
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   高橋 光夫  

 

 

東京工業大学土木工学科 2 年生の「環境計画

演習」の授業は、3 年ぶりに「呑川」がテーマに

なり、「呑川の会」では、4月 16 日に「呑川の概

要」のレクチャーと「呑川ウォーク」のサポートを

行い、毎週木曜に行われる授業（全 15回）がス

タートしました。 

そして授業の締めくくりとして7/16に「最終成果

発表会」が開催され、会では 14名が出席しまし

た。 

全体テーマは「呑川とその周辺都市環境の改

善」でしたが、「流出環境（水質）の改善」と「親

水性の向上」の 2テーマを、それぞれ 3グループが扱い、全 6グループの発表がありました。 

（発表事例 1） 

「工大産ウナギ」を増やすために、「水質」をよくする。その為に「貯水池」を作る。学校校庭地下に 10 ヶ所、公園

地下に 5ヶ所作れば降雨量5mmまで対応出来る。費用は**万円が予定される・・・ 

（発表事例 2） 

「水質」を良くするためには莫大な設備と費用がかかる。「二酸化塩素」発生装置を使えばとても安く、消臭効果

や殺菌力も高い。「炭素繊維」も安く効果的。 

（発表事例 3） 

住民アンケートを取ったら、「ユスリカ」に 90％の

人が不快感。行政の「河床清掃」後に、残っている

藻類をゴシゴシ削ったら、2週間経ってもまだ藻類

は生えてこなかった。「河床清掃」の方法を考え直

す必要がある・・・ 

 

どの発表も意欲的で、具体性に満ち、実際にどう

なるかを「模型」を使って判りやすく表現し、しかも

費用も算出していました。また「土木」の分野でも

女性の進出が目立つのを実感しました。 

の み が わ 
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折しも、私たちも「呑川グランドデザイン」を検討し始めています。とても良い参考になり、若者たちから大いに刺

激を受けました。 

 

 記 菊池 均 

       

現在行政では、西蒲田、中央八丁目地域を中心とする呑川の水質悪化や悪臭を防止すべく、総合的な水質

浄化対策の検討を推進するために、東京都建設局・下水道局・環境局、大田区、目黒区、世田谷区で構成する

研究会を発足させ、呑川の水質浄化対策を推進しています。 

このほど、その報告書の２６年度版が大田区のホームページ等で公表されました。 

以下にその内容について概説します。 

○ 並行して実行が検討されている改善項目と検討状況 

（１） スカム抑制装置：以前より運行中の 2基中の内 1基（西蒲田四丁目の太平橋付近）について昨年度に能

力を大幅に強化したものに更新して効果測定を実施している。 ２７年度も継続する。  

（スカム：川床に溜まった汚濁物成分が発生するガスで川面に持ちあげられて浮いて来たもの） 

（２）高濃度酸素水による浄化：スカムや悪臭の元である川底に溜まった汚濁物付近に高濃度の酸素を含む水を

循環させ、（嫌気性）腐敗を減少させる試み。 → ２７年度は設置予定の装置の基本設計・詳細設計を進

める。 

（３）川床整正計画：５年前にＪＲ鉄橋～馬引橋区間で行われたが、次の計画はＪＲ鉄橋から宝来橋にかけての部

分で、ここでは上流部よりも川床が逆に高くなっていて、上流部に汚物が溜まり易くなっている状況がある。

２７年度は２８年度からの夫婦橋～双流橋区間の川床整正（浚渫）工事に向けての詳細設計が計画され

る。 

（４）合流改善工事：呑川の汚染の主たる要因は降雨時（通常は4、5 ｍｍ/ｈ程度以上）に周囲下水道施設から呑

川に溢れ出される下水（越流水）中の汚濁物によるものです。この合流改善工事とはその主要因である越

流水もしくはその中の汚濁物を減らすことにより、汚染を減らす工事です。 

上記の３項目を対処療法とするならば、この方法はより根本的な改善案に近いと言えます。 

  ① 高速ろ過マンホールシステム：上説の越流時において越流水の汚濁物をろ過する装置を設置するもの

で、現在、久が原地区の一部地区を対象にした装置の設置に向けて２７年度は詳細設計を行い、工事へ

向けた準備を行う予定。 

  ② 貯留施設による合流改

善（下図参照）：これは降雨時

の越流水自体を少なくする方

法で、大規模な地下貯留槽を

下水道からの越流地域に設置

して、越流水が川に流れ込む

前に水槽に貯めてしまい、降

雨後に下水処理場に送り、処

理して海に排水する方式です。

実施には建設用地の確保と多

額の建設費用が必要ですが、

今回新たに第一段階として、

計画上呑川で必要となる全容

 
 H26年度呑川水質浄化対策研究会報告書より 

  －呑川浄化対策の進捗についてー 
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量の 1/3 規模（34,700ｍ3）の具体的な建設案が掲載されました。この案で２７年度より２、３年間の詳細設

