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 文責  福井 甫  

 

 

ほぼ 1年半ぶりに高橋代表以下 6名が11月6日都・建設局第二建設事務所工事課を訪問し、今後の呑川

の工事予定等お聞きしてきましたので報告します。工事課からは 3名の方が昼休み時間の大半を返上し、

私たちの質問に率直に対応してくださったことを感謝いたします。 

 その主な内容は次の通りです。 

１．呑川に対する今後の工事予定 

 ①呑川防潮堤耐震補強工事 

  柳橋（蒲田地区）から河口まで液状化地盤に対応した防潮堤補強工事は末広橋～藤兵衛橋  

  間が年内、最下流の河口付近は来年秋、東橋～末広橋間は 31年度にそれぞれ完工予定で、これにより、

液状化に対応した耐震補強工事は完了 

②呑川緑化工事 

  今年度 島本橋～島畑橋間 来年度以降に島畑橋～工大橋間のつる性植物による緑化、転落防止柵の

改修により呑川の緑化工事は完了。 

  現在のところ呑川に関してはこの耐震補強工事、および緑化工事以外に工事予定はない。 

  なお緑化工事の樹木、つる性植物の新規の植栽は都として実施するが、その維持管理は枯れた場合の

補植を含め大田区の仕事となる、とのこと 

２．改訂版「東京都豪雨対策基本方針」に基づく呑川への対策 

  最近の集中豪雨の多発、降水量の増加傾向を斟酌し 2007年作成した「東京都豪雨対策基本方針」の見

直し2014年にその改訂版を作成したが呑川に関しては現在「呑川整備基本方針」を検討中であり、そ

れと平行して改訂版に対する具体策を検討する。 

３．呑川の河川断面の変更の可能性 

  現在の河川断面は洪水対策、護岸・河床の強度保持上、基本的には手を加えることは不可能である。

しかし全区間全く手を加えることができないということではなく、場所、その程度によっては改変可

能であり、また道路側に親水階段、わんどを設けることも全く不可能ということではないとのことで

あった。これは現在呑川ネットで検討中の呑川グランドデザインの検討に幅を持たせるものとなるだ

ろう。 

 

の み が わ 

今後の呑川工事予定   
――第二建設事務所訪問―― 

2015年12月10日発行（通 算 第7 9号） 

連絡先 〒145-0061 大田区石川町1-26-８ 

発行    呑川の会   代表 高橋光夫 

呑川の会 e-mail： mitsuo.takahashi@nifty.com 

呑川の会HP http://home.m00.itscom.net/nomigawa/ 

高橋会員HP http://homepage2.nifty.com/aoiyume/ 

会費納入のお願い (会計担当：白石琇朗） 

 本年度会費（2,000円）を未納の方、振込取扱票を同封致しましたので、お忙しいところ誠にお手数です

が納入の程、よろしくお願いいたします。郵便振替 記号00170-8番号55114 (加入者名：呑川の会) 
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  高橋 光夫  記 

 

 

今まで、都市河川ウォークというと白石さんの案内で

したが、今回は菱沼さんの案内で、気持ちの良い秋の

一日を過ごしました。（ウォークコース詳細は前号 78

号をご覧ください。） 

数年前にもほぼ同じコースを歩きましたので、貯水池

など洪水対策はすでに会報で報告済みですので、今

回は別の視点でレポートしたいと思います。 

 

（１）２面コンクリートの自然河床河川 

「３面コンクリート」の「呑川」と違って、河床は自然のま

ま・・・そこに清らかで透き通った水が流れています。 

でも、都会の川ですから「下水管」から大雨時には「越

流水」が流れ込みます。 

「越流水」が勢いよく「自然河床」にぶつかれば、「深掘

れ」と言って河床に大きな穴を開けてしまいます。 

そこで「下水吐出口」には、必ずコンクリート板が敷か

れています。 

（呑川はコンクリート河床なので、その必要はありませ

ん。） 

 

（２）生きものに優しい河川構造 

大部分が「自然河床」の善福寺川でも、護岸強度の都合

上、「蛇籠」（布団かご：鉄線の籠に自然石などを詰めた

もの）を敷いて根固めをしている所もあります。 

河床中央部は土砂が敷かれていて、「自然河床」の原則

は貫かれています。 

 

