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記 菊池 均 

 

大田区との「呑川をきれいにするための意見交換会」が去る５月１０日に開催されました。 

この会は呑川の会が中心メンバーとして参画する市民団体「呑川流域ネットワーク連絡協議会」の

要請で大田区との間で年に２回の開催を予定しているものです。 

 会の目的はもちろん呑川のきれいな川としての復活を目指すものですが、その目的に向けて率直

な意見交換を行う目的で、当方からの質問や要請意見を事前に提出した上で当日、回答をいただき、

それについての意見交換を行いました。 

 例年、議題の中心はやはり、西蒲田と中央８丁目地区の水質汚染対策になりますが、既報してい

るように、現在での東京都や大田区の取り組みは目黒区、世田谷区を含めて連携する「呑川水質浄

化対策研究会」を中心に抜本的改善対策を含む総合的なものになりつつあります。 

そこで私たちとしてはこの汚染対策の推進を見守る一方で、東京の同じような都市河川と比較し

て色々な面で大きく遅れが目立つ呑川の景観や、住民への本来は川として寄与できる貴重な環境面

での改善方策についても今後は重点化し、現状の在り方の改善を督促していきたいと考えています。 

今回提示した質問・要望・提案事項につて、以下にその要旨を記します。 

 

 １．呑川の水質浄化対策の内容、特に抜本的改善となる合流改善対策（汚染の主因である降雨時

の生下水の越流防止）についての説明要請 

 ２．西蒲田、中央８丁目地域の水質汚染が今年は例年よりも特にひどいように思われるが、そ 

  の推定要因について（質問） 

 ３．昨年度、区にて実施の同対策の浄化効果の予測シミュレーション結果について３/２８日に 

説明を受けたが、その補足説明の要請 

 ４．浮遊スカム対策について（提案） 

   現状のゴミ収集フェンスでスカムを十分捕獲することは可能か。 

可能ならば臭気予防対策としてフェンスの位置を工夫するとかして、スカムが多く発生し 

ている日蓮橋から双流橋間において集めたスカムをバキューム捕獲処理する方策は採れな 

いか。 

 ５．大田区の環境報告書にユスリカ対策の記述が無いが、色々対策を講じているのに記述が無い

のはなぜか。（質問） 

 ６．呑川の側道（河川管理用道路）について 

の み が わ 

「大田区との意見交換会」 

が実施されました。 
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   （１）呑川は大田区では景観形成重点地区および呑川緑道軸整備計画に指定されているが、 

 その具体的進展の事案があればその説明と、その中での車の通り抜け禁止処置について

の考え方の説明を要請。 

（２）可能な場所から側道の通り抜け車両の禁止区間の設定を実現出来ないか。 

     （緊急車両と通りに面する車庫車を除き、一般車両の通り抜け禁止の処置） 

   （３）西蒲田４、５丁目付近の呑川右岸について自転車や時にはバイク等が高速で通過し 

 て歩行者が落ち着いて歩けない状況がある。バイク等車両は禁止して自転車と歩行者 

 の通行エリアを分離する処置は採れないものか。 

（４）第二京浜国道に掛かる池上橋の右岸に呑川側道の延長として横断歩道の整備を要請。 

  ７．橋上のゴミ集積場の廃止の推進（提案と要請） 

  呑川の橋の上に住民のゴミ集積場が設置されている一部箇所が存在し、景観上の見苦 

 しさの他、川への落下等で川の汚染を助長している面が見られる。禁止事項として指導 

 もしくはルール化を望む。 

ゴミ集積場のある橋： 南および東雪谷３丁目の雪の橋 ～ 東橋 間（鶴の橋を除く） 

の連続する７か所の橋と池上地区の稲荷橋と一本橋の全９か所 

  

                                    以上、 

 

回答については記載を省略させていただきますが、以上について個別に説明と回答を 

得ております。 その中で我々としてはやはり満足な回答とは思えないものも多く、 

その場での意見交換についても時間の制約もあるので十分な交換ができない項目も 

ありました。 

特に６と７項目については、今後も粘り強く訴えて行く必要性を強く感じました。 

次回は秋、１１月ごろを予定しています。 

 

 

記 菊池 均 

 

これは、東京都が東京の各河川毎に暫時、計画を進めているもので、今後３０年の間に東京都が取

り組んでいく治水や利水、環境等についての対策を計画するものです。 

今回は都市集中豪雨対応として洪水対策の目標を現在の５０ｍｍから７５ｍｍへ、そして堤防の耐

震対策として下流部の護岸の補強工事を中心課題として計画されるもですが、その他の内容を含め

てこの都の原案について広く地域住民の意見を聞く募集が行われました。 

原案の閲覧と公示は主に都のホームページや区の都市基盤管理課窓口で行われ、私たちも大田区か

ら開始の５月２日近くに連絡を受け、対応に追われる始末でした。 

私たちとしても呑川ネットの活動者を中心にそれぞれ個人として水質改善策や景観、環境対策につ

いての意見を時間がない中で提出しましたが、読者の皆様にも本件の開始を速報でお知らせすべき

ところ、出来ずに申し訳ありませんでした。 

呑川流域河川整備計画への意見募集に対

し、会員が個別に 10数件提出しました。 
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意見募集は５月２７日に締め切られ、今後は学識経験者の意見そして流域区長の意見を入れた後、

