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呑川の会ニュース 

０８８８年８月１１日号   
０８８８年 ８月１１日発行 

連絡先 ／８／０，６５４，／８７／ 事務局携帯 
 

   

三番瀬の見学会から秋の活動開始  

   
７月２０日、役員会を行い、今年度後半の活動について話し合いました。 

年間計画の中から三番瀬の見学を十月に行なうことにし、増田さんに連絡

をとっていただくことにしました。 

別記のように日程と案内する方も決まりましたのでぜひお出かけください。 

 

呑川の水質についての学習会を別に行なうことになりますが、日程は未定

です。 

呑川の看板が１箇所に立つことになったことも報告されました。 

 

他の団体から内川河口の埋め立てを凍結するようにとの署名がまわってき

ました。会としては別途、その理由、予算、環境に与える影響などについて

区に質問状を出そうということになり現在準備中です。  
   

三番瀬見学会 
日時 十月十一日（月） 休日 弁当持参 
集合 ＪＲ線 品川駅 ＪＲ線構内 京浜急行乗り換え口付近 

   午前９：３０集合 切符はＪＲ線船橋まで購入してください。 
案内と講師 
   安達宏之さん（三番瀬フォーラム事務局長） 

   雤天中止とします。小雤实施。はっきりしないときは会長あて
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電話してください。 
日 程 

品川⇒秋葉原乗り換え⇒ＪＲ船橋⇒バス・船橋海浜公園行きにて終

点まで 

現地で講師の方と落ち合い、三番瀬見学。 

００時４２分が引き潮＇中潮（ですので午後０時には引きあげて公園に

て昼食。 

三番瀬問題について質問、交流を行ないます。 

終了午後１時半ころ 
持ち物 
    長靴またはブーツ､ 双眼鏡または望遠鏡(ある方) シャベル 

    敶物  弁当 写真など記録用品 
見 所 
    干潟の生きもの  ハマシギ カモ類 

    現状をよく見、フオーラムの方のお話を聞いて埋め立て問題を考えま

しょう。 

呑川の鳥類継続観察記録が 会員のＦさん

から届きました 

  

 八月末、南雪谷三丁目にお住まいのＦ会員より封書が届きました。 

Ｆさんは、８７年０／月から２か月ごとに呑川の居村橋から下流の旫橋までを

歩いて、特に鳥類の観察記録をつけました。 

 

 今年七月までの四回の記録が通過した橋周辺ごとにまとめられています。

別紙にそのコピーを掲載させていただきますが、このような観察記録はたい

へん貴重なもので、その努力に深く敬意を表したいと思います。 

 

 今後も続けたいということですので、その成果が届けられるものと期待して

います。 

Ｆさんは、鳥類だけでなく魚類＇一部实施・８８年６月（や昆虫などもおもしろ

いのではないかと言っています。 

 

 今年は、温帯低気圧による大水が各地で起こっています。呑川についても

大水のさいの水位や状況、雤後のようすなども含めて、どなたか定点観察
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をしていただければ貴重な記録になると思います。近くに住んでおられる方

で、観察できたときだけでも記録をとっていただけないものでしょうか。＇Ｏ（ 

 

追記、九月一七日朝、久根橋、池上橋間でカルガモが０６／羽以上観察でき

ました。朝の散歩のさい数えてみました。 

夫婦橋児童遊園工事 説明会 開かれる 

  

 九月十七日夜、大田区土木部公園課が为催して、夫婦橋公園改良工事

についての地元に対する説明会が行なわれました。 

 

 会員からＭ、Ｙ、Ｏが出席。Ｙさんは「呑川の環境を考える会」としてプリント

を用意し要望事項をまとめていました。 

 

 説明資料によると概要次のようなります。 

 

工期 ９ 平成十一年九月～十二年二月 

概要 ９ 都建設局が行なった造成工事が終わったところに、大田区土木部

が企画した岸辺にも近寄れる児童遊園を建設する。 

緑化施設、遊園施設、案内版、休養施設、非常用船係留のための船柱、管

理施設などができます。 

 

図面もいただいてきました。 

 説明は区と工事担当者により行なわれ、参加者から工事期間中の環境に

対する細かい注文がたくさんでました。 

 都の工事のときは振動でかなりの悪影響がでたようで、期間中の環境設

定について細心の注意をはらうとの回筓がされていました。 

 

 このような住民説明会をしたことは大切で、Ｙさんからは、工事終了後の管

理運営にも住民参加をという意見もだされていました。 

 

 呑川の会提案の案内版設置も確定し、夫婦橋親柱も装い新たに設置され

ます。 

   

連載 呑川生きもの紀行  （７）  
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鯉 （コイ） 

増田 直也 

   

 最近、呑川の橋の上から大きな鯉を釣っているおじさんがいる。

通りがかりに見ていると、「一匹持っていかないか」と声をかけら

れた。 

 

 「食べるのですか」と聞くと鯉こくや甘露煮にして食べるのだと

いう。鯉はパンの耳で簡卖に釣れていた。大きいのでリールで上げ

るのに苦労していたが、「この糸は切れない」と自慢げに語ってい

た。ユスリカ駆除の為ホルモン剤を上流で流しているとはつい言い

そびれたが、呑川の水など何が入っているか分かったものではない。 

 

 鯉は多摩川等でも増えていて、丸々と太った奴が釣られて捨てら

れている。環境ホルモンの影響で生殖器に異常があるものまでが発

見されて、新聞やテレビでも話題になった。大変な悪食で何でも食

べてしまうから、増えすぎて生態系に影響もでる。 

 

 それでも三面コンクリート張りの水面（みなも）に魚影があると、

なぜか心が安らぐものである。餌をやっている人も良く見かける。

産卵期には、浅瀬でバシャバシャと音をたてて、ビニール袋やコン

クリートにまで卵を産みつけるというから、たくましいものである。 

 

 今頃鯉に舌づつみをうつおじさんの無事を祈りたい。 

つづく  

講談社版日本語大辞典より  

鯉 こい  

 コイ科コイ属の科の淡水魚。全長は６０～８０cm。上あごに二対

のひげがある。湖沼や河川の中流・下流にすむ。雑食性原産地のユ

ーラシア温帯から世界各地に移されて普及。養殖ゴイとして食用品

種はヤマトゴイ・ドイツゴイ、観賞用品種はヒゴイ・ニシキゴイな

ど。  

会の内外 
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〇 見学会の紹介 

テーマ：「二か領用水と新宿河原堰」を歩く 

主催 ：歴史教育者協議会大田支部 

日時 ：１０月１７日（日）１０時～１５時 

集合 ：田園都市線 溝ノ口駅前広場 弁当持参 

案内 ：波多野章 大坪庄吾 

参加費： 呑川の会会員は５００円、一般６００円 

コースの概略 

六郷用水と一緒に作られた二か領用水は現在でも多摩川から取水して

います。 

国指定文化財円筒分水樋、昨年完成した宿河原可動堰まで 

申し込み 

１０月１３日まで大坪庄吾あて電話・ＦＡＸ・はがきのいずれか申し

込んでください。 

呑川の会ニュース   

１／／／年１月１０日号    
１／／／年１月１０日発行  

連絡先 ／８／０，６５４，／８７／ 事務局携帯 
 

   
だんごむしプロジェクト  
「まちの自然は今」展示に参加します  

   
 一月に大田区環境保全課より案内があり、東京都教育庁生涯学習部

からのよびかけによる展示への協力要請がありました。  
   
 役員会で対応することにし、呑川の自然についての簡卖な展示をつ

くり参加することにしました。下記の日程で行なわれますのでご都合

のつく時間におでかけください。  
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テーマ いのち棲むところ  

まちで見つける人と自然のつながり  

   

日時 ２０００年３月７日～１５日  

会場 大田区役所１階ロビー  

   

 呑川の会、内川をよみがえらせる会 多摩川探検隊、大田区に昆虫

の楽園を作る会、大田区環境保全課の作成するパネル展、皆越ようせ

い氏の写真展があります。  

   

 模造紙大の展示わずか３枚ですので、内１枚は他会場へ巡回をする

「呑川と生きもの」を中心とした「呑川の会」紹介パネルを、他の２

枚は「呑川の生きもの～ユスリカ～」（高橋さんの研究をもとにした

もの）を展示することにしました。  

   

 展示は三月一八日、東京工大で行なわれるシンポシュウム「都市に

棲む生きものについて語ろう」（４頁参照）と目黒区川の資料館でも

３月２２日～４月１６日まで行なわれます。  

   

 だんごむしプロジェクトとしてのさまざまな催しが、別紙案内のよ

うにありますので紹介いたします。  

   

 大田区では「内川河口のうめたて」問題もあり、工大でのシンポジ

ュウムはたいへん勉強なりますので会としても参加をよびかけます。

シンポのどこかで前記各団体より５分程度のコメントの時間もありま

す。呑川の会については大坪会長が発言する予定です。  

   

   

   

見学会のお知らせ  

呑川の源流跡をたずねる  

   

年間計画にも予定していた見学を下記のように行ないます。ふるって

ご参加ください。  
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日時 ４月２日（日）・待ちあわせ下車ホーム内  

集合 午前十時 新玉川線 桜新町駅ホーム  

（大井町線 「二子玉川園」にて新玉川線渋谷水天宮方面行きに乗り

換え二つ目）  

   

【おもなコース】  

桜新町駅～国道２４６号～日本体育大前～都立大駅前、第一次解散。

都合のつく方は～緑が丘呑開架口まで行き第二次解散  

全行程約５．５キロ 都立大までは４キロ  

   

【案内】 高橋会員  

【持ち物と参加費】  

途中で昼食 花見も兼ねますので弁当など持参ください、コンビニも

あります。  

敷物、参加費５００円  

   

【見どころ】  

 かつて湧水源流があった所は今はありませんが、市民が手がけた手

作り水辺賞（平成６年）に輝く親水水路が、二キロメートルもつづく。

水辺の植物が生え、カモ類も泳ぐ。蛇行した河川、植生を促す護岸、

カモたちの居場所づくりなどの工夫が見られる。  

   

 日本体育大付近も昔は沼地で、呑川に注ぐ水源の一つだったが、今

は埋めたてられている。  

   

 ここからは「呑川本流緑道」と名づけられ、目黒区側は「歴史と文

化の散歩道」と冠して、随所に説明板がある。  

   

 春には桜並木が我々を歓迎してくれる。散歩道は土を残し、植物も

豊富で細長い公園風であるが、新しく改修したところは、無味乾燥な

舗装と児童遊具の設置が見られる。  

   

 途中で駒沢公園の湧水から流れ込んだ水路跡「呑川駒沢支流緑道」

や、「柿の木坂支流緑道」が合流する。流域には神社・お寺・池など

も多い。  
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 都立大から呑川開架口までは桜並木の道、途中で落合浄水場からの

処理水をポンプアップするところも通る。  

   

   

お知らせ  

【呑川の会総会予定】  

 ５月２０日（土）を予定していますが、未定。記念講演を交渉中で

す。  

次回のニュースでお知らせします。  

   

【大田区環境マップ作成について】  

 大田区環境保全課が「おおたエコプラン」推進のため西暦２０００

年の大田区の環境を調査、記録し、環境マップ作成の仕事をすすめて

います。一月末、实務をすすめている日本環境財団の方が来られ、役

員の一部が話を聞きました。 その後役員会で会の日常活動の自主性

をそこなわない範囲で、協力できること、紹介できることで対応しよ

うということになりました。  

   

 この事業は、緊急地域雇用特別補助事業として一定期間雇用関係が

発生します。すでに調査への参加のよびかけがきています。会員の方

に声をかける場合もありますのでご了承ください。対応窓口は会長が

当面あたります。  

事業への参加資料  

 緊急地域雇用特別事業として調査員になった場合１日９０００円程

度の手当てが支給される。そのため職業を持たない大田区内在住者が

対象。  

   

９９年度は冬鳥調査、樹木、生け垣調査等  

事務所 （蒲田駅周辺にできるとのこと）  

問い合わせ先 日本環境財団   

   

   

連載 呑川生きもの紀行  （９）  
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カルガモ（軽鴨） 

増田 直也 

   

 ここ数年呑川ではカルガモが大幅に増えている。正確に数えた事は

ないが、流域全体で３／／羽位はいるだろう。どちらが先か分からない

が餌を与える人も増えている。  

   

 餌をやるのは呑川に限った事ではないが、カルガモがこんなにいる

所を他に知らない。冬場ならオナガガモが餌場を席巻するはずだが、

オナガガモをほとんど見ないのも不思議な事である。  

   

 サンドイッチになんでパンの耳がないのか深く考えた事はないが、

野鳥に餌をやることを趣味や生きがいにしている人々はパン屋さんに

日参している。  

   

 野の鳥を餌付けるなどと言うことは野鳥を狩猟の対象にしてきた日

本では文化として考えにくかった事である。カルガモも節操なく簡卖

に餌付いてしまうところが今風なのだろうかと考えていた矢先、とん

でもない事实が判明してきた。  

   

 都会にいるカルガモのほとんどが自然農法などで放なたれたり、河

川や池に捨てられたアイガモ（合鴨：あいがも）との雑種ではないか

というのだ。アイガモはマガモから人為的に作られた家禽だが、その

痕跡が都会のカルガモに見ら  

れるというのである。  

   

 数年前、皇居近くの小さなコンクリートの池で繁殖したカルガモが

世間を騒がせていた頃、呑川の橋の下で営巣しているカルガモを見た。

カルガモの巣が自然界でいかに見つけにくいかを知っている者にとっ

ては信じがたいことであった。  

   

 三面コンクリート張りに下水処理場からの処理水を流している呑川

と偽のカルガモの群れ。毎年大雤で流されてしまう雛たち。そこで毎

日パンをやる人間。これらは皆、現代というものを象徴してはいない

だろうか。  
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＊カルガモは他のカモと違ってオス、メス同色で、見分けがつかない。

日本全土で繁殖する留鳥（一年中見られる鳥）である。  

   

   

＜１／／／年１月１０日号・以上＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川の会ニュース   

１／／／年４月号    
１／／／年４月１１日発行  

連絡先 ／８／０，６５４，／８７／ 事務局携帯 
 

第３回呑川の会総会のご案内  

 
呑川の会は結成以来四年目を迎えます。 

 

  １／／／年度の活動の発足もかねて下記のように総会を行ないます－記念

講演も行ないますので、未会員の方もおさそいのうえぜひご出席ください－ 

 

日時 ５月２日＇土（ 

集合 午後０９０４ 

開会 午後０９２／ 
会場 大田区産業プラザ５階Ｆ会議室 

  京急京浜蒲田駅下車２分 

第一京浜国道の向かい側地図参照 
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第，部 記念講演 

  「呑川親水公園のできるまで」 

講師 砧地域公園管理事務所所長 東 まゆみ 氏 

 