そんな「蛇籠」の石の隙間に、魚やエビなどが隠れま

す。 

そこを狙って、さっそくコサギが生きものを探してクチバ

シを突いていました。 

「コンクリート河床」に比べれば、なんと生きものに優し

いことでしょう。 

 

（３）蛇行と魚巣ブロック 

「善福寺川」は、今回散策した荻窪から神田川との合流

地点まで、「蛇行」がずっと続いています。都内の川でこ

 
 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 

（恒例・秋の都市河川ウォーク） 

善福寺川ウォーク（2015/11/7） 
 

― 魅力たっぷりの都会の中の自然 ― 
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れほど「大きな蛇行」が「連続」して残っている川らしい川

は他に無いでしょう。 

同時に、大雨に流されないよう「魚巣ブロック」が設置さ

れ、魚たちを保護しています。 

そして注意深くその配置を見てみると、蛇行の「内カーブ」

を中心に配置されているのです。 

「外カーブ」の位置では、濁流が激しくぶつかり魚が打撃

を受けてしまうからです。 

 

（４）親水施設と河川内ワンド 

「済美公園」に隣接して、大型の親水施設がありました。

ここは「車いす」でも水際に近づける構造で、こういう優し

さを持った親水施設はほとんど見かけません。 

そして、さらにめずらしい施設として、川の中に仕切り板

を設置し、水の流れを絞り、緩やかなワンドを形成して

いる事です。 

河川に隣接して水を引き込むワンドが多い中で、限られ

た条件の中で魚たちに優しい「河川内ワンド」の工夫は

特筆すべき努力だと思います。 

紅葉にはまだ早い時期でしたが、秋の気配が濃厚になり、黄葉がキレイな「善福寺川」は、私たちにとって学ぶ

ところが多い都市河川でした。 

    

 

 

 

 

 

橋本文興  大田区久が原在住、長野県出身、羊歳生まれ。(平成15年10月入会) 

 

私は「呑川の会」を久が原図書館で会報「のみがわ」を見て知りました。 

池上橋近くに 35 年前から住んでいます。散歩で四季おりおり呑川を眺めており呑川の流れには関心を持

っていました。特に豪雨の後は水位が上がり激しい流れを見てきました。 

今年は初夏にカルガモの親子連れを仲の橋付近で観察していましたが豪雨の後８羽いたヒナは残念なこと

にどこかへ消えてしまいました。呑川にはほかの野鳥もやってきます、常連のコサギ、アオサギ、カワウ、

セキレイ、ドバト。綺麗なカワセミ、ゴイサギの幼鳥、渡り鳥のコガモ、オナガモ、オオバン等です。池

上橋ではボラの大群が見られました。川面を定期的に見ていると仲の橋と八幡橋の間にある水落に上流か

らのゴミやテニスボール、野球ボール、ラクビーボールが留まっているのを度々見て何か拾う手だてが無

いか考えたりもしています。故郷の川といえる清流の復活を期待しています。 

野鳥他の紹介になってしまいましたが今後も呑川の歴史や源流、水質改善等学びたいのでご指導のほどよ

ろしくお願いいたします。 

自 己 紹 介 の 記  
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。 
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 池上線長原駅から坂を下ると小池公園①に突き当たる。この池はすり鉢の底にあたり、池の谷頭方向の

右端②左端③④の4ヶ

所から湧水が池に流れ

込んで池ができた。こ

の湧水が池の下流端

⑤からザアザアと音

を立てながら園外の下

水道に流れ出ている

(80ℓ/分)のが残念だ。

落差のある緑の水路跡

⑥が住宅の間を通り、

階段を下りると専用暗

渠⑦が小池小学校に

向けて真っ直ぐ続いて

いる。小学校の校舎と

校庭の間の通路が流れ

跡で、南西方向の体育

館給食室部分の敷地増

設部分を斜めに流れて、

四つ角⑧を横切り床

屋脇に沿う暗渠跡を流

れ、小池橋⑨で洗足流

れに合流していた。

呑川に合流する「流れ考」17     記 ：白石 琇朗 

～ 小池流れ ～                地図：寄立 美江子 

① ② 

③ ⑤  

⑥ ⑦ 

⑧ ⑨ 

④ 
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        可児 昭雄 記 

写真 白石 琇朗 

いよいよ今年もわずか、寒い季節を迎えると花の咲く樹木も少なく、

その中で冬の花「山茶花」の花を見ながら年を越し、「梅」の花に移る。 

 この時期、呑川沿い上流を歩くと八幡橋下流右岸にある「久ヶ原二丁

目広場」で休憩しながら樹木を見回すと、落葉している樹木の中に見る

からに寒そうに見える黄色く芳香のある蝋細工のような花が咲いている。

これが中国原産の 

「ろうばい（蝋梅）」である。葉の無い枝に咲く姿は梅のように見える。 

 中国では「からうめ（唐梅）」と呼ばれ、花・蕾・根は薬用に使われ

る。 

尚、花に赤みのあるのが「ろうばい」で、赤みの無いのが「そしんろ

うばい」である。今回紹介しているのは後者である。 

 

