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 「大田区との意見交換会」 

実 施 の 報 告    記 菊池 均 

                     

  大田区との意見交換会の今年度第二回（秋期）が去る１１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

要請により区民のためのきれいな呑川をめざして実施されたものです。 

   今年度は５月１８日の実施から２回目です。今回の秋のシリーズでは、お互いの担当者がテー

マ毎にざっくばらんに意見を交換して、考え方や細かな情報等をより共有できたらと、 

形式ばらない形を採っています。  

今回提示したテーマと質問の内容、それに論点の要旨は以下となりました。 

 

 １．意見交換テーマ 

・今年（主に４～９月）の西蒲田、中央八丁目地域の呑川の汚染状況について 

 今年の春から夏にかけての汚染の状況を過去と比較してどうだったのかについて、区より報告を

受け、また当方からも宮田さんが日常的に観察している記録データーから、今回過去４年間の比較

分析を行い、その報告を行いました。 

   ＜区の報告＞ 

・今年は昨年より降雨量が少なく、特に大規模な降雨が少なかった。 

・そのため、汚染源の汚物の海への排出が少なく、結果汚染が酷いように 

見えた可能性がある。 

   ＜当方からの報告＞ 

・過去の臭い、スカム、黄・白濁 等の汚染現象の日回数から今年が特に汚染がひ 

どかったとは言えない。 

・降雨による越流の回数が多いと汚染が増える傾向は確認。ただし大雨による大越 

流は逆に川をしばらく清浄にする働きがある。今年は降雨量が少なく、越流が少 

ない、また大雨も少なかった。 

・今期特別に見られた現象として、スカムに白い浮遊物が付着する現象があったが、 

これは硫黄コロイドによるものではないか？ 

の み が わ 
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    ＜意見交換の結果＞ 

・今年の汚染は例年よりひどくはなかったことを確

認。 

・その原因は主に降雨が少なく、越流が少なかった

ことによると思われる。 

・白い浮遊物は過去の分析か越流時の下水道から出

て来たカビによるものではないか、との区の見解が

示された。 

           

 ２． その他の質問事項 （説明をお願いし、多

少の意見交換を行った）          

（１）浮遊スカム対策について                意見交換会の様子 

①ゴミ収集フェンスに溜まった浮遊スカムのバキューム除去について              

②上記手法が困難であるならば、他の方法で浮遊スカムを効率的に除去する手立ての検討 

について 

浮遊スカムの成分（未腐敗有機物と腐敗済み成分の割合等）の調査や川床での滞留の状況について

の把握調査の必要性について 

（２）今年の福岡・朝倉市並の集中豪雨に対する呑川の洪水対策の現状と課題について 

（３）今年の８月２日と９月２１日、池上地区の浄国橋左岸の上流部においてヘデラがまと 

まって川床部へ落下していた原因について 

 

今回の意見交換では最近の呑川の汚染状況について、区からの一方的に説明を受けるだけでなく、

私たちの日常の観察データーから私達なりの分析結果を発表した上、意見交換を行えたことは、大

きな注目点となった。 今後の意見交換会の充実を考える意味でも、機会を見て試みて行けたら、

と考えます。 

 

 呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 第34回    記 可児 昭雄 

     ― ゆ ず り は ― 

 

平成29年も残り少なくなり、あわただしい年の瀬がやって来ました。新年を迎えるにあたって、

門松を飾り、鏡餅を供えます。これらの飾りに使用されるのが、松、ウラジロ、ダイダイ、そして

今回紹介する「ゆずりは」です。 

この樹木の葉柄は赤く、丹頂鶴の頭の上が赤いので、「つるのは」と呼ぶ所もあります。 この名

前の由来は、前年の古い葉が新年の新しい葉が出てから落ちて譲るので、「ゆずりは」と呼ばれるよ

うになりました。 

年季の新旧交代、親子の世代交代に例え、縁起植物として使われています。 
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＊ゆずりは 

