっています。この 3基の増設によってユスリカ補

虫範囲を拡大させるとともに、延べ稼働時間も大幅に拡大されました。 

平成 24年度にユスリカ捕虫器を設置してからの補虫状況を個所ごとに写真撮影し記録し

ています。しかし、ユスリカの個体が微小なため、その量を具体的に表す適当な方法が見

当たらないため、容積で測定・記録する方法等を考えています。 

９） 区長との呑川ウォーキングについて 

東京都や流域自治体と連携した総合的な水質浄化対策の取組み、呑川流域ネットワーク連

絡協議会の活動・ご意見などは、区長に報告しており、呑川の状況や水質浄化対策の必要

性を十分に理解してもらっています。 

呑川の水質浄化に係る部署としましては、今後も引き続き、区長に代わって、皆様のご意

見などを伺い、呑川の水質浄化に取組んでまいります。 

５． 意見交換 

   ネット：スカム対策で、土曜日に発生した場合休日でも対応できるのか。 

    区側：今日の明日では無理。いろいろな対策があるので、一週間は必要。 

    ネット：このひどい状況を一週間は待てない。 

区側：しかし現実的に一週間は必要。そこである程度予測して、作業を行うことを考えて

いる。工学院前にオイルフェンスを張りそこで行うことを考えている。 

   ネット：関係官庁、業者とは事前に緊急対応のできる体制をとり、要望に応えてもらいたい。 

   区側：努力するが一定の日時は必要である。 

   ネット：スカム発生の連絡はどこにすればよいのか。 

   区側：まちなみ維持課か環境保全課に連絡してほしい。 

   ネット：休日の連絡先はどこで対応できるのか。 

   区側：現在は、緊急事態以外は無理である。 

   ネット：スカムのバキュームは水も多く吸うので、下水道にじかに流すことは出来な  

いのか。 

   区側：事故につながる可能性もあるので無理である。 
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   ネット：とにかく一週間は待てない。縮めてほしい。 

   区側：検討する。 

   ネット：監視カメラの活用についてどのように考えるのか。 

   区側：治水目的であるので、どこまで活用できるのかを調整する。 

   ネット：越流水、色の変化などの監視が出来ないならば、環境保全課独自の監視カメラを設

置してほしい。監視カメラの情報は誰が管理するのか。 

   区側：検討中である。 

   区側：調整、検討する。独自のカメラは考えていない。 

   ネット：貯留施設をどこに作るのか。 

   区側：検討中である。 

   ネット：吐け口ごとに、道路の下に作れば、そんなに大きな場所を探さなくても良いのでは。 

   区側：道路の下にはいろいろな埋蔵物があり難しい。 

   ネット：貯留施設が早くできれば、短期の対策が必要なくなると思うので、早期実現に努力

してほしい。 

   区側：その通りなので、要望として受け止める。 

   ネット：橋の下は自然河床にしてほしい。橋梁の架け替えについては設計段階に説明して 

ほしい。 

   区側：検討する。 

   ネット：ヘドロとして溜まった有機物の分解は、「嫌気性バクテリア」が担っている。その分

解能力は「好気性バクテリア」より大きく、自然界ではその環境に合った最適なバ

クテリアが働いている。ところが高濃度酸素水を入れて、「嫌気性バクテリア」の働

きを抑えると、硫化水素の発生は少なくなっても、有機物の分解は進まず、そこに

留まる心配がある。結局は有機物が分解されず、前より多く留まり期待したように

硫化水素の発生が少なくならない、という結果になりはしないか？ 

       区側から明確な答えは無かったと思う。 

   ネット：呑川水質浄化対策研究会のメンバーの中で、大田区が中心になって進めてほしい。 

   区側：実務レベルでは中心となっている。年 5回ぐらい行った。作業部会をも活用している。

城南三河川での研究会も行っている。 

   ネット：呑川の匂いの責任はどこにあるのか、私は大田区にあると思う。杉並区の善福寺川

では多額の資金を投入して貯留施設を作った。これは東京都に対するアッピール度

が違うのではないか。 

以上 

 