ろうばい（ 蝋 梅 ） 

 ・ろうばい科 ・落葉樹 ・生け花、茶花の材料 

参考文献：「四季の花ごよみ」 講談社 

 呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 

       ― ろうばい（ 蝋 梅 ）―    
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参加費：無料 事前予約先：蒲田図書館 

 

 

１．2月６日（土） 14：00～16：30 

  「歴史の中の呑川」 

   橋の名前に見る呑川の歴史、戦後の呑川の変化、陣川・旧呑川の流れをお知らせします。 

２．2月11日（祝日） 10：00 ～ 12：00  

  「呑川中流ウォーク 夫婦橋 ～ 池上橋・池上梅園」 

   集合：京急蒲田駅 10時  解散：池上梅園 12時 

  夫婦橋親水公園～逆川・女塚川旧流入口～双流橋～六郷用水流入口～池上橋～池上梅園 

  生き物・川の浄化施設などを見ながら、汚い所ときれいな所を歩きます。 

３. 2月13日（土）14：00～16：30 

  「呑川に見られる生き物と樹木」 

   季節ごとの鳥・魚・昆虫、樹木・花を大岡山・工大橋から河口まで紹介します。 

４．2月20日（土）14：00～16：30 

  「呑川の水害と水質」 

   昭和になって流域の環境変化による、呑川の負の部分を解説します。 

５．2月27日（土）14：00～16：30 

  「呑川の源流とその支流」 

  世田谷桜新町からの源流と池上迄の丘陵からの湧水の支流の数々が呑川の流れでした。 

６．3月5日（土）14：00～16：30 

  「呑川：目指す未来」 

  都市河川・呑川が皆に親しまれる川になるための施策を考えます。 

１月16日（土）から「蒲田図書館１階展示室」で、事前講座案内として、呑川の会の案内や呑川の写真・地図等の

展示を行っていますので、どうぞお越しください。 

 

 

  内村 博明  記 

 

 

今年度計画していた呑川源流ウォークが、世田谷区深沢八

丁目にある「無原罪聖母宣教女会」庭園の秋の一般開放に合

わせて開催されました。快晴のなか、この庭園の中の池と

「深沢の杜緑地」公園の池を見て、源流の桜新町一丁目まで

探索です。バスで都立大学駅入口から成城学園前行きに乗

車、約２０分で「無原罪聖母宣教女会」そばの深沢中入口に

到着です。 

 

（１）「無原罪聖母宣教女会」庭園内の湧水池  

「無原罪聖母宣教女会」は国道２４６号線から約２００メートル

呑川講座「もっと知りたい！ 郷土の川・呑川」 

会場：蒲田図書館 ２階多目的室（大田区総合体育館隣） 

     大田区東蒲田１－19－22  TEL  3738－2459 

（呑川源流ウォーク） 

呑川深沢流れウォーク（2015/12/5） 
― こんなところから呑川が始まる ― 
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南、海抜４０メートルの閑静な住宅街に位置していて、呑川源