今回の募集意見への対応も含めて、整備計画として公表される予定です。 

他河川の計画内容や呑川の計画の動向を調べたい方は東京都のホームページ上で建設局河川部より

見られます。提出した1つを下記に紹介します。 

 

記 高橋 光夫 

 

呑川沿いの「河川管理道路」を、子どもやお年寄りが安心して散策出来る、車の通らない「遊歩道」

にして欲しい。 

現在の「呑川・河川管理道路」は、かなりの車両が行き交い、常に車を気にしないと、安心して歩

くことが出来ません。 

 

学校の前でさえ、こういう情況で、「車」と「自転車」と「人」がせめぎ合う危険な状態が慢性化

しているのです。 

 

「河川管理道路」を「呑川散策遊歩道」に 
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本来なら、子どもたちは登下校の途中で、おしゃべりをし、ふざけあい、道ばたの「だんご虫」に

気を取られ、成長をしていくものでしょう。 

 

車が通るので、一列に歩き、寄り道などせず、おしゃべりもしないで足早に家路に急ぐだけでは、

つまらない子ども人生なのだと思います。 

 

 

未就学児の幼稚園児・保育園児も「呑川」沿いを歩きます。気を取られるのが、呑川のカモでなく、

車だとしたら、呑川沿いの散策の楽しみは半減します。それは、大人にとっても同じことです。こ

れでは、いくら樹木が植えてあっても「癒やし空間」にならないのです。 

呑川沿いの「河川管理道路」は、「車の通行制限」のある、「遊歩道」にして欲しいと願っていま

す。 

それを実現する為に 

・居住者のみの車両通行可 

・「プロムナード・タイム」を設け、一定の時間帯は車両通行不可 

・「プロムナード・デイ」を設け、土曜・日曜の車両通行不可 

など、お互いの折り合う「条件付・遊歩道」でも良いと思います 

 

編集者注）「呑川の沿道の「遊歩道化」は、われわれ呑川の会の悲願」と言っても良いでしょう。 

 

 

 

記 橋本 文興 

 

 

「呑川にトマトがなっています？」 

生命力の強さに感激・感心・感銘  
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カルガモの親子を探して呑川の左岸右岸を歩いていたら、コンクリートの擁壁にトマトが生って

いてビックリしました。 

無表情のコンクリート擁壁もよく見るといろいろな植物

が見られました。呑川の道道橋から堤方橋の間は河床の

ほか擁壁の隙間や湧水の出口に草系、木系と夏にかけて

成長が予想されます。 

木系ではフェデラ、アイビー（フイリ）、イチジク、アカ

メカシワ、オオカモメツル。 

草系は（犬走り等）ヨシ、ススキ、イヌビエ、ヨモ       

ギ、カヤツリグサ、センダングサ、オヒバ、等。    ＊

（トマトが色づいています） 

（壁面）シダ、ススキ、ヒメツルソバ、ツタバウンラン、ペラペ

ラヨメナ、等上からの観察ですが結構環境にあった植物が見られ

ました。 

特に湧水の在るところはコケ類が繁茂し擁壁でも経年劣化でクラ

ックやジャンカ（コンクリートの粗面）があるところに洪水時か

風で種が飛んできて生育環境が合い芽を出したのでしょうか。中

にはスズメの巣がありそうなブーケ調の草も見られます。擁壁は

今後経年変化が予想されますが自然放置のままでいいのか、維持

対策も今後必要になると思いました。 

草や木の名前は独断です、間違いが在ったら教えてください。 

  

＊（イチジクの木が育っています） 

 

 

記 福井 甫 

 

呑川に関するテキストは 1966年（昭和 41年）大田区教育委員会が郷土学習資料「呑川は流れる」

として発行され、それを引き継ぐ形で呑川の会から 2004年（平成16年）「呑川は流れる・2004」 

が発行されました。 

 呑川にはマイナスのイメージもありますが、区内小学校で呑川を総合学習のテーマに取り上げる

学校も増えるなど区民の呑川に対する関心は以前より高くなっていると感じます。 

一方「呑川は流れる・2004」からすでに 10年以上経過し、そのデータは古くなっている上、呑川

に関する呑川の会会員の知見も豊かになりました。 

そのような中で現在の呑川を映した呑川についての新しいテキストを作成しようという機運が会

員の中から起こり、具体的にはともかくも本年 12月末までに会員が分担し一次原稿をまとめること

になりました。 その具体的な編集要領は別添のとおりです。 

 この「新版・呑川は流れる」はオール呑川の会で編纂したく、会員の皆さまの積極的なご協力を

是非お願いいたします。  

「新版・呑川は流れる」にご協力を！ 
 

いよいよ編集の本番に進行！ 
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「新版・呑川は流れる」に関してはさし当り福井がまとめ役になっていますので、さまざまなご意