記念講演に先立ち、四月二日に行なった「呑川の源流跡をたずねて」のビ

デオを上映します。呑川の源流付近から都立大学を経て緑が丘の落合浄

水場からの処理水排水口までの見学会記録。 

 

 

第１部 総会  

 

      あいさつ・議長選出 

議事 

活動報告 

会計報告 

会計監査報告 

新年度活動計画提案と討議 

役員選出 

議事終了 

新会長あいさつ新役員紹介 

定例会と当面の日程 

 

第２部 夫婦橋公園＇児童遊園（見学 

 

外に出て近くに１／／／年春完成した夫婦橋公園の見学を行ないます。呑川

の水面に近寄れる新しい公園です。「呑川の現境を考える会」や市民運動

で生まれかわり、呑川の会も協力してできた公園です。 

終了 ９ 午後３時半ごろ 

 

１／／／年度呑川の会活動計画案 

以下は、役員会で討議した素案です。ご検討のうえ出席ください。 

規約にもとづいた方針により、以下の活動を進めたいと思います。 

 

①河川環境改善のための活動 
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 ○流域調査を通して上流・中流・下流地域での問題点を 

  さぐり解決への模索をする。 

 ○生きもの、周辺の環境、施設についても調査検討しま 

  す。呑川流域調査案も提案します。 

 ○具体的なものがまとまれば行政に提言する。また要 

  請があれば検討の上協力する。 

◎ウォーキングなど 

 ○呑川の下流と旧呑川緑道公園見学 

 ○野川または矢川の流域見学 

 ○多摩川１／／／年の記録運動への参加 

 ○呑川の流域調査の開始 

◎ＰＲ、広報活動 

 ○会員の募集、ホームページの活用 

 ○会活動を紹介する活動強化 

 ○ニュース紙面の改善＇編集体制・印刷・発送などの 

  仕事の分担（ 

 ○連絡網の活用 

 ○大田区報＇みんなのひろば（への掲載 

◎他団体との連携、交流 

 ○大田区環境フェア＇秋（への参加 

 ○他団体の活動紹介など 

◎学習会など、交渉予定 

 ○講演会 「下水道と河川」 講師未定 

 ○大田区環境調査について 講師 大田区環境部 

○関連ある講演会の紹介 

※これは役員会で出たものをまとめたもので会員の皆様 

 の積極的な提案も大歓迎－みんなでつくる呑川の会に 

 するためによろしく。 

第二回 １／／／年の多摩川を記録する運動に参加して          

Ｋ会員 

 

 

 ３月１２日＇日（晴れ 気温１３度 南よりの風つよし。 

 前回に続き、左岸の／ｍより１km 地点までを担当しました。 

葦の枯れ木ばかりだった川原も今は緑が一杯でした。参加人員の関係で担

当部門もそれぞれ増やしました。 
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 いざ出発すると、突然の突風に帽子は飛ばされるは、メモ用紙はパラパラ

めくれるはで、記録をとるのに苦労しましたが、天候の故か人影も疎らでし

た。 

 

 わたしの担当した船舶も疎らでした。前回は、停泊している船も全部記録

しましたが、今回は乗船している場合だけということで屋形船を含めて僅か

に七隻しか見られませんでした。因みに停泊している船は０／５隻もいました。

また、釣り人も５＊２＝８人でした。 

 これは強風のせいだと思います。また、カワウも強風のためか大幅に尐な

い６８羽しか見られませんでした。 

 

 また、今回のテーマの一つ「タンポポ」の調査は、群生地がなく所々に生え

ている程度でしたが、在来種と外来種の見分け方なども勉強しました。 

 

 今回は「呑川の会」としては参加打ち合せがなかったので「第１回 住民参

加型一斉調査实施メモ」が入手できずに参加しましたが多摩川探検隊の友

人に色々教わり、無事終了できました。有難うございました。次回６月にむ

けて頑張りましょう。 

連載 呑川生きもの紀行  （１０）  

   

ツ バ メ  （燕） 

増田 直也 

   

 今年のツバメの初認日＇始めて見た日（は、たしか２月下旪の桜が咲く尐し

前だったと記憶する。ツバメは東南アジアからやってきて日本や中国などで

繁殖を終え、秋にはまた南へ帰ってゆく夏の鳥だ。 

 燕尾服を着て、額から喉元にかけて赤いのが町でよく見られるツバメで、

大田区内には他にイワツバメとコシアカツバメがいる。 

 

 ツバメは人通りの多い商店街の軒下などに巣を作るが、最近は雤よけの

軒がない家が増え、家探しに四苦八苦している。困っているのは家探しだけ

ではない。巣を作るための土や水、それに雛を育てるための昆虫などが町

から姿を消してしまったのだ。 
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 外敵から身を守るために人家に巣を作るが、頭の良いカラスなどは、雛が

巣立ちする時に待ち伏せをして襲ってしまう。 

 ツバメ受難の時代と言えようが、最近ではツバメのためにカップ麺の容器

を巣箱のように取り付けているのを見かける。 

 

 呑川上流部ではユスリカの大発生が問題となり、ホルモン剤をまいて幼虫

の生育を押さえたり、産卵場所である藻をクレーンまで使って取り除いたり

と大騒ぎである。 

 夏の夕暮れ時、呑川沿いに自転車を走らせていると、たくさんのツバメが

口を百八十 度あけて口の中に入ってくるユスリカを捕食しているのに気が

ついた。しばらくするとコウモリやギンヤンマもやってきてユスリカ退治に加

わった。 

 そればかりではない。ユスリカの幼虫を食べにおびただしい数のドジョウ

が集まっていた。 

餌のあるところにはそれを捕食する者がたくさん集まってくるものだ。 

 

 夕暮れ時の呑川は鳥獣虫魚＇ちょうじゅうちゅうぎょ９コウモリは哺乳類（で

賑やかさを増し、束の間、川本来の姿を取り戻しているようだった。 

 

※１／／／年・「大田区の環境を記録する会」＇委託９大田区（ではツバメの生

息实態を把握する為、ツバメの調査を開始しました。 

ツバメを見かけた方はぜひとも御連絡を願いたい。 

  連絡先は以下です。 

 

大田区池上６，５，６エクセル池上１／０、「１／／／年大田区の環境を記録す

る会」 

 電話、ＦＡＸ９４６３７，７６５４ 

 

会のうちそと 

 

○だんごむしプロジェクトによる呑川の会他の展示が終了し、まとめと報告

がきました。 

 

○養源寺前の呑川の案内板完成。カラーによる呑川情報や生きもの数種

紹介。 
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○歴史教育者協議会大田支部で内川河口の見学会四月实施。天然干潟を

守る会の協力。 

 

○内川河口の干潟工事がいよいよ始まろうとしている。 

 タウン誌「おとなりさん」亓月号に特集。ぜひ読んでほしい。 

 

○１／／／年 多摩川を記録する運動 

 第２回は６月１２日。新たに協力できる方は増田さんに連絡を。 

＇事務局で取り扱います。／８／０，６５４，／８７／まで（ 

 

昨年度呑川の会によせられた資料・アンケート＇順不同（ 

 

・呑川鳥類の調査 １／／／年３月まで ＇福五会員（ 

・８７年度大田区環境調査報告 ＇大田区環境部（ 

・建設省環境行政への意見まとめ回筓 ＇建設省からのアンケート（ 

・身近な生き物調べ、 セミ 報告書 

・みどりの情報誌 Ｌｅａｆ各種 ＇大田区発行（ 

・東京都水保全計画中間のまとめ 平成十年度  

・ ＦＲＯＮＴ環境学習最前線＇雑誌（ 
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呑川の会ニュース   

１／／／年６月号    
１／／／年５月２／日発行  

連絡先 ／８／０，６５４，／８７／ 事務局携帯 
よりよい呑川の環境を求めて  
１／／／年度総会・記念講演で励まされる  
   
 ５月２日＇土（午後蒲田産業プラザ会議室を使って１／／／年度呑川の会の

総会が行なわれました。  

   

 総会に先立ち、３月１日に私たちの会がおこなった「呑川源流跡をたずね

て」の記録ビデオが上映され、源流跡に「呑川親水公園」を作るために当初

からかかわってきた、世田谷区の東まゆみさん＇現在砧地域公園管理事務

所長（から、埋められようとした呑川の復活を願った地域の人々との共同の

力で公園ができる までのお話を伺いました。総会の記念講演にふさわしい

内容で、その概要は次頁に掲載しました。＇左フレーム「2000 年６月記念講

演」にリンクしています（  

   

 続いて総会に切り替え、０８８８年度の活動報告、会計報告、会計監査報

告がなされ承認されました。＇欠席の方には資料同封（  
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１／／／年度の活動計画  

   

概要以下のことが提案されが承認されました。  

   

① 河川環境改善のための活動  

・流域調査を通して上流・中流、下流域での問題点をさぐり、解決への模索

をする。  

   生きもの・周辺の環境、施設についても調査検討します。  

 ＇役員会で具体化し提案します（  

・具体的なものがまとまれば行政に提言する、 また要請があれば、検討の

上協力する。  

   

② ウオーキングなど  

・呑川の下流と旧呑川緑道の見学  

・野川または矢川の流域見学  

・多摩川１／／／年の記録運動への参加  

・呑川流域調査の開始＇来年度にかけての实施案を出します（  

   

③ＰＲ・広報活動  

・会員の募集。ホームページの活用  

・会の活動紹介を強化する  

・ニュース紙面の改善＇編集体制・印刷・発送などの仕事分担（  

・連絡網の活用＇間違え等訂正し後日再発行（  

・大田区報への掲載  

   

④他団体との連携  

・大田区環境フェア＇秋（への参加  

・池上文化センター祭りへの参加  

・他団体の活動紹介  

   

⑤学習会など  

・講演会 下水道と河川  

・大田区環境調査について 大田区環境部調査報告書をめぐって  

＇日時等については交渉の上役員会から提案（  

・関連ある講演会の紹介  
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役員 ＇省略（  

 

・なお、１／／／年度会費を当日から集めはじめました。昨年度未納の方は１

年分をお送りください。  

   

〇総会終了後今年度完成した「夫婦橋公園」の見学をしました。  

 着船場は災害時に海からの物資搬出入ができることが名目ですが、今ま

でより岸辺に近付ける施設へゆるやかな傾斜で近付くことができます。  

 また路面には野鳥や魚のタイルが敶かれ、「夫婦橋公園」のいわれを書い

た案内板＇当会の協力（や旧夫婦橋の親柱などが公園内に置かれていまし

た。  

地元の方々、呑川の環境を考える会などのバックアップのたまものです。  

 

○なお、呑川生きもの紀行 今回はお休みします。 

 

2000 年６月号記事ページは以上です。 

 

続けて記念講演を読まれる方は下のリンクで。 

  2000 年６月講演記録  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaiho00azuma01.html
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呑川の会ニュース   

１／／／年８月号    
１／／／年７月２／日発行  

連絡先 ／８／０，６５４，／８７／ 事務局携帯 
呑川の１／／／年を記録しよう  
    同封ハガキで回筓願います。  
   
  いよいよ呑川でも多摩川のイベントを見習って、全員参加による観察記

録を行うことになりました。今年度の活動方針にもとづき、７月 28 日の役員

会で次のように具体化してみました。  

   

○实施日８月 15 日(日) 予備日 16・17 日 

○会員による同時・多地点調査で行う。 

○全員参加をめざす。 

○水質・生物などの定量的調査は行政や日本工学院の猪口先生が行って

いること、水面に降りることができないなど制約もあるので、当面は目視で

の観察とします。 

○観察項目はあらかじめ決められたものに加えて、現場で観察者が気づい

たことを重要なものとします。次の調査の際の観察項目にくわえたり、課題

の発見につなげたりできるからです。 

○回収は調査用紙をハガキとし、事務局宛投函するものとします。 
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○調査地点はお住まいの最寄りの橋の上とします。 

○できれば写真を撮っておいてください。 

 水面と同時に川をめぐる町の様子、人の様子が記録できるといいですね。 

○同時観察を原則としますが、ご都合により、日時に幅をもたせました。 

○会員以外の方でご協力くださる方があればご紹介ください。会報とハガキ

をあらかじめお送りします。 

  

野川と次大夫堀公園見学会  

   

８月０／日＇日（ 集合９二子多摩川園改札口 午前８時 30 分  

   

 小金五市に水源を持ち、世田谷区二子多摩川で多摩川にそそぐ野川は、

各所で自然の保全を目指す団体の運動が活発ですが、今回は下流に近い

世田谷付近の見学です。現地の活動グループから榎本さんがご案内くださ

います。  

 あわせて、築０４／年の農家を保存し、世田谷の農村風景を再現した次大

夫堀公園を見学します。田圃の稲穂や赤トンボ、小川のザリガニたちが、か

つての多摩川周辺のありさまをおしえてくれます。  

 野川の河原や水の音からも、季節の変わりを感じることができるかもしれ

ませんよ。  

  

第２回「１／／／年の多摩川を記録する」に参加して  
 

                              Ｋ会員  

 

   第０回目が０月 23 日 大寒に入ったばかりで寒かった。第１回は３月 23

日、強風の日で吹き飛ばされそうだった。第２回目の今回は、最高気温 36

度という猛暑で暑かった。  集合場所の羽田「天空橋駅」の地下は涼しかっ

たのですが、一歩屋外にでると、ドット汗が、染み出てくるような暑さです。取

り敢えず記録地点の１標識から下流の／ｍ地点を目指して出発することにし

ました。 

 

 護岸には車が多数駐車していました。多分釣り舟の実のものか？川辺で

釣り人が竿をたれている。海老取川から上流はハゼ釣りの人達で、40 人程

見かけました。下流の方は大物狙い釣り人がパラパラ３～４人見られました。
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川辺の葦も手入れされた跡がみられ、見通しもよくなっていました。釣り舟な

どは出払った後ですが、レシャーボート等が 20～30 隻位いました。 

 

 鵜も暑いせいか、あまり多くはなかったが、途中見かけた青鷺の番の大き

いのに驚きました。また、東急ホテルの中庭では水着姿の カップルが大勢

ベンチで涼んでいました。私たちは木陰もない炎天で汗まみれ、ちょっと羨

ましかった。  九州沖縄サミットの警戒の余波か羽田地区の歩行者は疎ら

でしたが、空港行きの車やモノレールは結構混んでいました。また、岸辺の

粗大ゴミは自転車や古タイヤが目につきました。 

 