計期間が予定されています。 

 

 

 

  白石琇朗 

 

 

１．おなづか小学校 ５月20日（水）4年生 2クラス55名 

 会員12名で2クラスを6班に分けて8時半に学校を出発

し、池上駅から御嶽山駅まで電車に乗り、新幹線沿いを歩き

水神公園を経由して東調布公園で全体説明をした。水神橋か

ら呑川ウォークを開始し、新幹線ガード付近でユスリカと捕

虫器の説明をした。池上橋までのきれいな速い流れとカワセ

ミに歓声を上げ、地元の大平橋付近のゴミフェンスやジェト

ストリーマーを見て汚い流れの対比を感じ学校に戻った。生

徒と一緒ではなかったが会員一同で給食を頂いた。 

２．雪谷小学校 6月1日（月）3年生 ４クラス124名 

  街たんけんウォーク授業で９時～10時限46名、10時半

～11時半時限78名を、会員15名で4班に分けて学校付近の呑川を、雪の橋から上流の島本橋まで歩

いた。中原街道付近で増水対策の中原幹線と清流復活事業の説明をして、昔雪谷小学校の校庭を流れて

いた（驚き）旧呑川の流れ跡を歩き、学校に戻ったら雨となったので良かった。 

３．大森第四小学校 6月29日（月）5年生 3クラス105名 

  1時限目に、高橋代表がパワーポイントで上流から下流までの呑川全体の解説を全員にし、特に生物

の話は人気があった。その後2時限目に3クラス毎に、10名の会員が各クラス教室の前・後ろに分かれ

てグループ毎の質問を受けた。事前に下流ウォークを学校で行っているので、本日の映像を含めて5年

生らしい色々な質問であった。  

４．久原小学校 6月30日（火）4年生 4クラス122名 

 当日はちょうど良い曇天で、4クラス8班を会

員12名・先生4人・父兄６名と白井コーディネ

ーターに分かれて8時45分に出発した。事前学

習として、27日（土）２校時の父兄参観・公開授

業に高橋代表が映像を見せながら、呑川の生き物、

綺麗さと汚さ、呑川の昔と今を分かり易く解説を

したので、良く覚えていて当日は説明が楽だった。

4班までは北の橋まで行き、5班以降は長栄橋で

説明を開始した。池上会館でトイレ休憩し、浄国

橋付近からカルガモ親子と一緒に歩け大喜びし、

大平橋で小休憩、時間に余裕のある班は菖蒲橋のゴミフェンスを見て、蒲田駅11時35分必着し、電車

で久が原駅から学校に戻り、生徒と一緒に給食を食べ有意義な半日だった。 

  

 

 

４小学校で呑川学習 
 

―― おなづか小学校、雪谷小学校、大森第四小学校、久原小学校 ―― 
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  記  白石 琇朗 

地図  寄立 美江子 

 

  

都立大学駅から呑川本

線緑道を横切り、関根

橋を過ぎて右折すると

一つ目の角の左に歩道

が現れる①。これが呑

川旧流れ跡で、突き当

りの緑の森を目指して

歩道を行くと、タイム

ス駐車場の自動販売機

横に、さらさらときれ

いな細い流れ②が目

に留まる。駐車場の奥

を覗くとＮＴＴとマン

ションの間に細い流れ

③が続いている。実は

昔の呑川の流れは山裾

沿いのＮＴＴの奥のＫ

ＯＡ（株）との境を通

り、マンションの中を流れていたので、その湧水が今も流れ

ていると思われる。歩道を真っ直ぐ行くと、「中根公園」の

流れ④と子供が遊べる池⑤があり、この丘からもすぐ下を流

れる呑川に湧水が流れていたと思われる。旧流れは中根小学

校前から呑川緑道を横切り向かいの山裾沿いを大岡山方面に

流れていた。今回は呑川緑道⑥を都立大学駅に戻る

が、前回紹介した平町1-21の駐車場脇の細い流れ

（平町流れ）をすぐ通り過ぎる。この緑道は桜並木

で、春は商店街が桜まつりを行います。 

 