 ・ゆずりは科 

 ・常緑高木 

 ・庭木 

＊参考文献 

 「樹木大図鑑」 北隆館 

 「植物一家言」 牧野富太郎                    

        北隆館 

 「草木の本」 湯浅浩史 写真             

               木原 浩 

写真：仲池児童公園・仲池上      

   二丁目、撮影・白石琇朗 

呑川講座 2月より開催 

～大森南図書館と共催で～                   記 菱沼 公平 

 洗足池図書館から始まった図書館での「呑川講座」がその後、蒲田、久が原に続き大森南図書館

で2月3日（土）から5回の講座と1回のフィールドワークで開催されます。 

 基本的内容は変わりませんが、前回の受講者から「呑川がどんな川かということを始めに知りた

い」との声があったので、呑川の流れを最初にしました。 

○第1回 2月3日（土） 14：00～16：30 

     『呑川の源流とその支流』 世田谷区桜新町からの源流と、池上・蒲田地域の 

     六郷用水や支流を中心に話します。 

○第2回 2月10日（土） 14：00～16：30 

     『呑川に見られる生き物と植物』 季節ごとの鳥・魚・樹木・花を大岡山工大橋 

     から河口まで紹介します。 

○フィールドワーク 2月12日（月） 10：00～12：30 

     『呑川中流ウオーク』 夫婦橋親水公園～菖蒲橋～JRガード～堤方橋～池上橋 

     集合：京急蒲田駅入り口1階 10時   解散：東急池上駅 12時30分 

○第3回 2月17日（土） 14：00～16：30 

     『呑川の水害と水質』 呑川の水質の現状。問題点や行政の取り組み。水害とそ 

     の対策。 

○第4回 2月24日（土） １４：００～16：30 

     『歴史の中の呑川』 江戸時代の呑川。戦前の呑川から戦後の呑川の変化。新呑川の開

削や「36答申」と呼ばれる都市中小河川廃止論などの紹介。 

○第5回 3月3日（土） 14：00～16：30 

     『呑川の未来』 都市河川・呑川が皆に親しまれる川になるためには。その未来像を皆

さんと考えます。 

 以上決定しましたので、30名の定員が全部うまるよう取り組みをお願いします。  
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呑川に合流する流れ考  25       記 白石 琇朗 

  ～内川の支流・池尻川の流れ～        地図 寄立 美江子 

 

大森駅西口前の天祖神社の階段を上がり、大森テニスクラブ前の駐車場に着くと「日本帝国小銃射

的協会跡」という石碑があります。ここに14500坪の大森射的場が50年間ありましたが、併設の

5面のテニスクラブを残し、昭和12年に2/3を分譲し移転しました。その時「テニス場の外れに池

があり、そこから流れがあった」とこの隣接の住人

から聞きました。この池尻川の源流跡は山王2－26

のマンションの中を横切り、2－20との境の細い路

地の階段①から暗渠道が北に向って始まり、路地を

下ってジャーマン通りの手前で流れ跡の道に突き当

たります。右側外れのルーテル教会からの流れを合

流して、ジャーマン通りと並行して西へ進む緑道②

を馬込銀座の環七の手前で左折し、池尻川の流れを

彷彿とさせる

崖線に沿う緑

地帯の狭い道

路③を環七

に沿って蛇行

しながら南下

します。  

途中の東側に

弁天池⑤に

囲まれた山王

厳島神社④

があります。

隣接する山王

花清水公園内

に湧水があり、

「御神水 弁天池源泉」⑥とい

う立札が立っていて、これも池

尻川の源流です。    更に

下ると環七に交差する地点に

「昔の内川と六郷用水の流れ」

と「旧池尻川跡」⑦という石柱

があります。子供のころ流れを

橋で渡った場所を歩道橋で渡る

と、左側に流れ跡の緑道が続き、

② 
③ 

④ ⑤ 

⑥ 

①  

⑦ 
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平間街道（いにしえの東海道）を横切る所の春日神社の脇に「明神橋」標柱を確認すると、少し先

で六郷用水北堀跡の緑道にぶつかり、用水に合流していた事が分かります。池尻川は用水開削前は、

更に南下して内川の富士見橋手前で旧内川に合流していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「会 費 納 入」 のお願い ＞ 

☆本年度会費（ 2,000円 ）を未納の方には、振込取扱票を同封しましたので、お手数ですが納入お

願い致します。今後も呑川に関して多方面に活動いたします。 
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  （内村 博明 記） 

 

帷子川は横浜市旭区若葉台付近を源流とし横浜港に注ぐ約１７㎞の川です。昨年は相鉄線鶴ケ峰駅

から下流に向かって天王町まで歩きました。今回は

上流に向かって源流まで歩きます。 

（１）横浜市旭区のグリーンロードを歩く  

横浜市旭区では鶴ケ峰から帷子川源流まで６．７

㎞の散歩道を設定しています。河川改修される前は

蛇行の多い川でたびたび氾濫したそうです。 

歩いてみると所々で蛇行跡を見ることができます。

川の周辺は徐々に宅地化されていますが、高い建

物が少なく畑があったりと広い空間を提供していま

す。 

             【鶴ケ峰から少し上流の景色】 

途中何ケ所か川面に下りられる階段が設置されていますが、

説明板を見ると災害緊急時の消火で取水する施設となっていま

す。川の中では鯉が泳ぎ、小魚が群れを作っています。これを

狙ってカワセミが飛んでいました。中原街道を横切り少し行くと、

側道がなくなり八王子街道を歩きます。途中の福泉寺では見応

えのあるカヤとムクノキの大木があります。 

（２）源流に向かって歩く 

お寺の前からバスに乗り若葉台団地入口から再び歩きます。

黄色く色付いたイチョウ並木を歩くと、道路の上の高い所を緑色

の大貫谷戸水路橋が渡っています。この辺りで川が道路を横切

っていますが見落としそうです。 

 【源流と呼ばれている場所】 

若葉台南側から上川井町小川アメニティと呼

ばれる人工的に造られた川幅５０ｃｍから１ｍ

の小川の脇の小道を歩きます。やがて石の

中央から水が噴き出している源流と呼ばれる

所に到着します。奥には網フェンスがあって

流れが続いていますが、徐々に道路から離

れていき草木が繁茂していて入れません。

晴天のもと１６名参加の楽しいウォーキングで

した。                                   【公園橋での集合写真】 

（都市河川ウォーク） 
帷子川（かたびらがわ）ウォーク（2017/11/19） 

― 鶴ケ峰から源流に向かって ― 
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    森ケ崎水再生センター    