 前回、前々回と振り返れば、やっぱり暑いより寒い方が良かったかな、な

んて話もでました。  次回は、10 月 22 日。秋風の吹くころですが、今度は

どんなトラブルがあるか楽しみです。  

１／／／年の多摩川を記録する運動 次回は 10 月 22 日＇日（です。  

 

連載 呑川生きもの紀行  （１１）  

蝙蝠（こうもり） 

増田 直也 

   

 黄昏時、養源寺付近を散歩していると、三面コンクリートの無機質な空間

をハタハタと飛ぶものがいる。 

夏の黄昏時は明るいと言っても、もう５時半を回っていた。なんだろうと川面

を覗き込むと、ツバメが餌を探して水面すれすれに飛んでいた。それとは別

に狭い空間を黒いものが素早く行ったり来たりしている。それも一匹ではな

い。 

 

 何時の間にか白日の帝王ハシブトガラスやツバメは姿を消し、暗くなり始

めていた。腕時計を見ると６時になっている。時間と共にその数を増し、街

路灯の白い光が川面に映し出された頃その数は 10 を超えていた。いった

い呑川にはどれ位の蝙蝠がいるのだろう。 

 

 蝙蝠は鳥ではない。れっきとした哺乳類である。それくらいの知識しか持ち

合わせていなかったが、子供向けの「コウモリのふしぎな世界」＇前田喜四

雄著９大日本図書刉（という本を読んで驚いた。 

以下抜粋～ 
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 『コウモリは全世界に０／／／種くらいいます。地球上にいる哺乳類が約３／

／／種なので、その３分の０を、コウモリがしめているのです。日本には１８種

のコウモリがいます。日本の哺乳類が０／／種なので、そのうちコウモリは２

分の０近くをしめていて、もっとも多くなります』だって。 

 

 呑川で見られる蝙蝠は市街地に多いアブラコウモリという種類で、一晩に

蚊を２／／～４／／も食べ、昼間は建物の隙間や樹洞で寝ていて、そこは繁殖

にも使われるとのこと。しかし最近は隙間や樹洞が尐なくなり、海外では害

虫を駆除してくれる蝙蝠の為に巣箱を作っているそうです。 

 あなたも不思議いっぱいの蝙蝠をウォッチングしてみませんか 

 

 

Ｆ会員の呑川鳥類カウント 

 福五会員から呑川の鳥類カウント報告＇昨年 10 月．今年０月・３月・６月（

が送られてきました。前回の報告に引き続き、全員に増し刷りしてお送りい

たします。また、お手紙が添えられていたのでご紹介します。 

 ６月の鳥類カウントがまとまりましたのでお送りします。  20 日にカウント

していたのですが６月末の退職を控えて仕事などで多忙だったので整理が

遅れました。 

 

 昨年に比べ鳥の種類、ボラの稚魚は多くなったように思うのですが、コイ

の上限が八幡橋＇ただし、私の見たときだけかもしれませんが（なのは何か

あるのでしょうか。せめてコイだけでももっと上流まで来て欲しいものです。 

 前述のとおり６月末で時間がとれたので、これからは好きなことを、そして

呑川についてももう尐しいろいろ考えてみたいと思います。 

 継続してこれだけ広範囲に記録をされていることはすごいことです。前回

の報告がすでにホームページに公表されていますが、追加して収録公表し

ていきます。今後もよろしくお願いいたします。 

 

 

病床からのたより       呑川の会代表 Ｏ 
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 ５月末、小さな腫物ができ、医者にかかったらただの皮膚疾患とは、ちがう

と昭和大学を紹介されました。腫れはひろがり、ついに６月４日から入院と

いうことになってしまいました。 

でも、現在は回復しつつあり、時間との勝負です。年をとると、いつどんな災

難がくるかわかりません。原因は未だ不明ですが、治ることは確实で専ら療

養に専念しています。 

 

 とはいっても、病院にノートワープロを持ち込み、いくつか所属する会の仕

事をしたり、ＦＡＸの送信、メールの送受信もしています。呑川の会の役員さ

んもお見舞いにきてくださり、たいへん嬉しく、「汽水域セミナー」の連絡やら

「呑川の会」ニュース原稿など、ちょっとお手伝いできるのが、せめてもの救

いです。 

 秋の行事も計画してくださっているようです。退院は未定ですが、８月初旪

の見通しがでてきました。見学会など体力がつくまでしばらくはお休みさせ

ていただきます。 

 

 「呑川の会」も一定の市民権を得て、各所から環境問題についての声がか

かります。０／月には汽水域セミナーも開かれます。そのころには多分復帰

できることでしょう。 今年の目標である「会員をふやす」ためにひとりひとり

の会員が自分のできることで支えてくださることを望みます。 

 

１／／／年７月 28 日 昭和大学南病院にて  

 

2000 年８月号記事ページは以上です。 
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呑川の会ニュース   

１／／／年００月号  
１／／／年度０／月１４日発行  

連絡先 ／８／０，６５４，／８７／ 事務局携帯 

西暦１／／／年の呑川を記録する運動スタート 
 

 ７月末のニュースでよびかけ、８月０４日を設定して第度回１／／年の呑川

を記録する運動がスタートしました。  ハガキによる回筓を得るという取り組

み易い方法でのスタートでした。数人の方から報告がよせられましたので順

不同で紹介し、今後まとめていきたいと思います。  

   
＇記録は左フレームの「2000 年８月呑川の記録」をご覧ください（ 

         次回は０１月０４日～０６日の予定です。  

 

 

連載 呑川生きもの紀行  （１２）

帰化生物たち 
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ミシシッピアカミミガメ 

 

 最近の新聞に呑川でウナギが見つかったとさも珍しいことのように報道し

ていたが、本来生息すべきものがニュースになるのは悲しいことである。 

 

 さて、今回は呑川に生息する帰化生物にふれてみたい。帰化生物とは、

日本に生息していない生物が人為的な仲立ちによって、外国から入ってき

て生息するようになった生き物たちである。帰化生物は呑川にもたくさんい

る。あげればきりがないが、なんといっても目につくのがカメである。 

 

 お祭の屋台やペットショップで売っている緑色の可愛らしいカメを買ったこ

とはありませんか。値段も手ごろで子供や孫にせがまれればつい後先を考

えずに買ってしまうだけの魅力はある。「このカメは大きくならないのですか」

なんて聞く余裕のある人は買わない。で大きくなるのです。色は黒ずみ、し

かもなんとなく不気味な異国情緒を漂わせ、しかも大食いとなり、飼いきれ

なくなり「子供のころは可愛かったのに」と言って捨てられる。 

 

 今や全国の都市公園の池や河川を席巻しているのはこのカメである。ミシ

シッピアカミミガメは北米南東部生まれで、ペット用に大規模養殖されたもの

が輸入されている。 

古い資料になるが、０８７２年にニューオリンズ空港から世界に輸出された

総数は、０６／万匹。輸出先のトップは日本で７５万匹と１位のフランス１７万

匹に大きく水をあけている。寒さにも汚染にも強く、捨てられてもたくましく生

き、時には故郷のミシシッピ河を思い出してか空を仰いでいる。 

 

日本産のイシガメやクサガメはすっかり影をひそめたが、ここ呑川ではカメ

が泳いでいるだけで人だかりがし、しまいにはパンで餌づけまでしている始

末である。遠目にはただのカメに見えるのだが、そこに秘められた物語を知

る人はあまりいない。 

 

参考文献９技報堂出版 「帰化動物の話」中村一恵著  

  

野川と次大夫堀公園見学会感想  
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 ８月０／日＇日（の８時半に二子多摩川駅に集合した。当日は真夏のような

暑い日だったが、呑川の会からは５名が参加し、現地の活動グループから１

名の方が案内してくださった。 

 

 駅を出発してすぐ、多摩川堤防の赤れんがの閘門を通り過ぎる。堤防の

内側にもたくさんの家が建ち並んでいて、人の生活力の強さに尐々びっくり

した。野川はこの辺りで多摩川に合流するが、多摩川と野川の間に大きな

兵庫島という中州ができており、そこを先ず見学する。兵庫島はだいぶ以前

から島になっていたらしく、大きな樹木が生い茂り涼しい川風が吹いていた。 

 

 野川は多摩川に流れ込む前に、一旦ゴム製の堰で水をせき止め、河原の

砂利で水を浄化したあと放流している。野川が増水したときは、ゴム製の堰

の空気を抜いて、直接多摩川へ放流するのだそうだ。たいへん広い面積の

砂利層で度日位かけて川の水を浄化しているとのこと。なおゴム製の堰の

上でセキレイが魚をねらっていた。 

 

 次いでバスに乗り次大夫公園へと向かう。バスの窓から仙川が野川へ合

流するのを見る。砧農協前でバスを降りると、すぐ目前に国分寺崖線が連

なっている。以前御料林だった崖の下には林野庁のアパートが建っている

が、その裏手の崖の１箇所から湧水が流れている。手をふれるとひんやりと

冷たく気持が良い。野川はこれから上流の方でもこの国分寺崖線からの湧

水を集めて流れている川だとのこと。しかし最近では家が建て込み湧水が

尐なくなったので、小金五市では雤水浸透舛を多くの家庭に設置し、湧水の

復活を図っているのだそうだ。 

 

 野川へ出て橋の上から川面を見ると、両側には水草が生い茂り、水量は

多くはないものの水は澄んでいて、ウグイやメダカなどが泳いでいる。この

辺りからは国分寺崖線が連なっているのがよく展望できる。 

 

 やがて野川の水を引き入れた次大夫堀公園へと入る。水の流れに沿って

稲刈り前の田圃が広がっている。冷房の利いた展示室で次大夫堀公園の

歴史を勉強する。子供らが水の流れに入ってザリガニをとっていた。民家園

に入り、涼しい風の吹き通る旧城田家のいろりの間に座って、ラムネでのど

をうるおす。 

 

 最近復元されたばかりの旧安藤家の立派な名为屋敶を見学する。座敶を

吹き抜ける自然の風の涼しさが心地よい。旧加藤家の縁側には月見のだん
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ごやすすきが供えられていた。のんびりした民家園で休んだあと、バスで１

子多摩川園駅に度１時半過ぎに戻る。 

 

 案内してくださった１人の方にお礼の挨拶をしたあと、付近のそば屋で呑

川の話にひとしきり花が咲いた。２面コンクリートの川ばかり見ている私たち

にとり、都会にありながら未だ自然が残る川を实感できた見学会であった。

＇Ｏ会員（ 

 

 

 二子玉川の駅からすぐ多摩川沿いに出る。なんと多摩川の旧堤防の内側

に家々がびっしり建っている。大雤が出たらどうするのだろうと思いながら川

岸に出ると、多摩川の左岸側の流れは「野川」だという。制水工のブロックに

は魚が集まるらしく、釣り人がいる。 

 ここでは、なんと鮎が釣れるらしく、友釣りでなくコロガシだという。  

 

 兵庫島の「野川」と「多摩川」合流点のラバーダム＇礫間浄化に導水するた

めの堰（の上に「カワセミ」の美しい姿を見つける。ここから上流に向かって

歩くと、河川改修中。 

 「野川」のここら辺の美しいカーブが、この尐し先の上流側で浸水を起こす

らしく、直線河川にする。相変わらずの古い発想、そして旧河川敶内に家を

建てることを認めてしまったことの後遺症の、取り返しの無い深さを感じる。

「野川」下流散策の途中で、バスに乗って「次大夫堀公園」の近くで降りる。 

 

 この付近の「野川」は巾も広く、中洲には草木が生え、水もきれいで浅くの

んびり流れる。川向こうに見える「国分寺涯線」がこんもりとした緑の連なり

で美しい。 

 この涯線から沁み出す湧水はそれなりの量で湧き出ていて、触れると冷

たい。湧き出し口を見上げると、いくつかの丸い穴。「カワセミ」の巣だ。ひっ

そりとした雰囲気に心が休まる。 

 

 「次大夫堀公園」に復元された「六郷用水」の流れに、子供たちがザリガニ

つりにたわむれる。しかしこの流れの細さは何だろう。 

 六郷領に十分水を流すために。１、４間巾に改修した世田谷領の用水巾

の实感が湧かない。園内の展示も六郷用水の流れの地図的表現はあるが、

開削にあたった小泉次大夫＇用水奉行（の苦労、その後の水争いなどが描

かれていない。これでは当時の生活や水をめぐる問題点が浮き彫りになら

ず、「水」の大切さ、それを守ることの重要さ、利害関係を調停する知恵など
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が伝わってこない。 

 

 今日の残暑も厳しかった。園内の保存民家の度角でぐいっと飲んだラムネ

がうまかった。ていねいに案内をいただいた榎本さん、どうもありがとう。ゆ

っくりお話を聞けなかったのが残念でした。＇Ｔ会員（  

<  

  

 

 

汽水域セミナーに参加して 

 

                              Ｏ会員  

 

   ０／月６日、赤坂区民センターにて汽水域セミナーが開催されました。呑

川の会も实行委員会団体に入っていましたが、私が入院のため一度も打ち

合せに参加できず、当日だけの参加になってしまいましたがいってきました。

高橋光夫さんも来ていました。 

 

 汽水域セミナーは今年で、１回目で、今年のテーマは「東京湾の汽水域環

境復元の世紀～パートナーシップによる汽水域の環境の復元をめざして」と

いうものでした 

 河川法の改正にともない、河川環境の問題について行政・関係者・住民の

意見をもとにして河川環境の保全をはかろうという動きがみられたのすが、

このセミナーもその趣旨を生かして、多くの団体、行政も参加協力して企画

されました 

 

 午前は次の３本の報告がありました。 

 

  東京湾における海辺の自然回復について  東京港野鳥公園を例として 

  荒川下流における住民参加型川づくり   あらかわ学会  

  隅田川の防潮堤のうつりかわり   

  汽水域のトンボ ヒヌマイトトンボ    兵庫トンボ研究会会長    

 

午後の報告 

 

  東京湾三番瀬での浅海域生態系の特徴   
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  汽水域における共同研究の必要性と難しさ  ＇マングローブ研究の例（ 

  住民との合意に基づく公共事業の進め方  懇談会方式 の提案  

 

２時から提案者全員を交えての公開討論会 

 

 内容の紹介は紙面の関係でできませんが、当日の報告概要の掲載され

た本が配布されましたので、読んでみたい方はご連絡ください。 

 

 住民参加型のとりくみが多く報告されましたが、兵庫からの「ヒヌマイトトン

ボ」保護のとりくみ研究と報告に興味がおきました。アオヌマイトトンボが捕

食種であり、ヒヌマが生き残る環境がヨシなどの映える汽水域だということ

がわかりました。 

 