 

  

 

呑川に合流する「流れ」 考１５ 
   ～都立大学付近旧呑川流れ～ 

                          

① ② 

⑤ 

⑥ 
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     福井   甫    

     

 

おなづか小学校が子どもたちの呑川ウォークの感想文を送ってくださったので、そのいくつかを紹介します。 

ウォークの前は呑川に関心がなかった子どもがウォーク後に 

 

 

・呑川ウォークにあまりきょうみがありませんでした。でも先生のせつめいをきいていくほど呑川にだんだんきょう

みをもってきました。とてもたのしかったです。ジェットストリーマーというやかたぶねが昔のやかたぶねの３ばい

の強さになってなまえもかわったのがはじめて分かりました （HY） 

 

 

 

呑川に興味はなかったけど・・・・ 
   おなづか小の子どもたちの感想 
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・呑川ウォークのときいろいろなことをお

しえてくれてありがとうございました。とく

にカワセミに会えたのがうれしかったで

す。あとカモやカメがいっぱいいたので

びっくりしました。いろいろな鳥や魚の

ボラッ子に会えたので、とても楽しかっ

たです。たのしかったので、もう一回行

きたいです。（YA） 

・どうもありがとうございました。呑川のい

ろいろなことが分かりました。おかげで

青いきれいなカワセミが見れました。コ

サギも見れてうれしかったです。呑川新

聞を作る時はみだすぐらいりょうが書けました。これは〇〇先生と××先生のおかげです。呑川の昔の写真も用

意してくれてありがとうございました。その写真が新聞のしりょうになりました。（KS） 

・呑川ウォークの時は優しく教えてくれてありがとうございました。 △△先生は一つのことをものすごくくわしく教

えてくれたのがとても心に残っています。□□先生は家族のように優しくあたってくれてその時はとてもうれしか

ったです。（RH） 

・呑川ウォークに行くまでは呑川には全く興味がありませんでした。それに家の近くに呑川があるからつまらなそ

うだと思いました。でも呑川ウォークをやっていると大平橋の近くの呑川とはちがっていました。なぜならめずらし

い鳥がいたり、虫をとるすごい道具があったり、水がきれいだとかいろんなちがうところがありました。最初にくら

べ呑川に興味を持ちました。 （YF） 

 

 

 

 

 

  

 

    可児 昭雄 

 

 

 

うっとうしい梅雨が明け、本格的な夏のシーズンに入り、呑川

沿いを足の向くまま歩いていると、日影を求め公園等の木蔭があ

るとほっとするが、公園が少なくなると、ぽつんと岸辺にある大

木の木蔭が恋しくなる。 

その樹木が池上四丁目・妙見橋下流右岸の「大欅（ケヤキ）」、

そして今回紹介する西蒲田一丁目・若宮橋右岸にある「ムク（椋）

の木」である。この樹木は昔、屋敷林・寺社等に植えられ、葉は

ざらざらとして、漆器の木地・べっこう・象牙細工の磨きに使用

した。秋には黒い甘い実が成り、野鳥が集まる。 

 呑川下流の北糀谷橋下流左岸・八幡橋の「子安八幡神社」には、

大田区保護樹に指定されている。          

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 

 

     ――― 第２４回 むく（椋）の木 ――

―           
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 むくの木（椋） 

 ・楡（にれ）科 

・落葉樹  

写真    若宮橋右岸   白石琇朗 

    

 

 

 

 

最近入会された方に自己紹介を書いていただいていますが、今回は洗足池、蒲田での呑川講座で 

 入会されたお二人に自己紹介をしていただきました。 

 

中野 忠雄    ♂ 

生年月日 昭和24年 7月 3日(満66歳) 