の見学会実施報告   記 菊池 均 

   

○ さる１１月２９日（水）に呑川ネット主催の「森ケ崎水再生セ

ンター見学会」を実施しました。森ケ崎水再生センターは東京

の大田区、目黒区、世田谷区の城南３区と渋谷、杉並区の一部

を含む下水処理を一手に行っていて、日本一の規模を誇る下水

処理施設です。 

一行は１５名で説明員の方が親切に説明を行ってくださいま

した。 

簡単に聞いて来た処理施設の特徴についてお話しましょう。 

規模：処理区域－上記の 14,675ｈａ 東京区部全体面積の１/

４に当たる。 

処理工程は①沈砂池（大きなゴミの除去）②反応槽（微生物に

よる汚物の分解） 

③第二沈殿池（微生物の活性汚泥を沈殿分離）④塩素

接触槽（処理水を塩素消毒する） 

→ 海へ放流   さらに一部は砂濾過等の 高度処理をして利用している。 

発生した汚泥の一部は南部スラッジプラ 

ントに送り処理し、その処理灰の約３０ 

％はセメントの材料として活用されている。 

省エネ対策として汚泥から出るメタンガス 

を利用したバイオマス発電、東施設の上部 

を活用した太陽光発電（最大出力１ＭＷ） 

を導入している。 

東施設の屋上部をコアジサシの営巣地とし 

ても提供している。 

主なところは以上です。呑川の水のほとんどは落合水再生センターからの処理水ですが、都市の環境維持

にとって、水の再生利用の重要さを再認識いたしました。 

尚、平日はどなたでも見学が可能です。興味がある方はどうぞ。 ＜見学窓口：03-3241-90944＞ 

  

          

                               

「呑川の会のベスト」制作 (記 寄立美江子) 

呑川の会も外へ発信する様々な行事に呑川の会員である証に、呑川の会のベストを

着用したらと云う話が出て、制作することになりました。夏冬通して着用出来るよ

うにと色々選択した結果、写真のような袖なしで、写真の見本は青ですが、呑川の

は水色です。夏は汗がべた付かないメッシュを背に、また、冬に着用出来るように、

ひとまわり大きめの物を注文することになりました。ご期待ください。 

（サイズ確認は12月定例会で実際に着ていただき、発注する予定です。） 
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「呑川の会」当面の活動日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆2月の呑川の会定例会は、呑川講座の日程と重なりますので、改めて、お知らせします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「呑川の会・12月定例会」 

2017/12/9（土）13：30～16：30 

「蒲田小学校」会議室 

---------------------------- 

会議終了後、年末恒例の「懇親会」を

開きます。お時間のある方はぜひご参

加下さい。 

「新・流れる」編修会議 

2017/12/16（土）13：15～17：15 

「久が原図書館」多目的室 

--------------------------- 

*今回から執筆者を含めた個別原稿

の読合わせ・検討会を行います。初

回は「植物」の章から。 

 

「呑川ネット・12月定例会」 

2017/12/20（水）10：00～12：00 

「生活センター」講座室 

---------------------------- 

会議終了後、12：15より 

「ギリシャレストラン・スピローズ」に

て「忘年昼食会」を開きます。 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 

「呑川の会・1月定例会」 

2018/1/11（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 

---------------------------- 

「呑川の会・3月定例会」 

2018/3/8（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 

「区民活動フォーラム」 

2018/1/28（日）10：00～ 

「生活センター」にて出展 

---------------------------- 

「大田区エコフェスタ」 

2018/2/25（日）10：00～ 

「おなづか小学校」にて出展 

 

「連続 5回・呑川講座」 

「大森南図書館」にて 14：00～ 

（開催日）2018/2/3、2/10、2/17、

2/24、3/3。毎週土曜日 

---------------------------- 

講座連携「呑川中流ウォーク」 

2018/2/12（祝）10時「京急蒲田」会

議終了後、1 

＜編集後記＞ 

会報「のみがわ」は多くの諸先輩、愛読者、会員のご協力で今回90号を重ねることができました。 

初めて編集に携わりましたが工藤氏の応援を得てようやく発行に至りました。パソコン技術の未熟

を痛感しました。何事も経験が大事ですが歳を考えてしまいます。呑川の環境が年々良くなってい

くこと、また多くの方が郷土の川として誇りを持てるようになることを期待しています。 

来年も皆様にとってよい年でありますようお祈りいたします。 

（橋本文興） 
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