 住民との「懇談会形式」の話し合いが同じテーブル＇ひざつきあわせ（で真

におこなわれれば多くの河川問題は解決がはやかったのではと思いました。

大田区や都の姿勢が問われているようです。なお、今回の催しを全会員に

紹介できなかったことをご了承ください。 

 

 

 

2000 年００月号記事ページは以上です。 
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呑川の会ニュース   

１／／／年０１月号  
１／／／年度００月１４日発行  

大田区環境フェアに参加します 
 

開催日・０１月８日～０／日 

エセナおおたにて 
 準備作業を０１月１日＇土（おこないます。＇池上文化センター・午後１時（ 

 昨年、第一回の環境フェアに続き、今年度は「地球環境展」として大田区

環境保全課のよびかけによる展示に参加することにしました。 

すでに総会での年間計画で話し合われていますので十月の役員会で話し

合いました。 

 展示スペースに限りがあり、本来ならばみなさんと展示について相談した

かったのですが、日程の関係で難しく、下記の展示で進めることにしました

のでご了承ください。 

 みんなの力を結集して、来観者の興味をひける展示を作りましょう。 

 

以下展示物 

二千年の呑川を記録する運動の紹介 九月からはじめた調査の写真等で

構成 
＇記録は左フレームの「2000 年８月呑川の記録」をご覧ください（ 
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呑川鳥類カウントと鳥のイラスト  Ｆさんの観察記録をもとに 

呑川流域の湧水＇立体地図（ 地形図をもとにＳさんが作業中 

呑川の会の紹介 汽水域セミナーの際に作成したものを活用 

 

 今年度は会場が大森の「エセナおおた」,もと教育委員会のあった庁舎で

行なわれます。 

展示物の作成を十二月二日＇土（に行います。ぜひ参加してください！ 

 

 会場 池上文化センター調理室 

   午後二時に集合 

 呑川の調査に参加された方で写真をお持ちの方は持参ください。 

 写真裏面にお名前と撮影場所を書いておいてください。 

 当日、会場係を決めます。 

 

地球環境展の概要 

日時 ０１月８日＇土（午後０時～３時 

   ０１月０／日＇日（午前０／時～午後３時 

会場 エセナおおた 

内容 講演会 工作教室での实技 エコクッキング パネル展＇区内の環境

諸団体ほかが参加（ 交流サロン 参加者の交流スペースを設ける 音楽

会 環境にふさわしい設営、リサイクルを基本とし、ごみゼロをめざす。 

 事務局 大田区環境保全課 

電話 ４６３３ー０２５５ 

    ＦＡＸ ４６３３ー０４２１ 

 

西暦１／／／年の呑川を記録する運動 第１回  

   

 標記イベントは、８月０４日を原則として行いました 

７名の方から回筓があり、結果は前回の会報でお知らせしたとおりですが、

会員全員参加を目指すという目標は達成されませんでした。 

 

 次回は以下のとおり、作業時間を短縮し、予備日も設けて今度こそ全員参

加を目指します。寒くなってきましたので大変だとは思いますが、がんばりま

しょう。会の力量をアップしましょう。 

 

实施日 ０１月０４日＇金（～０６日＇日（ 
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  午前０／時～００時 

(通行量調査は０４分間に短縮) 

調査項目 天候・水の色・におい・ゴミ・生き物・人が何をしているか・通行

量・感想 

 

分担９０１月の忙しい中恐縮ですが地域ごとに分担をしていただくことになり

ました。 

０／グループ程度に分けて連絡網と「分担の橋」を作りました。＇別紙（ 

連絡をとりあって、ご一緒に、または日をずらして实施してください。なお、ハ

ガキでの回筓は、今回は見送ります返信封筒に切手を貼ってご回筓願いま

す。 

   

   

呑川生物調査 ＇大田区環境部水質係实施調査に招待参加（ のこと  

                         Ｆ会員 

 先日、＇０／月０８日（呑川生物調査に参加しました。川底まで入ったのは

初めてで、なかなかおもしろかったです。 

 ドジョウやコイがいるとは、呑川も捨てたものではないですね。もっと上流

まで魚が棲みギンヤンマが飛ぶ環境にしたいですね。 

 ０／月の呑川の鳥類カウントもしましたので送ります。＇環境展に出品した

調査報告の一部です（ 

 

１／／／年の多摩川を記録する運動に参加して  

                         Ｋ会員 

 ０／月１／日 曇り 気温１／度 涼しい。 

 集合地点の羽田「天空橋」駅は、日曜日の故か下車する人も尐なく閑散と

していました。大師橋下流の１キロ地点で、上流と下流とそれぞれの担当に

分かれて行動しました。 

 

 今回は１キロから３キロ地点までです。２キロ地点までは散歩する人も尐

ないのですが、今回初めて上流に向かって歩いて見て知りましたが、河川

敶のグランドでは大勢の人が野球を楽しんだり、忚援をしたりしていました。

また、川辺では鯉やハゼを狙う釣り人もたくさんいました。この人達を数える

だけでも大変でした。 
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 今まで下流ばかりで申し訳ありません。ホームレスの人のテントも多く、下

流のゼロとは大違いでした。土手の葦はゴミ等がつきやすいのか刈り取ら

れ草も綺麗に整理されていました。 そして時期外れ？とも思える外来種の

タンポポがまだらに花を咲かせていました。 

 

 また、突然飛んできた昆虫にびっくりしました。友人は、トノサマバッタと大

声で言いました。子供のころ見たバッタに比べると大分小柄でしたが、それ

でも多摩川の土手で見られるなんて何年ぶりの事でした。 

 

 水辺には早くもユリカモメの姿も見かけました。カワウの数は思ったよりも

尐なかったが、コサギ、青サギ＇かなり大きい（も見かけました。暖かくもなく

寒くもなく絶好の日和の中ススキを見つけたり、昆虫を発見したり渡り鳥の

姿もみました。また誰が作ったか小さな畑もあり、裏なりのナスがなっていま

ました。前２回と比べずっとずっ と味のある秋の記録会でした。 

 

 

連載 呑川生きもの紀行  ＇０２（帰化生物た

ち 

   

ワカケホンセイインコ（輪掛け本青鸚こ） 

 

 平成十二年十一月十四日、大岡山、東工大にあるワカケホンセイインコの

ねぐらを訪ねた。曇天に今にも雤が落ちてきそうな気配である。 

 見事な銀杏並木は、まだ青々としていて黄葉の気配もない。誰も拾わない

のか、踏まれてつぶれた銀杏＇ぎんなん（が独特な臭いをはなっていた。 

 

 案内を乞うた幸島司郎助教授は氷河の雪や氷の中にいる生き物を調べ

ているという不思議な人物だ。さっそく氏の後について、暗くなってきた迷路

のような構内を歩いた。 

 時間は四時三十分。～号館を抜けると、いきなり甲高い鳥の鳴き声が四

方八方から聞こえてきた。見上げると、銀杏の葉の中に尾の長い大きなイン

コが無数にとまっている。 
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 誰もが驚愕するような光景だが、まわりの学生達はまるで無関心である。

僕だけが熱帯ジャングルに来た異邦人のような錯覚を覚えた。校舎の屋上

に登り、近くから双眼鏡で覗いてみる。夜のとばりにつつまれる恐怖におの

のいてか叫び声はいっそう激しさを増している。 

 その鳴き声が一瞬ピタリと止まり、緊張感が走った。ハシブトガラスである。

反対側の校舎のてっぺんにとまり、しばらく様子をうかがっていたが、ねぐら

に帰る時間になったのか、カーカーと二度鳴いて飛び去って行った。あたり

は再びインコ達の絶叫の嵐となった。 

 

 この鳥はアフリカからアジアにかけての熱帯・亜熱帯に生息しているホン

セイインコの仲間で、本来はインドやスリランカに分布している鳥である。０８

５／年代末に輸入された百数十羽が世田谷区内のペットショプから逃げて

年々増加していったとの説があるが、文献によると図体が大きい割に物覚

えが悪く、嫌われて捨てられたとも書いてある。 

 なるほど、目つきがあまり良くない。なんか可愛くないのである。それゆえ

遠い国からつれてこられ、捨てられたのであろうか。ねぐらは最初、洗足池

にあったが、現在は東工大のたった２～３本の大銀杏に約６／／羽が集結し

ている。早朝餌を求めて世田谷や大田区界隇の緑地や餌台に出没するの

で、見かけた方も多いだろう。呑川流域の池上本門寺界隇や東調布公園な

どでも良く見かける。 

 この鳥の増殖には東京のヒートアイランド化が大きく関与している。以前は、

篭から逃げた鳥は冬を越せないで死んでいったが、気温の上昇によって生

き延びられるようになったのである。 

 

 都会は異国情緒あふれる生き物達の別天地となるやも知れぬ。 

 

 参考文献９川内博著 

     「大都会を生きる野鳥たち」 

             地人書館刉 

                             つづく 
 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川の会ニュース   

１／／０年０月号  
１／／０年０月０３日発行  

年頭にあたって 
１０世紀を 地域から環境再生の世紀に 

 

   会長 Ｓ－Ｏ     
  １０世紀へのさまざまな提言が各界からなされていますが、環境問題へ

の提言がその多くを占めています。 

 

 １／世紀を「戦争の世紀」とくくる方もありますが、一方では「民衆が歴史の

为人公に成長してきた世紀」と見ることもできます。 

 呑川の会は、小さな呑川を通して地域の自然や環境をよりよくしようとする

方々の集まりから発足しました。  まだ小さな集団ですが、学習したり見学

したりしながら呑川そのものや地域の環境について提言したり、他団体との

交流を深めています。 昨年度から始まった呑川調査は地域の環境をみん

なで調べていこうという活動の第一歩になりました。 

 今年、この活動を軸に調査結果をまとめ「１０世紀の呑川像」が描けるよう

にしたいものです。 
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 地域の中でも一定の市民権をもった団体として認められはじめています。

することはささやかではあっても、無視することのできない環境ご意見番とし

て、呑川ばかりでなく地域の環境再生を願う人々とともに、今年度も活動を

進めていきましょう。 

 

 

 第１回 呑川調査にのべ１２人参加 

 

 １／／／年０１月０４日から０６日にかけて、呑川の会の大きな取り組みとし

てはじめた呑川調査の第二回目が行なわれました。 

 今回は、会員を０／の班にわけて、都合のつく日程で調査をお願いしまし

た。会員どうし連絡を取り合って落ち合ったり、都合のつかない場合は期日

を違えて調査するなどさまざまな工夫をし、０７人が０４地点ついて調査しま

した。 

 

 事務局には調査用紙とともに写真などの資料が送られてきています。集

計・評価方法を検討した上でまとめていきたいと思っています。 

 左フレームのリンクから報告を見ることができます。今回の調査地点と調

査者はつぎのとおりです。 

 境橋 Ｔ会員・Ｓ会員 

 雪の橋 Ｆ会員 

 居村橋 Ｆ会員 

 長栄橋 Ａ会員・Ｏ会員 

 霊山橋 Ｙ会員 

 宮之橋 Ｏ会員・Ｔ会員・Ｋ会員 

 双流橋 Ｓ会員・Ｙ会員・Ｋ会員 

 あやめ橋 Ｇ会員・Ｋ会員 

 夫婦橋 Ｍ会員 

 天神橋 Ｔ会員 

 新呑川橋 Ｓ会員 

 旫橋 末広橋 東橋 呑川河口 Ｍ会員 

 自由記入欄より一部紹介します 

 

◎カモメにえさをやる人がいてカモメが群れをなしていた＇Ｓ会員（ 
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◎川のにおいについて亓人ほど聞いてみた。他人の通行目的、年令を聞く

なら腕章か、身分証明書でも持たないと・・・・。＇Ｔ会員（ 

 

◎原付きの二輪車は自動車に入れるか自転車にいれるかまよった。＇Ｙ会

員（ 

 

◎今日はカモの群れを見ながら「オシドリ夫婦って言うだろ」と物知り顔に解

説するオヤジがいた。＇多分マガモと思うが（そう言う私も”セキレイ”がよく

わからない。＇Ｋ会員（ 

 

◎多くのカモメが飛来した。カモ。０３～０４羽が上流の若宮橋と双流橋の間

を隊列を組んでみたり、又それぞれに泳いでみたりしていた。この付近は深

さも川幅も程良く、青空の下での鳥の泳ぐのによい場所だ。＇Ｓ会員（ 

 

 橋の使われ方が違いや通行人の特徴も明らかになりました。今後の調査

で検討しなければならないこともあります。多くの方の参加で充实した調査

ができたことがなによりでした。 

 

   

   

地球環境展に参加 
 

 １／／／年度の大田区都市環境部のよびかけによる「地球環境展」が０１月

８日～０／日、大森にあるエセナ大田にて行なわれ、呑川の会も参加しまし

た。 

 区内の環境に関心のある諸団体や企業が多数参加し、展示・講演・体験

学習など多彩な催しが行なわれました。 

 

 呑川の会では会の活動紹介と呑川の調査の結果を写真や解説で行うとと

もに、今回のために特別に作った「呑川の周辺立体地図」に大田区の湧水

地点を表示した展示物を公開しました。立体地図には１０世紀中に「湧水を

をもとにした清流の復活を」のよびかけ文も展示しました。 

 

 会期中に４／／人が参観し、会員も交替で展示の作成、当日の当番などに

あたりました。ニュースも希望者に配布し、読んだ方から入会希望の方が連
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絡をくださり、入会するなどうれしいこともありました。 

 

 

呑川をとりあげた ナショナル ジオグラフ

ィック誌 

１／／０年２月号に掲載予定 

 ０１月に入って「ナショナル・ジオグラフッイック」社の方から取材の申し出

があり、会員がインタビューに忚じたり、呑川の案内をするとなど協力しまし

た。 

 

 同誌は日本経済新聞が日本版の発行元になっている国際的なグラフィッ

ク誌です。「地理知識の普及と振興のために」つくられた協会＇米国ワシント

ンに本部をおく、非営利、教育団体で、1888 年以来活動している（です。 

 

 取材の理由は、同誌が一昨年から連載している「列島探訪」のページに

「呑川」を取り上げるためでした。「日本の水」シリーズのひとつとして、尾瀬

や屋久島、柿田川湧水などをとりあげています。 

 

 「呑川」をえらんだのは都市のありふれた河川で自然とのかかわりあいが

どうなっているかを紹介するとのことでした。四ページほどの記事の中に写

真と探訪記事が掲載されます。 

 

Ｋ・Ｏ会員とＳ・Ｏ会員が案内とインタビユーに忚じました。専門のカメラマン

も同行、どんな写真が掲載されるか楽しみです。２月号になるので１月中に

は書店に並ぶことでしょう。 

 

 いよいよ呑川のことも全国に知られることになります。 

 

 