現住所 〒145-0071 東京都大田区田園調布 5-52-5 

℡ 03-3721-2591  携帯 090-9201-7640 

E/mail (P/C)mtsilvertortoise@gmail.com 

E/mail (携帯)mtsilvertortoise@ezweb.ne.jp 

20年前に山で事故り身体障害者に成りましたが、今だに歩く事は好きで、色々の所へ出没していました。定年

退職後、特に遣る事もない毎日、旧六郷用水と多摩川の間に生まれ育った関係で ? 旧六郷用水の事は、少し

調べた事は有るも、呑川の事は、何にも下知識無し。洗足池図書館の呑川の会の講座案内を見て早速応募する

も、「途中で落伍しないように」と自分に言い聞かせての受講。呑川の会の皆さんの豊富な知識と呑川に対する

思いやりに、刺激され、次第に自分なりにもっと呑川の事を知りたいと思い、講座終了時に入会となり現在に至ま

した。先日の小学校のウオークは、小生には良い刺激と成りました。少しつづ知識を増やし、皆さんに近付ける

事を目標にして行きたいと思っています。宜くご指導御鞭撻をお願いして、自己紹介の記事と指せて頂きます。

乱筆 ? 乱文にて失礼致します。 

 

小熊健司       

 亥年生まれの６８歳です。埼玉の出身ですが、大田区には２０数年お世話になりま

した。変則勤務の合い間に 

旧京浜蒲田駅裏の飲んべえ横丁に通った思い出があります。勤務を重ね愛知県の

常滑で退職。５年前に帰京。 

久し振りの呑川は驚くほどきれいになっていました。流れを守ってこられた諸先輩

の活動に敬意を表します。 

私はアナログ人間ですので、余りお役に立てないかと思いますが、宜しくお願いし

ます。 

 

 

 

 

自 己 紹 介 の 記  

mailto:mtsilvertortoise@gmail.com
mailto:mtsilvertortoise@ezweb.ne.jp
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   高橋 光夫 

 

 

呑川の会・定例会（8月～10月） 

 

（８月・定例会） 8月8日（土） 13：30～16：30 蒲田小学校 

          偶数月ですので「勉強会」も開催します（会員講師・青木さん）。 

（９月・定例会） 9月10日（木） 13：30～16：30 ふれあいはすぬま（旧蓮沼小） 

（10月・定例会）10月 10日（土） 13：30～16：30 蒲田小学校 勉強会予定 

*「定例会」は、原則として「偶数月」は「第 2土曜日13：30～蒲田小学校」、奇数月は「第 2木曜 

13:30～ふれあいはすぬま」で開催します。 

*「偶数月」は、議題終了後、主として会員講師による「勉強会」を開催しています。お楽しみに・・ 

*「定例会」の案内は、原則として「会報」のみで行います。 

日時や会場の変更があった時のみ、ハガキ・FAX・メールなどでお知らせします。 

雪谷小学校・夏休みわくわくスクール 

8月 5日（水）13：30～ 3～6年生対象 「呑川ウォーク」と「レクチャ」予定 

 

矢口渡・歌舞伎のふるさと祭り ～650年前の歴史が今よみがえる～ 

9月 27日（日） 大田区民プラザにて。秩父歌舞伎の公演やウォークが行われます。 

          展示室では「呑川の会」も「六郷用水の会」と共に PR展示を行います。 

 

おおた「商い・観光展」 

10月 17日（土）～18日（日） 大田産業プラザ（PIO） 毎年 1万人規模の来場者を誇るイベント 

       「呑川の会」は出展したり、しなかったりだが、毎年出展要請がある。今年度参加未定。 

雪が谷センターまつり 

例年 10月第1日曜開催だが、本年度未定。「呑川の会」は毎年出展している。 

秋の都市河川ウォーク「善福寺川」 

11月 7日（土） 恒例の呑川以外の見学会。紅葉を楽しみます。詳細は次号でお知らせします。 

 

エコフェスタ・ワンダーランド 

11月 15日（日） 10：00～15：30 東調布第三小学校（久が原駅近く・南久が原 2-17-1） 

例年小学校で持ち回り開催する環境関連団体のイベント。親子連れ中心の来場者。 

「呑川の会」も PR展示を行います。前日準備作業。 

蒲田図書館・連続5回「呑川講座」 

2016年2月6日（土）～3月5日（土） 蒲田図書館にて毎週土曜開催。1/16～展示も行う。 

 

編集     猛暑の季節  みなさまのご自愛を祈念します                      福井 甫 

 

今 後 の 行 事 予 定 

 