見等は福井宛てご連絡ください。 

E-mail:fukih@t07.itscom.net   電話：080-3400-6018 

 

 

 

記 白石 琇朗 

 

 

この日は晴天に恵まれて、われわれの行いが良いことが証明されました。 

朝８時半から呑川の会々員が十名ほど集合し、鯉のぼり張り、また４時半からの鯉のぼり片づけをしま

した。その間、霊山橋を歩いて通るかたがた、呑川両岸道路を行く人々が、何かしらと大勢見物に来てく

れました。通りがけの子供連れは「わーきれい！」「いっぱいだねー」。大人は「私今迄知らなかった。い

いわね！」お年寄りは「年に一度では来年見れるかしら。見れるように頑張ろう」とか、色々、好評のお

話を仲間に話していました。親しい知り合いの人も、「今年は去年よりいいわねー」と言ってくれましたし、

「わが町池上」の編集長は、「去年より進歩しているので、また新聞に載せましょう。」と言ってくれました。

御覧のとおり今年は「ノボリバタ」を新調し、当会の宣伝にもなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<新呑川の会々員 紹介） 

藤 岡  敬 様 

〒１４３－００２４ 大田区中央８ 在住 

藤岡様は、上記の呑川に躍る「こいのぼり」を見て、当会への加入を決めました。 

呑川にこいのぼりが躍る! 
５月５日こどもの日 

大田区池上特別出張所の絶大なご協力により！ 
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記 白石 琇朗 

 

呑川ニュース1 

泳ぐ！11匹のカルガモの子供たち 

5月 7日（土）朝、養源寺橋付近でカルガモの子が見つかり、多くの人が川を覗きこんで「かわいい！」の

連発でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼は若宮橋付近の犬走りで休んでいました。大雨で流されたり、カラスの被害で少しづづ減るのが

残念です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川にかわいいカルガモ親子が・・・・ 
6月５日 ～ 20日 

呑川ニュース！ 
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呑川ニュース2 

カルガモの「ひな」５羽元気です！ 

5月10日・11日の2日間の夜半の大雨で、カルガモのひな11羽が5羽になってしまいましたが、可愛ら

しく泳いでいます。 

池上1丁目の養源寺橋を中心に、疲れると犬走りで休みます。 

11日朝は、本門寺の霊山橋の上流の稲荷橋付近で毛づくろいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川ニュース3 

カルガモ「ひな」大きくなりました！ 

大雨があり池上地域では「カルガモのひな」が見られず、心配でしたが、二国より上流に5羽健

在で可愛らしく泳いでいます。 
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二国の池上橋より上流は潮の満ち干もなく、水深が浅く餌の藻も食べやすく、大雨でも岩陰に退避

できるからでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川ニュース 4 

悲しいお知らせ・・・新 12羽ヒナ流れ去る 

５月初めに現れた11羽のカルガモ・ヒナに続いて、６月11日に池上「浄国橋」付近で再び11羽のヒナが発見されま

した。6月12日に「養源寺橋」付近で観察していたところ、毎日ここを歩くという 40才台の外国人夫妻がこんなことを

教えてくれました。 

1.一週間前の 6月4日に初めて見た。 

2.その時のヒナの数は「12羽」だった。 

3.翌日も 12羽が確認出来たが、３日目にはいくら数えても「11羽」しかいなかった。原因（カラスか？）は判らない。 

4.最初に見た時のヒナはあまりにも小さく、歩くと言っても「ヨチヨチ歩き」で、少し歩いては休み、また少し歩くという

弱さで、これで育つのだろうかと心配だった。 

5.１週間経って、ヒナは大きく成長し、歩きもしっかりと素早くなり、安心した。 

6月 1日 久が原・本村橋～根方橋 

5月 26日 久が原二丁目 長栄橋下流  
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しかし、私達（白石・高橋）が発見して3日目、6月13日にかなりの大雨が降り、翌日6月14日に探したときは「池上」

～「蒲田」領域まで見つからず、更に翌日も白石さんが探したが現れなかった。 

「ヨチヨチ歩き」だったヒナ、それが元気に走り回るまで成長した矢先、突然の大雨による激流に襲われ、悲しい事態

に・・・「呑川」の環境の厳しさをまざまざと感じさせられました。          （高橋光夫記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜当面の活動日程＞！ 

 