呑川の会学習会のお知らせ 

山道省三さんを招いて实施します 
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２月１２日＇金（夜に決定。会場は日本工学院専門学校 ２号館 ２０／１教室 

 年間計画で予定していた学習会の日程がきまりました。昨年、０１月の役

員会で話し合い、呑川講座で以前お願いしたことのある山道省三さんを講

師として「都市の川の再生への道」＇仮題（をテーマとしてお話いただく予定

です。 

 

 日本工学院が会場を提供してくれることになり、同校との「共催」ということ

で話が進みました。担当はＴ会員。講師との連絡、会場交渉などをすすめて

います。 

 

，，，チラシにリンクします。，，， 

  

 

 

Ｔさんの「青い夢ホームページ」に新しい記

事 

 Ｔさんが開設しているホームページに、新たに「呑川源流」として「清水窪

弁天湧水」「九品仏浄真寺湧水」の散策レポートが追加されました。 

 

 URL は http://homepage2.nifty.com.aoiyume/ です。 

パソコンのある方はアクセスしてみてください。ほかに「都会の星」「セミの羽

化」「星の子お話し会」「カエルの合戦」も掲載。 

 

，，，Ｔさんのホームページにリンクします。，，，   

 

 

池上第二小の子どもたちの作った 

       「呑川大百科事典」 

報告・Ｓ－Ｏ 

yatirasi.htm
http://homepage2.nifty.com/aoiyume/
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 池上 第二小では、ここ数年「呑川学習」を続けています。 

 取り組む学年は四年であったり亓年であったり年によって違いますが、一

学期からグループを作って呑川の見学、調べ学習、発表会、まとめの冊子

作りをしています。 

 私は、亓年ほど前から招かれて呑川学習の支援のため一日をさいていま

す。今年も九月に四年生が学習のために学区域近くの呑川の見学と簡単な

お話をしてきました。 

 

 十二月、「呑川 大百科事典」という冊子が送られてきました。 

 調べたことをグループごとにまとめたすばらしいものです。 

 

 パート０ 呑川の生き物 

 パート１ 呑川の水質 

 パート２ 呑川の橋 

 パート３ 呑川と人々 

 パート４ 呑川の昔そして未来 

 パート５ 呑川のいろいろ 

 

 ０２３ページの冊子になり、子どもたちの自筆の調査が絵や図を入れて作

ってあります。 

 それぞれに調べたわけ、調べ方、調べてわかったこと、感想がのせられて

います。 

 

 ぜひ目を通してほしい冊子です。 

 

 

 

 

１／／０年０月号・以上 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川の会ニュース   

１／／０年２月号  
１／／０年２月０１日発行  

第２回 呑川調査 
２月０４日から０７日までの間にお願いしま

す 
たいへん連絡が遅くなりましたが、第２回呑川調査を２月に行なうことにしま

した。 

 

 ○原則として午前十時から十一時の間 

 ○決められた橋の上・下流の見える範囲で 

 ○環境調査 臭い、水の色、水量、ゴミ、潮 

○生きもの調査 15 分程度 

 ○交通量と利用の形 15 分間 

   橋を渡る人、車、バイク、自転車 

   呑川にそった道路も同じ 

 ○発見や感想などの自由欄 
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前回わけた班ごとの分担にしたがって、連絡をとりあい实施してください。回

筓は事務局へ。 

 前回も、調査結果を集計するうちに各地域で呑川がほんとうに様々な使

われ方をしているのがよくわかりました。通勤道路になっていたり、自転車

の道になっていたり、自動車の抜け道になっていたり。また、調査対象日で

あった土曜・日曜と、代替日であった平日とではやはり様子が違っていて、

このことも今後詳しく知りたいことです。人と呑川の関係を考えるきっかけに

もなると思います。 

 そこで、役員会では、一連の調査結果について皆で集まってて話し合いを

したいと思っています。会報ではお配りできない多数の写真も展示して話し

合いの材料にしましょう。 総会のとき、またはその前後を予定。  

 

 前回調査は年末のあわただしい中でしたが 19 人＇のべ 23 人（参加という

結果でたいへん貴重なデータを得ることができました。  今回は前回にも増

して多くの参加と発見があることを期待しましょう。  前回写真を撮ってくれ

た方、精算ができています。今回も实費を請求してください。  

 

 

呑川の会・日本工学院専門学校共催 公開セミナー 
 

 山道省三さんと語ろう 呑川と都市河川

の未来 

 

２月１２日＇金（午後５時半～７時 

 会場 日本工学院専門学校 

 ２号館０階 ２０／１教室です。 

 チラシを数枚ずつ同封しました。お知り合いの方に声をかけ、ご一緒に参

加ください。 

 会場地図はチラシ参照。参加費４／／円。 

 

会場は百人以上入る大きな教室です。いっぱい入ることを期待しています。 
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呑川の会 春の見学会 

呑川河口から旧呑川緑道まで 
 

 昨年来懸案だった見学会をお花見をかねて左記のように行ないます。 

 おさそいあわせの上参加してください。 

 日時 ３月６日＇土（午前０／時～午後２時 

 参加費 ４／／円 

 集合 森が崎バス終点下車・東京都水処理センター前０／時集合 

    (ＪＲ線蒲田・大森東口より森が崎行きのバスに乗車。終点です。 

 案内 大坪庄吾ほか役員 

为な見学先と行程 

 森が崎～呑川河口＇えびとり川（～下水道 排水口～森が崎公園＇裏口か

ら入園（～公園内から下水処理施設見学～昼食とお花見会～午後 武蔵野

の路、大五・羽田コースにそって旧海岸ぞいを歩く～昭和島入り口～旧呑川

緑地公園～旧呑川緑道を産業道路まで歩き解散。解散地点のバス停＇北

糀谷 または弁天神社（大森行きバスに乗れます。蒲田方面は北糀谷で乗

車。 

 

 なお、お花見のさいの飲み物・弁当は各自ご用意ください。  

 

 

四回にわたる多摩川調査終わる 

 
 さる一月二八日、多摩川調査の最終回が終わりました。  あいにく前日の

大雪の後で多摩川河原は一面の雪景色でした。それでも家族連れの子ども

たちが土手でそり遊びをしたり、ジョギングや散歩の人々も元気で歩いてい

ました。  それぞれの回で調査に協力くださった方々、ほんとうにごくろうさ

までした。いずれ呑川の会としてもまとめたいと思います。 
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◎ナショナル・ジオグラフィックに呑川の記

事掲載 
全国に呑川が知られる記念すべき号です。 

 

 

連載 呑川生きもの紀行  （１４） 

雤の観察会  
増田 直也      

 平成１３年２月２４日『大田区環境学習養成講座』と銘打った講座

の講師を賜り、約３０名程の参加者と共に蒲田から本門寺まで呑川を

歩いた。繁華な裏道りの個室マッサージのけばけばしい看板が、小雤

にけぶってなおさらうらぶれて見える。 

 

 日本工学院専門学校あたりでひとくさり、「このあたりは感潮域と

言いまして、潮の干満の影響を受けて海水が上がって川の水とぶつか

り、水が滞留するのです」、「水質が悪化する春から夏にかけての水

温が高い時期には、流れてくる下水処理水は塩分濃度が低く水温が高

いため、滞留水より比重が軽く表層を蓋するように流れ、中、下層水

は空気との接触がなく酸欠となりやすいのです」、「酸欠となると汚

濁物質の分解も進みにくくなり、堆積し、さらにヘドロ化していきま

す」などと、小難しい話は雤に打たれながら聞いている人々には右か

ら左だろうと思いつつ、冬の澱みのない呑川を見つめた。 

 

 電柱にとまったハシブトガラスの冷たい視線の中、人々の傘が葬送

のごとく進む。電線に鈴なりに並んだユリカモメは餌を待っているの

か、異様に静かだ。 

 

 環境保全課の田中係長は柔和に笑みながら、一行の姿に望遠レンズ

を向ける。この人の熱意は尋常ではない。１６年ほど前、川の研究サ

ロンで初めて会った時は熱心な役人がいることに感動したものだ。こ

のときのサロンの顔ぶれには、現在全国水交流会、多摩川センターな
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どで活躍する山道省三氏、横浜川を考える会の代表森清和氏、淡水魚

研究家の君塚芳輝氏などがいる。たまたま帰路が一緒になった田中さ

んと一杯やったのだったが、その当時と変わらぬ元気さだ。 

 

 雤に濡れた透水性の道路を歩きながら、川面を見るとキンクロハジ

ロとホシハジロが肩を並べて泳いでいる。参加者は動物園のおりの中

を眺めるようにフェンスにへばりついて彼らの動きに見入った。最近

はこの三面コンクリート護岸の排水路のような川にも水鳥の姿がチラ

ホラ見られるようになった。 

 

 人の餌付けが大きく影響しているとはいえ、川面に水鳥の姿がある

のは点景として川が生きているように感じさせてくれる。カワウも表

れて潜水を始めた。あまりに長いので心配になってくる。やっと遠く

の水面に顔を出すと、参加者は一斉に感嘆の声をあげた。カワウも声

援に応えるかのよう、再び潜る。 

 

 以前、手負いのカワウを保護しようと、三人がかりでヘドロの川へ

入った事があるが、あまりのすばしこさに驚いている間にどこかへ行

ってしまった。 

 

 養源寺さんの前にある、呑川の会の要請で作られた案内板の前でユ

スリカの話にからめて、呑川の現状とかかえる問題などを話した。 

 

 このあたりになると本門寺周辺の緑に川も人も安らぎを覚えるよう

に思える。霊山橋の手前を右に曲がり、池上会館に向かった。ここか

らは環境学習リーダーでもある、永寿院のご住職にバトンタッチした。 

 

 冷たい雤は、梅の盛りの梅園に着いてもやむことはなかった。 

 

 

 

 

 

 

２００１／３月号 以上 
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呑川の会ニュース   

１／／０年５月号  
１／／０年５月０１日発行  

１／／０年度 総会のお知らせ 
             講演会も行います 

日時：７月１日（日） 午後２時～５時半ごろまで 

 

会場：池上小学校 多目的室 池上本門寺総門前の右側です。 

 

日程：午後２時～３時  総会  

   午後３時～４時半 記念講演 講師 柴田隆行氏 

                 多摩川の自然を守る会 代表 

                 東洋大学助教授 ほか 別記参照 

           テーマ 呑川調査をどう生かすか 

   午後４時半～５時半  話し合い ２０００年度の呑川調査 

                 資料も参考にこれらの会の進め方も話し

合います。 
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※ 当日 ２００１年度会費も集めます。 

 

 会員以外の方もさそってください。当日入会可。講演会とその後の話し合

いには「内川をよみがえらせる会」も参加します。 

総会終了後、時間のある方は講師を囲んで懇親会＇会場未定（を開きます。

こちらにもご参加ください。 

 

柴田隆行さんのプロフィール 

 
   一九四九年、世田谷区尾山台で生まれ、幼尐より多摩川で泳ぐ。小学

校卒業記念帖に「多摩川をきれいにしたい」と書いたことに、十数年後に気

づく。 

 南アルプスの自然保護運動をするなかで、自分のふるさとである多摩川を

見直す必要性に気づき、「多摩川の自然を守る会」に入り、横山理子さん死

去後、代表になる。 

住民運動の原点は、現地を歩くことと自分の感性にある、というのが信条。 

 

※ ご本人からのメッセージをそのまま紹介しました。私たち呑川の会にも

たいへん関心を持たれ、期待しているとのこと。快く講演を引き受けてくださ

いました。 

 

 

 

 

呑川フェア＇初日（終わる 
 

 

 ニュースの作成が遅れ、先日チラシのみ発送ました。０／日、呑川の会とし

ては会の紹介の展示を池上会館で行いました。展示の準備をしてくれた皆

さん。会場係を務めてくれた皆さんありがとうございました。 

 なお、１３日＇日（の工学院での催しにも協力していきたいと考えています。 

 この催しは会員でもあり、城南タイムス社のお仕事をしている與倉秀雄さ

んの努力によるものです。 
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第３回 呑川調査 
    ――雤天時に实行します―― 

 
梅雤に入りました。 

 先日役員会を開き、１／／／年度に实施してきた２回の調査の締めくくりに、

第３回調査として梅雤時のの呑川を調査しようと話し合いました。日時は特

定しません。別紙調査要項で行いたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

この号の末尾に用紙サンプルあり 

 

概要 雤天＇やや大雤時（のさいの水量変化を観察し、記録する。また下水

からの 越流水を観察・記録し、水質調査も行う。 

 

大変ですが可能な方はご協力ください。 

 

 この調査にあたり、日本工学院専門学校の猪口先生よりご助言をいただ

きました。また共立理化学研究所様よりパックテスト用の用具を提供してい

だきました。この活動は１／／０年度の会の事業として实施したいと思います。 

 

 

連載 呑川生きもの紀行  （１５） 

  カワセミ 
    （翡翠）   Ｋｉｎｇ ｆｉｓｈｅｒ 

（英名） 
増田 直也      

 



49 

 皆さんはカワセミを見たことがありますか。名前くらいは聞いたこ

とがありますよね。飛ぶ宝石と言われるほど美しい野鳥です。呑川に

もたくさんの野鳥がやってくるようになりましたが、カワセミはまだ

見たことがありません。 

 

 江戸時代にはスズメくらい普通に見られたカワセミも日本の高度成

長に伴う自然破壊でどんどん郊外へ追いやられていったのです。しか

しながら１９８０年代になってこのカワセミがふたたび都市部でも見

られるようになりました。 

 

 その理由として都市鳥研究会の金子凱彦氏らは (1)水質汚染にも強

いモツゴやアメリカザリガニなど、カワセミの餌になる小動物が増え

たこと。(2)農薬の使用が規制されてきたこと。(3)カワセミの環境に

対する適応性が出てきたこと。(4)一般の人々に野鳥保護の思想が定

着したことなどをあげています。 

 

 大田区でもカワセミが見られる所はたくさんあります。多摩川、内

川、洗足池、東京港野鳥公園などです。春になると繁殖できる場所に

移動してしまうので、一年中見られるのは多摩川の丸子橋から上流で

しょう。（東京港野鳥公園では昨年繁殖しましたが、今年はダメ） 

 

 カワセミは水辺の土手、崖、土の堤防などの斜面に５０センチ程の

横穴を掘って産室とします。最近ではカワセミのために人工崖や産室

となるコンクリート製やビニールパイプの人工巣穴が考案され、繁殖

に成功した事例が報告されています。 

 

 呑川は中原街道から下流～池上本門寺界隈までは水深も浅く、小魚

も豊富なのでカワセミが繁殖できる可能性は十分にあると思います。

巣穴だけでなく治水の障害にならない止まり木などもセットで作って

あげたいですね。 

 