流の湧水の一つとなっています。世田谷区の特別保護区とな

っていて、普段は入ることができず春と秋の２回、世田谷トラ

ストまちづくりの管理のもと一般開放されています。写真は池

の中に二か所ある湧水地点の一つです。春の公開日にも行

ってみたいものです。今回はモミジの紅葉の盛りでとても気

持ちよく見ることができました。 

（２）「深沢の杜緑地」公園内の湧水池 

無原罪聖母宣教女会から南東に下った隣が「深沢の杜緑地」

公園です。ここにも湧水があって池を形成しています。庭園

の池と管で繋げてあり、湧き水の有効利用が図られています。こぢん

まりした公園ですが、散歩に訪れる人がいて憩の場となっています。タ

ブノキやエノキなどの木々があり、静かで落ち着いた感じです。湧水

池を保全するときの参考になりそうな環境です。入口は立派な長屋門

風の造りで、緑地内の地図（湧水地点が表示してある）と成り立ちの説

明板があります。正門を出てみると三方向が高くなっていて、ここに水

が集まってくるのを実感します。 

庭園の水とこの池の水が一緒になって東に流れ、呑川本流の西山橋

のところで合流しています。 

（３）呑川親水公園 

西山橋がある呑川本流は親水公園となっています。呑川緑道とともに

世田谷区の地域風景資産に選ばれています。駒沢通りの呑川橋から、

国道２４６号線の新桜橋の間にある８７０メートルの雨水を循環させた

川になっています。川の中は草が繁茂していて、水量は少ないものの流れを蛇行させたり工夫してあります。

時期によってカルガモも見ることができます。両岸こは桜の木が植えてあり、手すりも低く落ち着いている印象

です。なにより側道が広く、車が通ってもそれほど気にならないのはありがたいです。 

ここから国道２４６号線を越え本流を左に見て、暗渠の突き当りを右に曲がって新町二丁目の湧水源と思われ

る場所を確認します。新町南公園で昼食、近くの久富稲荷神社に参拝した後、国土地理院の地質地図で荏原台

地の形成や呑川の流れの地形を勉強して出発です。 

（４）源流に向かって進む 

桜新町１－６まで戻って本流に向かいます。ここを進んでサザエさん通りを渡るところの交番付近は、戦前には

ハス田があった所だそうです。この通りを渡って進むとたくさんの流れ跡が枝分かれしていて、ここに水が集ま

ってきたのでしょう。いくつか支流を見て回ります。これだけ流れ跡が残っているのも貴重です。本流は北西方

向に住宅の間の暗渠を進んでいきます。途中に侵入禁止の金網フェンスがありますが、廻り込んで進みます。

迷路に入り込んだような感じです。 

（５）源流はここかな 

先に進むと、東急田園都市線の地上の旧大山道に出ます。馬事公苑方向から流れてきた品川用水跡に突き当

たります（写真左：桜新町１－４１）。品川用水は尾根道を通しているため漏れ水は少なからずあったのでしょう

が、それ以前に呑川は存在していたのです。新町二丁目付近の湧水源よりも距離が長いここを、呑川の源流と

していいのではないでしょうか。今回は源流を４か所も探索できて充実したウォーキングでした。       
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＜無原罪聖母宣教女会の庭園にて全員撮影＞ 

 

   高橋 光夫 

 

呑川の会・定例会（2016年 1月～3月） 

 

（1月・定例会） 1月14日（木） 13：30～16：30 ふれあいはすぬま（旧蓮沼小）第 2集会室 

（2月・定例会） ２月13日（土） ２月は「蒲田図書館・呑川講座」が毎週土曜日開催されるので 

          通常の開催が出来ません。講座修了後（16：30～）最低限の打合せをしたいと 

 思います。（第２土曜に限らず適宜、講座修了後行うことがあるかもしれません） 

（3月・定例会） ３月10日（木） 13：30～16：30 ふれあいはすぬま（旧蓮沼小）第 2集会室 

（呑川ネット・定例会）12月16日（水） 13：30～ 消費者生活センター 

*「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。 

 

大田区との打合せ 

12月 14日（月）11：00～12：00 大田区都市基盤管理課・区役所 7階打合せコーナーにて 

定例の「意見交換会」の前に、当面の関心事項について情報交換を行います。 

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（14：00～16：30）。 

同図書館で 1/16～展示も行います。詳細は今号の会報 6ページをご参照ください。 

ぜひ皆さんの日程確保をお願いします。 

参加申し込みは「蒲田図書館」に直接お申し込みになるか、お電話（03-3738-2459）で。 

 

今 後 の 行 事 予 定 

編集後記 

初めて編集を担当しました。呑川の会の人はもの知りが多く、驚かされます。 

西蒲田に住む我々は呑川の悪臭やゴミが無くなれば嬉しいです。ジェットストリーマも汚水に浮かんだゴミの

ようで、嬉しく有りません。清流が戻るには、水の確保が大切です。六郷用水を復活させて、環境維持用水を

流せば、呑川は良くなると思います。そんな時代は来ないのでしょうか。       （青木 陽二） 

 