6月 11日 池上 1丁目・浄国橋～養源寺橋 

「東京工業大学・ 

社会工学科学生との打合せ」 

2016/7/11（月）13：30～ 

東工大・西9号館 

今までは、土木工学科との連携でし

たが、社会工学科は初めてです。 

「呑川源流探索・ 

深沢六丁目流れウォーク」 

2016/7/2（土）10：00～ 

田園都市線「駒沢大学駅」 

改札出口集合 

呑川源流の一つ「深沢流れ」の支流

を・・・（詳細は１２ページ参照） 

「呑川の会・定例会」 

2016/7/14（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 

*「奇数月」は「第2木曜・ふれあいは

すぬま」、「偶数月」は第2土曜・蒲田

小学校」です。但し、８月例会は、夏休

みとして、休会にすます。 

 

「呑川ネット関連」 

（定例会） 

2016/7/27（水）10：00～13：00 

消費者生活センター 

定例会議題終了後 

呑川グランドデザイン検討 
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記 安岡 達郎 

４年１組、２組 の児童  ５９名 

校長先生  1名  4年担任 2名  保護者 5名 

 呑川の会 参加者 

1班   高橋（光） 小熊 赤羽（見学） 2班   白石 菊池 中野 3班   菱沼 内村 4班   古海 

橋本 5班   工藤 福井 6班   南   高橋（恵） 各班とも児童 9名～10名 

窓口責任者 安岡 以上 15名 

 ルート 

おなづか小学校（8時40出発）⇒池上駅乗車⇒池上線で移動 ⇒御嶽山下車（9時15分着）⇒ウォーキ

ング⇒東調布公園（トイレ休憩） ⇒ 呑川沿いの側道 ⇒池上会館（トイレ休憩） ⇒ 太平橋 ⇒ おな

づか小学校（11時40分着） 

ウオーク終了後、児童と一緒に給食を食べながら、質問などを受けました。 

感想 

私にとっては、初めての、小学校４年生対象の呑川を通じた環境学習支援活動でした。梅雨の季節とあ

って、天気予報とニラメッコでした。幸いに天候にも恵まれ予定通り、実施できました。実施計画を、４年

学年主任先生と何度も打ち合わせを重ね、慎重に計画を進めました。 

こども達は、呑川の最も悪い環境の近くの学校の生徒であり、上流のキレイな川を見てもらえたかと思

います。カワセミを見れた生徒もおり、少しでも呑川に関心を寄せて貰えればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月６日（月）おなづか小学校 

呑川ウォーク実施結果（報告） 

編集後記 

今号も、お陰様で紙面が一杯になりました。 

上記安岡さん担当の「おなづか小」の他、次の小学校でも呑川を通じた環境学習のお手伝い・ウォ

ークを実施できました。 

５月１６日（月）大森第四小学校。座学形式で呑川の説明、質問会を実施した。 

ウォークは、担任先生と一緒に例年通り実施したとのことです。 

５月２６日（木）久原小学校呑川ウォーク実施 

２４日に歴史、生き物、環境について事前学習を行った。 

ウォークは例年どおり。（学校→長栄橋→蒲田（東急池上線）→学校） 

６月１日（水）雪谷小学校呑川ウォーク実施 

ウォークは、例年通り実施。（学校→雪の橋→柳橋→学校） 

お願いなど： 

皆様にお届けするこの会報は、白黒印刷です。これらの会報「のみがわ」は、当会ＨＰにアップし

ています。ＨＰはフルカラーですので、かわいいカルガモの写真も鮮明に御覧いただけます。 

梅雨の候、ご自愛の程、お祈りいたします。 工藤 英明 
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記 白石 琇朗 

 

＊日  時 ：７月２日 （土 ）10 時 

＊集  合：東急田園都市線・駒沢大学駅改札出口  

＊コース：駒沢大学駅 → 駒沢流れ源流点 → 駒沢オリンピック公園 → 新町保育園 

→ 深沢流れ → 秋山邸 → 生産緑地  → 小沢邸  → 呑川親水公園  → 三島公園 

  → 深沢神社（湧水）→ 呑川緑道  → 駒沢流れ  → 氷川神社  → 柿の木坂流れ 

  → 都立大学駅 （旧呑川流れ） 

＊歩 程：約５キロ 

＊解 散：東急東横線・都立大学駅 15時 

＊会 費：500円 

＊天 候：雨天中止（10時以降雨止めば決行、午前曇り後・午後小雨は決行） 

問い合わせ：０９０－６０４４－７２７５ 白石 

深沢六丁目流れは深沢小学校横を通るもう 1本の流れがあるが、秋山邸（池）の中を流れた跡を 

今回は歩く。洗い場があった三島公園と湧水のある深沢神社で昼食。 

７月２日（土）呑川源流探索 

深沢六丁目流れウォークのご案内 