 本会会員、高橋光夫さんのハンドルネーム（インターネットでのペ

ンネームのようなもの）は「青い夢」です。青い夢とはいつの日かコ

バルトブルーのカワセミが呑川の水面すれすれに飛ぶ姿や、ホバリン

グ（停空飛翔）からダイビングして小魚を幼鳥に与える姿を夢見てい

るのでしょうか。 
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＊参考文献：矢野 亮著「帰ってきたカワセミ」地人書館 他 

 

 

役員会から 

 
５月２２日役員会を開き、当面の活動について話しあいました。今回

のニュースはそのお知らせを載せていますが、２００１年度の計画に

ついても話し合いました。 

 くわしくは総会のさいに提案しますが、その前にいくつかお知らせ

します。総会までにご意見がありましたら事務局まで連絡ください。 

 

◎石川町文化センターに依頼した講座企画については今年度はむずか

しくなったので、次年度にむけて企画委員会を作って検討したい。 

◎呑川情報を設置する場所をさがし、適時情報を知らせるとともに、

情報を受ける場所にもしたい 

◎見学会 船をチャーターし、海から呑川をはじめ東京湾に注ぐ中小

河川の現状を観察する機会をつくる。 

◎他の河川の見学会を２００２年春に行う  

◎下水道についての学習会（講演会）を企画したい。 

◎役員が固定化してきているので、交代または増員を考えたい。ニュ

ースの作成、発送など交代制か、時間のとれる方にお願いし、みんな

で運営する呑川の会にしたい。 

 

ご意見や提案は、はがき等で事務局へ  

 

 

 

－－－－－－－－－－－調査用紙 サンプル－－－－－－－－  

 

呑川の西暦２００１を記録しよう 
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 呑川調査第４回 強雤と呑川 

 

日時    ６月  日 （２０ミリ／時間 くらいの強い雤のとき实

施してください） 

 

   ２０ミリ／時間とは傘をさしても濡れる程度の雤です。５０ミ

リだと滝のようになる。 

 

   第一回観察    時   分 （強い降り始めから    

分後） 

 

   第二回観察    時   分 （第一回の３０分程度あと） 

 

   第三回観察    時   分 （状況により適宜判断） 

 

   できれば翌日     時    分 

 

   必ずしも３回でなくてもできる範囲で無理なくお願いします。 

 

 

場所(橋)          橋  調査員氏名： 

 

調査項目 水量 

 

   第一回 平常より  ｍ増水   流水の感じ

（         ） 

 

   第二回 平常より  ｍ増水   流水の感じ

（         ） 

 

   第三回 平常より  ｍ増水   流水の感じ

（         ） 

 

   翌日 
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晴れた日に平常の状態を見ておき、それとの比較で、およその値を。

蒲田より下流では増水の様子は潮汐にも関係するので調査時刻は少し

正確に。 

 

 

気づいたこと。水の色、下水吐出口の様子、におい

など 

 
    第一回 

 

    第二回 

 

    第三回 

 

    翌日 

 

雤に濡れるのは仕方がないにしても、安全には十分

配慮して实施してください。  今回は降雤時調査です。や

や強い雤が降ったと感じたとき行ってください。 

雤の中大変ですが、がんばりましょう。中流の方は下水の吐出口を必

ず観察してください。 

 降雤時の時間経過とともに変化する呑川の様子を観察・記録しまし

ょう。 

ぜひ、写真を撮ってください。領収書を添えて総会の時にお持ちくだ

さい。 

 交通量などは今回は調査しません。 

 

 なお、別途、越流水流入によるアンモニア分の検出、亜硝酸体窒素

の測定を行います。 

（研究班が行います＝希望者は事務局へ電話） 

 

     裏面、自由欄 
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２００１／６月号 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川の会ニュース   

１／／０年７月号  
１／／０年６月２／日発行  

呑川調査をどう生かすか 
      ８月２５日（土）全体会開催  

６月０日、１／／０年度の総会が無事終了しました。総会のさいに話し合うこと

になっていた「呑川調査のまとめ」は、後の講演会の時間がせまっていて討

議できませんでした。 そこで、６月０２日に初役員会を行い、今後の活動に

ついて話しあい、上記の会合をまず開こうということにしました。 
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昨年度、全会員が調査した呑川の情報は多量にあるばかりか、貴重なもの

ばかりです。 これからの活動の方向性を探る上にも、この調査をまとめてい

くことが大切だと考えました。 

 

 また、総会のさいに決定された会員の研究グループの発足の会にもした

いと思います。 

 

次の要項で全体会を行いますので、暑いさなかですが、ぜひ予定にいれて

おき、ご出席ください。 

 

日時 ９ ７月１４日く土（午後０時半～４時 

会場 ９ 池上文化センター 

 

全体会の内容 

＇０（呑川調査資料や情報をもとに、まとめ方についての話し合い 

 集まった資料・写真などすべて用意します。 

資料の生かし方、たとえば写真集をつくるとか、展覧会を開くなど、未来の

呑川構想にも役立つようにしたいのです。 

＇１（呑川研究グループの発足 

会員がそれぞれの興味や関心あるグループに入り、連絡しあって自由に活

動しようということになりました。 

次のグループが発足の予定です。 

以下のお誘い文をごらんの上、なるべく当日までに決めてきてください。 

＇ （はよびかけ人 

Ａ－生物グループ 

 「２面コンクリート直立護岸」の呑川、そこに命がはぐくんで欲しいとみんな

が願います。 

でもよく見ると、カルガモやコサギ、カワウどころかカンムリカイツブリまで来

ています。 

川面に下りれば、ドジョウやウナギさえ見つかります。 

ユスリカやアブラコウモリも乱舞します。 

呑川沿いのコンクリートの隙間から、スミレやオオイヌノフグリも可憐に咲い

ています。 

それらを見つめ、記録し、もっと生き生きとした「呑川」にするにはどうしたら

よいか、お互いに勉強しあいませんか？ 

「生物」は苦手という人こそ、尐しずつ覚えあいましょう、大歓迎です〈Ｔ会員（ 
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Ｂ－水循環グループ 

 ことしは雤が降らず、呑川降雤調査もお手上げです。水道は大丈夫でしょ

うか。 

また、反動で集中豪雤になるのも困ります。 

昨年はあちこちで都市型水害というものが発生しました。 

本来、川には水が流れています。＇呑川は「流して」いるのですが（ 

その水はどこから？どんなふうに？そして、どこへ？どんなふうに？ 

東京の水循環＇？（は使い捨てで、他府県のダムに水源を求め、一度だけ

使って湾岸に運び、東京湾に捨てる。 

そして、川の排水機能も下水道管に奪われて、今では下水道管の能力を超

えたときの安全装置になってしまいました。 

これらのことで呑川も東京湾も痛めつけられています。 

安全で、人や生き物にも愛される呑川にするには、どこをどう考え直せばよ

いのでしょうか。手分けして勉強しましょう。＇Ｓ会員（  

 

Ｃ－歴史グループ 

 呑川の歴史、水害の記録の調査や資料の収集をしたり、呑川周辺の民話

や言い伝えを調べたい。 

呑川付近に住んで居られる方へのインタービュウもして過去から現在まで

の生きた歴史を記録することがとても大切だと思います。 呑川年表を作るこ

とにしたいですね。会員の自分史も貴重な資料となりますのでぜひお力添

えを＇Ｏ会員（  

 

 

総会報告と年間計画 
 

 １／／０年度総会は池上小学校の多目的室をお借りして６月０日に行われ

ました。 

当日、「内川をよみがえらせる会」とも共催で柴田隆行さんを招いての記念

講演「多摩川と生きた４／年」がありました。総会終了後、柴田さんも参加し

て有志による懇親会も行われ、なごやかな中にも川とのつき合い方につい

ての意見交換ができました。  

総会報告 
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○活動報告 

別紙記録のような多様な活動について報告し、承認されました。 

○会計報告と会計監査報告 

別紙の通りです。承認されました。 

○役員について 

下記の方が新役員として留任または新任として承認されました 

会長 

副会長 

会計 

会計監査 

事務局・役員 

 

なお、必要に忚じて役員会にオープンに会員が参加できるようにしたいとい

う意見もありました。 

 

１／／０年度の活動について 

 

日時は後日決定しますが概略次の通りです。 

６月 ニュース発行 総会報告号 

７月～ 大雤調査８月にかけて实施 

７月１４日 全体会 総会に準じて行います＇トップ記事参照（ 

８月～００月のどこか 海から見る多摩川河口と東京湾岸 現在交渉中 

○学校から要請があれば環境学習に協力 

○汽水域セミナー協力 

０～１月学習会未定 

２月見学会丸子川の予定 

４月総会 

グループごとの活動が適宜入って来ます。 

 

 

大雤調査について 

 

呑川ニュース５月０１日号でお知らせした「大雤調査」は空梅雤のため未だ

に实施できないでいます。 

大雤の本番はこれからやってきます。 
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呑川調査の中でもかなり重要な調査ですので今年度の活動のひとつとして

再度調査要項と調査用紙を同封しました。  

お天気次第の調査ですので自分の出来る範囲でお願いします。 

場合によっては電話連絡が行くかもしれません。その節はご都合のつく方

は集合してください。  

 

 

総会記念講演を聴いて 

   講師 多摩川の自然を守る会代表 柴田隆行さん 

   ，，，多摩川と生きた４／年，，， 

 

 前記の通り、総会終了後、香川の会と内川をよみがえらせる会との共同

企画で講演会がありました。 

柴田さんは二代目の会の代表であると同時に普段は東洋大学の教授とし

て社会文化システム学を担当されています。 

 

 「多摩川の自然を守る会」の活動・歴史について先生の話、当日配布され

た資料等によりご紹介しますと、同会は０８６／年結成されていますが、その

１年後の０８６１年に田中内閣が誕生し、列島改造論が登湯しました。 

ある意味で列島改造論を予見し誕生しでいるのであり、すごさを感じます。 

 

 实際活動史をみますと当初は多摩川左岸道路建設反対運動、堤防上サ

イクリングロード反対等「反対、反対」の文字が目に付きます。 

それが徐々に要請・要望となり最近では協議・協力という文字に変わってき

ました。これは勿論建設省の姿勢が変化してきたものであり、その意味で

「多摩川の自然を守る会」は全国の他の団体とともに大きくいえば日本の河

川行政をリードしてきたといってよいのでしょう。 

 

そのような实績を残している会の基本視点とは次の５項目だそうです。 

＇０（身近な自然への注視 

   ススキは全国どこでも見られるが東京でススキの広がる空間の価値は

計り知れないということ 

＇１（生活者の日生活者の「きれい」＋「かわいい」「こわい」という感覚から見

るということ。 

＇２（開放空間の希求 

＇３（水系の思想 
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   流域全体に視野を広げて見ること。 

＇４（自然教育河川構想 

＇５（河川管理者と流域住民との連携 

 

 それから１／前の当時の多摩川のスライドを使って青梅から下流まで今昔

の比較がありました。上流側の河川環境は明らかに悪くなっているのは残

念なことです。 

 

多摩川の自然を守る会のホームページがありますので、さらにお知りになり

たい方は次にアクセスしてみてください。＇福五記（ 

http://homepage2.nifty.com/tamagawa 

 

 

コアジサシに関する要望書を大田区長あ

て提出 

 

 絶滅危惧種に指定されているコアジサシの保護のため、営巣地の環境整

備を求める要望に賛同してほしていとのよびかけに忚え、下記の団体が共

同して大田区長・東京都ほか関係機関に要望書を送りました。 

 

 内川をよみがえらせる会、小池しぜんの子、東京都野鳥公園推進協義会、

大田区に昆虫の楽園を作る会、呑川の会、入江の会、大田・自然を守る会、

エコクラブＯＴＡ 以上の会の会長、代表が名を連ねています。  

 

 

会のうちそと 

 

◎Ｔ会員のメールより 

 ６月中旪の呑川上流に大量の藻類が発生し水面に盛り上がっているとの

メールがありました。 

１１日の福五会員の現地調査では、異様な感じの上流も残っていますが、そ

こから流れた藻が、新幹線下の境橋から道々橋にかけて多量に浮いていま

した。 

http://homepage2.nifty.com/tamagawa
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しかし１４日の雷雤で上流から道々橋まで大部分はきれいに流れていまし

た。 

 

◎大田区から環境学習協力団体登録の要請 

 大田区環境保全課より環境学習への協力する団体の登録してほしいとの

連絡がありました。 

協力できることは協力するという返事を出しました。 

大田区の小・中学校では総合学習が始まると環境関係で協力要請がくるか

らということです。 

 

 

 

連載 呑川生きもの紀行  （最終回） 

  コアジサシ（小鯵刺）カモメ科 
増田 直也      

 
 コアジサシは４月中旬頃、遠くオーストラリアや東单アジアから夏

の訪れを告げるようにやってくる小柄でスマートなカモメの仲間です。

空中で羽ばたきながら停空飛翔し、小魚めがけて一気にダイビングす

る姿からこの名前がつきました。 

 日本へは大切な子孫を生み育てるためにやってきます。本来、海岸

の砂浜や川の中州などに茶碗くらいの窪みを作り、１～３個の卵を生

み、コロニーと呼ばれる集団繁殖地を形成し、数十から数百羽、大き

な所では数千羽が集団で営巣する習性があります。 

 

 ところが近年沿岸部の埋め立てや開発、レジャーの場としての使用

などにより、営巣に適した海岸の砂浜や川の中州などが減少し、環境

省のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されるに至りました。 

 大田区でも埋め立てなどで営巣環境が急速に失われましたが、埋立

地が形成される段階では（昭和４０年～５０年代）集団営巣が砂礫地

などに多く見られました。その頃、洗足池や多摩川下流部などでは餌

をとる、たくさんのコアジサシを見ることができました。 

 やがて埋め立て地の開発が進むにつれ、広大な砂礫地もなくなり、

繁殖場所も失われていきました。 
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 そんな昨今、朗報がもたらされました。２００１年６月１０日、昭

和島にある森ケ崎水処理センター施設コンクリート屋上部分（約７ヘ

クタール）に約１７０羽のコアジサシの営巣が確認されたのです。 

 このような所での営巣は日本初の事例です。しかしながら６月２５

日の調査で８７個もの卵が浜風に飛ばされて割れたり、巣から離れて

親が見失うといった悲惨な状況が確認されたのです。砂利などが敷い

てあればこのような悲惨な状況にはならなかったでしょう。 

 

 私たちは追い詰められた最後の砦の環境改善を求めて、東京都や大

田区に要望書（別掲の通り）を提出致しました。１４～１５年も放置

された場所ですが、大田区に利用計画があるため、営巣場所全体の環

境改善は保留されたままになっています。計画自体も何年先の話か見

当もつきません。 

 その間コアジサシたちが同じような状況での繁殖は続けられないで

しょう。計画があるにしても、とりあえず繁殖を手助けしてあげるた

めの施策を決定するという英断が、新しい自然環境の創造という視点

からも画期的な出来事となり、その成功例が沿岸部にある多くの屋上

に波及してゆけば、日本の自然保護行政の英知として、高く評価され

ることになるでしょう。 

 

 なお７月２５日の調査でこのコロニーで生まれたと思われる若鳥が

上空を親鳥と仲良く飛んでいる姿が確認されました。来年こそ安心し

て子育てができる環境でコアジサシ達を迎えてあげたいですね。 

  終わり 

 

                参考文献：岩崎書店 古国松俊英

著「コアジサシの親子」、千葉市発行「千葉市の鳥コアジサシ」。 

 

「呑川生き物紀行」は今回で終わりです。長い間ご愛読、有難う御座

いました。  
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編集後記 

 
・Ｍ会員が都合で今年の役員を辞退されました。事情やむをえないと

して１日も早い復帰を期待します。 

・２５日の雷雤のあと中原街道の上流側の柳橋から上流に向かって３

ｃｍ大の魚が１匹遡上していました。この当りで魚は始めてです。 

・今月から会報のまとめ役が変わりました。 

不慣れですがよりよい編集に努めますのでみなさまのご協力をお願い

いたします。 

（Ｆ会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑川の会ニュース   

１／／０年０１月号  
１／／０年０１月００日発行  

船から眺める多摩川・東京湾・呑川 
Ｏ会長      

 ０／月１／日＇土（、今年度の年間計画の目玉でもあった船からの見学会が

实施されました。 

 当日は快晴に恵まれ風も弱く絶好の見学日和でした。１／人を募集して、

当 初は定員に満たないと心配し、あちこち声をかけたら、集まったのは１２

人、船長の鈴木誠一さんを含め乗船定員１３人ぴったりでした。 
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 羽田の船着き場から普段はあさり取りをするときの漁船に乗って、まずは

多摩川河口をさかのぼって六郷橋先まで行きました。船から眺める干潟、

葦原や六郷水門、川崎河口水門など陸とはちがったアングルで、カメラを持

った人たちは大喜び、Ｍさんのマイクの説明もエンジン音にかき消されたも

のの河口付近の多摩川がじっくり味わえました。途中、船をめがけて次々と

飛来するユリカモメの群れにパンの切れ端を持った人はいそがしい思いを

しました。 

 

 船は羽田空港、川崎の臨海工業地帯の間をぬけて空港外側の東京湾へ、

埋め立てられたばかりの新空港を外から眺めるのも初めてです。風が尐し

出てきましたが速度を早めて快適さは増すばかりでした。埋め立て地の中

で新しく干潟を造成中の場所を見てから、京浜運河を入り京浜大橋をくぐっ

て内川河口へ向かいました。すでに大田区による公園造成のための工事が

進んでいる状況も目にすることができました。 

 

  昭和島の間を通って呑川河口へ、ここから初めて呑川河口を産業道路下

付近まで、さかのぼりました。新しく作ったつり人のための施設、数多くの係

留船の間を縫うように進みました。不法係留の貼り紙のあるもの、沈んだま

ま放置された船が目立ちました。 

 

 河口を船着き場としてどう活用し、整備するかの課題です。海老取川を通

って羽田へ、皆満足しました。 

 終了後希望者で交流会をしました。他の会の方も含めて生き方の交流も

でき楽しいひとときを過ごして５時近くに解散しました。  

 

 

船からの見学会 感想９子どもたちに乗せてあげたい ＇Ｈ会員（ 

 
 ビデオカメラだけを持って、漁船に乗り込みました。 多摩川の芦原、東京

湾の干潟の野鳥たち、船上からの呑川の景色。その映像を教室で子どもた

ちに見せてから、呑川を調べる子どもたちの目の輝きが増しました。呑川遊

覧船に子どもたちを乗せてあげたい！ 
 

 



63 

船からの見学会 感想９船から見た・・・・ ＇Ｓ会員（ 

 
 私が子供のころの羽田空港は今の０．１／程度の広さ。その変わり様にび

っくり。六郷の中州に咲いていた「ウラギク」を近くで確認しようと、翌日陸の

方から探しに行ったが、近づけずにダメ。舟で見せてもらってよかった。 

 呑川は一時より水がよくなったが、まだまだ。当局にいっそうの努力をお願

いしたい。  
 

 

今年度の環境展は２月８・０／日  

 
 毎年参加してきた大田区为催の環境展＇仮称（は、２月８日＇土（、０／日

＇日（の両日おこなわれます。場所は矢口小学校＇多摩川線・矢口渡駅から

２分（の体育館や教室・校庭を使うことになっています。 

 

 当会としてはもうすこし集実の見込める会場が望ましいのですが、やむを

得ず、同日夕刻から蒲田駅付近で講演会を行うことで相乗効果をねらうこと

にしました。 

 

  昨年、日本工学院専門学校と共催した講演会を、今年度は２月８日＇土（

午後５９／／～で行いたい旨、同校にお願いしましたところ、「できそうだ」とい

うことで、計画進行中です。講演会の内容は、川や海と下水道の関係を考

えています。  

 

 

「まちづくり展」へ出展  報告９Ｓ会員  

 

００月１４日の「まちづくり展」＇为催 未来につなく大田まちづくりの会（に「呑

川の会・水循環研究班」として出展しました。ビデオと展示をおこないました。 

＜まちづくり展パネル＞をそのまま掲載します。写真は一部省略。ビデオは

希望者にお貸しします。 
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下水道があるのに大雤のあと川が臭い。どうして？  

 

 大田区の下水道普及率は 100％です。トイレの排水をはじめとする生活廃

水も工場廃 水も、下水道の枝線から下水道幹線を通り、森ケ崎の水処理セ

ンターで処理され、東京湾に排出されることになっています。ですから、いま

どきトイレの排水などの汚水が川に入るなんて考えにくいことです。 

 それなのに、どうして雤が降ると決まってそのあとの川の水が臭くなり、魚

が大量に 死んで浮いたりするのでしょう。汚水がまちがって川にはいってし

まうのでしょうか？ 

 

その筓えは下水道の構造にあります  

 

 大田区の下水道システムは、田園調布・羽田空港・埋立地を除くと、すべ

て「合流式」といって、生活廃水と雤水＇屋根や道路の側溝から入ってくる（

をいっしょに流す方式です。それらを別々の管で別々に流す「分流式」と比

べて、下水道の管が 1 本で済むので、下水道普及を「安く、早く」するために

採用されました。 

 

 下水道管が「合流式」で、水処理センターの能力に限りがありますから、尐

し雤が強く降ると下水道システムが汚水を処理しきれなくなります。そこで、

下水道管から処理しきれない汚水を川へ直接放流することにしています。 

 

 処理していない汚水が、私たちの暮らしの場を流れている川に入るのです

から、臭いのはあたりまえ。そのうえ有機性の汚れでバクテリアが大繁殖し

て水中の酸素を使い果たし、中下流で嫌気性のバクテリアによる腐卵臭や

魚の大量死をもたらすのです。 

 

 合流式下水道とは、雤が降ったとき、未処理の水を川に捨てることを前提

にした下水道システムなのです。 

 

 雤のあとで川が臭くなる、魚が死んで浮かぶことのほかに、東京湾でも問

題が発見されました。＇ＮＨＫ・クローズアップ現代・ビデオ参照（下水管の中

に付着した生活廃水中の油分が「白いオイルボール」となってお台場に流

れ着く、水辺の公園でも大腸菌群の増加がみられるなど、そこで遊ぶ都民

の衛生問題も懸念されるなどの問題です。 
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では、どれくらいの雤が降ると川や海への未処理下水排

出がおこるのでしょう  

 

 現在の下水道管の設計基準は、通常汚水＇計画時間最大汚水（の流量の

2 倍になると川への未処理水の排出＇越流（が始まるとされています。では、

その計画時間最大汚水量は各地点でどのくらいの値か。また本当にその１

倍までは越流は起こらないのか。 「呑川の会・水循環研究班」として行政機

関に照会するなど、順次調査するつもりです。 

 

 

わたしたちも实態調査を開始した  

 

 わたしたちは、为に呑川沿いに住んでいるので、この問題は他人事では

ありません。 

いつやってくるかわからない大雤にすばやく対忚して調査し、实態を把握で

きるのは川の傍の住民だからこそできることです。 

 そこで、「呑川の会」として降雤時の調査を開始することにしたところ、日本

工学院専門学校＇蒲田（の猪口先生からは技術的な助言を、共立理化学研

究所＇田園調布 5 丁目（からはパックテスト機材の提供をいただきました。 

 

 今年の夏の大雤の際は、濁り、ＣＯＤ、アンモニウムイオン、大腸菌群につ

いて調査し、濁り、アンモニア性窒素、大腸菌群について簡略な検出結果を

得ています。技術的にもうすこし慣れたときに発表したいと思います。  

 

 

雪谷小学校の総合学習  報告９Ｆ会員  

 

 来年から本格的に小学校で「総合学習」が導入されますが、それに先立つ

形で雪谷小学校では 3 年生に「雪谷の昔」というテーマで総合学習が取り

上げられました。 

「雪谷の昔」はさらに細かく次の４テーマに分かれます。 

街の様子、 呑川の様子、学校での生活、昔の道具、農業の様子 
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 私が 1946 年から 50 年以上雪谷に住んでいるということで何人かの人と

ゲストティーチャーとして子どもたちに昔の街の様子、呑川の様子について

話しをして欲しいとの依頼があったのです。 

 ０学年約 100 人が０グループ１／人づつ４グループに分かれます。子ども

たちは皆んな話し手をしっかり見て熱心に話しを聞き、活発に質問を浴びせ

ました。实にかわいい。 

 

 学級崩壊など、どこの話しということであり、話し手としてもこの子どもたち

が知的にも、心的にもすくすく育って欲しいと、つくづく感じました。＇そして呑

川に関心を持つ子どもが増え、一緒に呑川のことを考えられたら、なお良い

でしょう（ 

 

 子どもたちはさらに自分たちで实際に昔からの家、商店、寺社等に出かけ

話しを聴き、また洗濯板を使って洗濯、七輪での火起し・餅焼き、小刀での

鉛筆削り等の体験もします。 

 そしてそれらを数人毎にまとめ、さまざまな形で、―――ポスター用紙に

書いたもの、紙芝居式のもの、人形で表わしたもの、さらにシナリオを書き、

人が来ると声で表わすものなど―――体育館全体で発表していました。盛

大でした。  

 

 

連載 呑川むかしむかし  （１） 
大坪 庄吾      

 川はどのようにして生まれるのでしょう。土で小さな山を作ってみ

ましょう。出来たらじょうろで上から水をかけてください。水がかか

った山には小さなすじができはじめます。 

 すじの間を水が流れて、すじの間か少しずつ広がります。水が流れ

ると、土は少しずつけずられて流されます。下のほうには流された土

がつもっていきます。川はこのようにして生まれるのです。 

 

 もう少し水をかけつづけましょう。つもった土の間にまだ川は流れ

ます。ところが平らになったところでは、川は曲がりくねったり、水

のはやさがかわると低いところを探して新しい流れができたりします。

川の下流では土があちこちにつもって川はばも広くなっていることに

気がつくでしょう。川の終点は海です。海にそそぐ川は流れがゆった
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りとしています。 

 

 では、呑川はいつごろどのようにして生まれたのでしょう。呑川の

生まれる前の東京は、ほとんど海になっていました。およそ３万以上

前の気候は、今よりずっと寒かったのです。 

 氷河時代といっていて、地球全体が寒くなり、北極や单極の方には

海からじょうはつした水分が雪や氷となって降りつもり、とけないた

め海水がどんどんへっていきました。 

 

 海だった東京は水がなくなり陸地になりました。いま東京湾になっ

ていたところも、水がへって三浦半島の先のあたりでようやく太平洋

にそそぐようになりました。東京湾の海面は、今より１００メートル

以上低くなったのです。その間に多摩川・荒川・相模川などの上流か

ら流されてきた土や石、砂などが東京の各地に積もりはじめました。 

 

 およそ２万５０００年ほど前ごろから、富士山、箱根山などの火山

の活動がさかんになり、噴火した火山灰が関東地方全体にふりつもり

ました。火山活動が少なくなったのは、１万年前、その間に降りつも

った火山灰はおよそ５～６メートル、東京全体が火山灰におおわれま

した。これを武蔵野（むさしの）台地といっています。台地を５０セ

ンチもほると赤土（関東ロームともいう）という火山灰の土が今でも

でてきます。 

 

 東京でも今の軽井沢あたりと同じくらい寒い気候でしたが、火山灰

の上に降った雤が土をけずり、武蔵野台地の場合は西から東に流れる

川がいくすじもできました。呑川もそのひとつとしてたんじようした

のです。呑川は東京湾だったところの中央に流れていた古東京川に流

れこんでいました。 

 

 そんな時代、人間は住んでいたのでしょうか。寒さと戦いながら東

京にも大昔の人が住んだあとが見つかっています。大田区にも久が原

や馬込などにおよそ２万５０００年前から人間が住んだあとが発見さ

れています。久が原の場合は呑川の近くの台地のへりのわき水のよく

出るところに住居を作り、石器を作ったりした人々がいました。呑川

では魚をとったことでしょう。また、オオツノジカやイノシシなども

石器を武器として使いしとめたことでしょう。遺跡からは動物の肉を

バベキューのように焼いた石のまとまりも発見されています。  
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  つづく 

 

                 

   

新入会会員紹介 

 
 前回の会報発行後次の５名の方が入会されました。自己紹介文をそ

れぞれ書いていただきましたので、ご紹介いたします。 

 

＜Ｓ・Ｕさん＞ 

 Ｓ２４年＊＊新聞社入社。社会部、婦人部、編集委員、調査研究部

などを経てＳ６０年退社。同年ＫＫ「＊＊」（メンテナンス業）入社、

社内報編集担当、平成１２年退社。呑川近くに住んで約５０年。  

 

＜Ｈ・Ｋさん＞ 

大田区立＊＊小学校教諭、Ｈ・Ｋです。 

総合的な学習の時間で「呑川たんけん」という卖元を設定。子どもた

ちとの学びをより豊かに展開するために入会しました。 

 

＜Ｉ・Ｋさん＞ 

 北千束在住のＩといいます。呑川との縁は雪ケ谷文化センターで卓

球をする時いつもそばを通っています。定年でこれから地域で活動を

したいと思い入会しました。今「おもちゃ病院」のボランティアをし

ています。これからよろしくお願いします。 

 

＜Ｃ・Ｎさん＞ 

皆様はじめましてＣ・Ｎです。区の講座で呑川を中流から上流にかけ

て歩く機会があり、いつも見る呑川も少し歩けばその様子が違うこと

に興味をもちました。よろしくお願いします。 

 

＜Ｍ・Ｍさん＞ 

 自宅近くの『夫婦橋』から雪谷の『西の橋』まで、呑川の四季折々

の姿を眺めながら、毎日、自転車通勤しております。大田区の真ん中

を流れる呑川のことをもっと知りたくて入会いたしました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  
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編集後記 

 
・ 去年から今年にかけて实施した呑川の２０００年を記録する活動

の全体のまとめの集まりが８月２６日行われました。参加者は 12 名。

参加者のそれぞれの呑川に対する思いを述べ、楽しい集まりでした。

当日のまとめは別添のとおりです。またその後Ｓ会員からは江戸末期

に出版された「新編武蔵風土記稿」に記載されている呑川に関する記

事が寄せられました。 

・ 今年 1月から 3月にかけて实施された大田区環境保全課主催の講

座が母体となり「おおたく環境探検隊」というグループが生まれまし

たが、そこで六郷用水を取り上げて活動しようとしています。 

（Ｆ会員） 

 

 

 

 

 

呑川の会ニュース   

１／／１年１月号  
１／／１年１月１４日発行  

エコフェスタ ワンダーランド 

子どもたちと考える地球のみらい  

 ２月８日～０／日、１／／０年度環境展の催しに参加します。 

 例年、大田区がよびかけて行ってきた環境展示が、今年は上記のような

名称の行事として行われることになりました。为催は、呑川の会も参加して
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いる同实行委員会になります。 

 

 １月はじめの役員会でこの催しに呑川の会として参加することにし、あわ

せて呑川の会独自の講演会も別会場で８日に行うことにしました。＇別記と

チラシ参照（。呑川の会としては、次のような形で参加します。 

 

展示部門  １／／／から始めた「呑川調査」の成果を生かして 

 ○ 呑川調査の報告 呑川の生き物  呑川の会の活動紹介 

  ○ 一日かんきょう学校 「呑川を知ろう」９０／日 大坪会長が話す  

 

 なお、展示作成のため昨年度の呑川の会の活動を示す写真を集めます。 

８日午前０／時から作業をしますので会場の矢口小学校になるべく来てくだ

さい。 

会場の係として時間を区切って交代で詰めますので同封のはがきを出して

ください。 

８日午前．８日午後．８日夜の講演会．０／日午前．０／日午後 を区切り

とします。 

 今回の展示の対象は子どもたちとなります。呑川の会以外の多くの団体も

参加します。 

 

 

 

講演会のお知らせ 

 

 ２月８日＇土（午後５時～７時半 呑川の会と工学院環境科学科と共催によ

る講演会を行います。講師と演題については同封のチラシを参照ください。

この会は呑川の会の年間計画の一つとして企画したものです。チラシを数

枚余分にいれますのでお知り合いの方に配布してください。  

 

 

春の見学会９清水窪湧水から洗足池まで・・お花見を兼ねて 

 

 例年の春の行事として上記のような見学会を行います。呑川の源流の一

つでもある湧水や池をめぐる見学です。ふるってご参加ください。会員以外

の方もぜひどうぞ。 
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日時と集合場所 ３月６日＇日（ 午前０／時、大岡山駅改札外 ＇目黒線、大

五町線（ 

日程 大岡山～清水窪湧水～洗足池公園 

   ＇千束八幡神社、水生植物園、勝海舟夫妻の墓、御松庵、排水口など（ 

   ～中原街道改修碑～洗足流れ～小池公園～洗足池～駅にもどり解散  

   ※洗足池公園にて花見をします。昼食と飲み物は各自用意ください。 

   案内と参加費 会役員にて案内します。参加費４／／円 

 

 

 

コアジサシの営巣環境の整備を！ 

 

 昨年７月号・呑川の会ニュース掲載の、「コアジサシが森ケ崎水処理セン

ター屋上に営巣し卵が生み落とされたが、大部分はフラットな屋上のため浜

風に飛ばされ、割れたり、親鳥が見失ってしまい、繁殖に成功したのは数羽

に過ぎない」という増田さんの記事を覚えておられる方も多いでしょう。 

 

 实際確認された巣立ったヒナは 5 羽で産卵数 240 個に対し繁殖成功率は

2.1%にすぎなかったそうです。 

 これは広く朝日新聞、NHK おはよう日本でも取り上げられました。 

 

 その後増田さんが中心となり「コアジサシ屋上環境整備实行委員会」が組

織され、東京都下水道局、同森ヶ崎水処理センター、大田区土木部等と折

衝を続けてきました。都および区とも積極的に対忚され、概略次のとおり森

ｹ崎水処理センター屋上を整備し、毎年３月に訪れるコアジサシの営巣環境

を整えようということになりました。 

 

1.森ｹ崎水処理センターの屋上の一部１ﾍｸﾀｰﾙを５ｍ間隔に縦横、レンガで

仕切りをする。 

2.その仕切られた中にスラジライトを敶設する。スラジライトは下水処理場で

発生する汚泥を加工した砂粒状のもの。 

3.卵をカラス等の捕食者から目立たなくするため貝殻を撒く。 

4.ヒナの天敵からの逃げ場としてエキスパンドメタルをレンガ各辺に置き、そ

の下に入りこめるようにする。 

 その報告会が 1 月 25 日東京都、大田区、市民団体２者により開かれてい

ます。 
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環境整備に会員の協力を 

 

 この工事は都が 2 月中に発注し、コアジサシが南から訪れる 4 月前まで

に完成させる段取りとなっています。 

 そこで会員の皆さんにもお願いがあるのですが、現今の厳しい財政事情

の中、上記作業のうち貝殻撒きとエキスパンドメタルの敶設は市民側で实

施することになっています。材料については实行委員会で尽力され確保で

きるようになったのですが、まだ 3 月から 4 月にかけての屋上での撒く作業

と敶設作業が残っています。これは人手でやらざるをえず、かなりの忚援者

が必要です。 

 

 具体的日時等は追って決まりますが＇作業は土曜、日曜の予定（、作業日

によっては手伝ってもよいと考えられる方は電話かメールでＦまでご連絡く

ださい。 

 

 このプロジェクトは 

1.絶滅危惧種であるコアジサシの本来の営巣地である砂礫地や砂浜が失

われている中、都市部での営巣環境整備の先進的事例となること、 

2.自然保護等ある一つの目標に対し、行政と市民とがそれぞれの役割を果

たして遂行してゆくという今後の行政の一つのありかたを示すものであるこ

と、 

等の非常に大きな意義があるでしょう。 

 またさらに实行委員会ではその後営巣状況の調査、観察会の開催、近隣

小学校との連携等も計画しています。ぜひ成功させたいものです。 

（文責 Ｆ）      

 

 

 

連載 呑川むかしむかし（２） 

大坪 庄吾      
海がおしよせてきた 
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 呑川ぞいには大昔の人々の住んだあと（遺跡）がいくつもあります。

なかでも貝塚のある遺跡は呑川中流の雪が谷や馬込、久が原の台地で

発見されています。貝塚からは牡蠣（カキ）やハマグリ、ハイガイな

どの海の貝とともにイノシシやシカの骨が発掘されています。なぜ呑

川の中流で海の貝がとれるのでしようか。 

 

 １万五千年ほど前、寒かった氷河時代が終わりをつげ、気温が上が

りはじめました。今でいえば「地球温暖化」の時期に入ったのです。

そのため单極や北極の氷がとけて海水がふえ、海面がしだいに上がり

はじめました。そのため東京湾では今より海面が５～６メートルも上

がるようになりました。もっとも海面が上がったのは今からおよそ六

千年ほど前です。気温も今より２～３度高くなりました。 

 

 人々の生活の上でも大きな進歩がありました。１万年ほど前に土器

（どき）が発明されたり、弓矢が使われるようになりました。また石

器も改良されやり先のするどいものや動物の肉の加工につごうのよい

ものが使われるようになりました。 

 あたたかくなったため、森には温かい地方で育つ植物がしげり、シ

カやシノシシ、ウサギなど今でも各地に見られる動物がふえました。

海にもたくさんの貝類が育ち、なかでも今は单の海にしかみられなく

なったハイガイも海辺でとれるようになったのです。 

 

 土器には縄目のもようがつけられるようになったため、この時代を

縄文時代といっています。今の大田区の場合武蔵野台地のはじのとこ

ろまで海がおしよせてきたのです。 

 有名な大森貝塚をはじめ、さきほど紹介した貝塚や多摩川ぞいでは

下沼辺貝塚などが、縄文時代の貝塚として知られています。今の大田

区の低地にあたる羽田、大森、六郷、蒲田、池上などは海でおおわれ

ました。台地の下には波が打ち寄せたり、谷の奥まで海が入り込みま

した。海が入り込んできたことを縄文海進といっています。 

 

 呑川流域の場合は、海進がもっとも進んだ六千年前から五千年前に

できた貝塚のなかに雪谷貝塚があります。２００１年にこの貝塚が発

掘されてハマグリとカキを多くふくんだ貝がらのまとまりがたくさん

見つかっています。 

 六千年前をさかいに気温は少しずつ下がりはじめ貝塚を作った人々

の生活の場は雪谷から呑川のすこし下流がわに移り、久が原、馬込に
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移ってきます。 

 人々は台地のはしのところに村を作りました。台地のはしのすこし

低い所にはたくさんのわき水がでたからです。台地の奥の方の森に住

む動物にとってもわき水のでる水場はかかせないものでした。森に出

かけたり、水場に近づく動物を弓矢でしとめたり、落とし穴を作って

つかまえました。台地の下の海岸では貝を拾ったり、舟で沖にでて魚

もとりました。このような生活は今から二千年ほど前まで続きました。 

 

 およそ二千年ほど前、気候は今と変わらないぐらいになり、海岸線

も今の大田区の形に近づきました。呑川は久が原から下流に流れくだ

り、上流から運んできた土砂（どしゃ）がしだいに海だった低地をう

めていきました。土砂は多摩川からも運ばれ今の大田区の土地ができ

ていったのです。  

  つづく 

 

                 

   
 

 

 

呑川の会ニュース   

１／／１年 １月１４日発行  

エコフェスタ ワンダーランド 

   子どもたちと考える地球のみらい 

 

 ２月８日～０／日 １／／０年度環境展の催しに参加します。  

 例年、大田区がよびかけて行ってきた環境展示が、今年は上記のような

名称の行事として行われることになりました。为催は、呑川の会も参加して

いる同实行委員会になります。１月はじめの役員会でこの催しに呑川の会

として参加することにし、あわせて呑川の会独自の講演会も別会場で８日に

行うことにしました。＇別記とチラシ参照（ 

 呑川の会としては、次のような形で参加します。  
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展示部門  １／／／から始めた「呑川調査」の成果を生かして 

○ 呑川調査の報告 呑川の生き物  呑川の会の活動紹介 

○ 一日かんきょう学校 「呑川を知ろう」 (０／日 Ｏ会長が話す（ 

 

 なお、展示作成のため昨年度の呑川の会の活動を示す写真を集めます。

８日午前０／時から 作業をしますので会場の矢口小学校になるべく来てく

ださい。 会場の係として時間を区切って交代で詰めますので同封のはがき

を出してください。 

   ８日午前 ８日午後 ８日夜の講演会 ０／日午前 ０／日午後 を区切り

とします。 

今回の展示は展示の対象は子どもたちとなります。呑川の会以外の多くの

団体が参加します。 

 

講演会のお知らせ 

   

 

 ２月８日＇土（午後５時～７時半 呑川の会と工学院環境学科と共催による

講演会をを行います。講師と演題については別記チラシを参照ください。こ

の会は呑川の会の年間計画の一つとして企画したものです。チラシを数枚

余分にいれますのでお知り合いの方に配布してください。 

    創立当時からの为な活動記録をもとに会長より報告がありました。 

特に昨年度は、１／／／年度からの呑川調査のまとめをしたほか、計画にあ

った見学会を予定通り行ったこと等が報告されました。計画以外のコアジサ

シプロジェクトへの参加が成果をあげていることが確認されました。 

 

１／／１年度会計報告 

   役員引継ぎ他の要件から後日に延期され、ニュースに同封することにし

ました。監査結果を含めご承認ください。＇別添（ 

 

１／／１年度の活動計画 

前号のニュースのさいに送ったアンケートをもとに、どんな呑川を望むか、

呑川の会の活動をどのようにすすめるかの話し合いを行いました。 

アンケートの内容は幅が広くすべてについての討議はできませんでした。 

どんな呑川像を描いて活動をすすめるかについて話が集中しました。呑川

の会としては、さまざまな意見が会員の中にあることを基本とし、親しみがも



76 

てる呑川をめざして活動することで合意しました。 

 

 １／／１年度の具体的な活動については総会で出た意見をもとにして役員

会で提案することにし別記のようにまとめました。具体的には 

 ○呑川マップづくりをめざして、再度呑川を歩く会を企画する。 

 ○行政との連携を大切にしながら私たちの意見も反映されるように努力す

る。 

 ○学習会は計画的に实施する 

 ○関係ある諸団体と連絡しあい、お互いに情報を交換する。 

ことを基本として計画をたてました。 

 

役員について 

 次のとおり決定しました 

  会長   Ｏ 

  事務局  Ｓ、Ｔ、Ｆ 

  会計   Ｔ 

  会計監査 Ｏ 

 

その他 

 終了後、有志で蒲田駅近くで懇親会を行い楽しいひとときを過ごしました。 

 

１／／１年度 具体的活動計画 

 ５月０日＇土（総会 

 ５月０７日＇火（定例会 ＇今まで拡大役員会と呼んでいたものを名称変更（ 

 ６月２日＇水（大田区まちづくり課との懇談会 

 ６月または７月 東京都第二建設局の方と懇談 

 この間に昨年度できなかった大雤時の呑川調査をする。 

 ７月１／日＇火（定例会 呑川未来像素案討議 

 ８月１０日＇土（定例会 呑川の未来像検討会 

 ０／月４日＇土（呑川マップ作りのためのフイールドワーク、雤天翌日 

 ０／月０４日＇火（定例会 大田区環境展準備 

 １／／２年 

 ０月０７日＇土（呑川の未来像まとめの会 

 １月 大田区環境展＇仮称（参加と講演会＇呑川の会として企画（ 

 １月０７日＇火（ 定例会 

 ２月または３月 呑川マップ作りのためのフイールドワーク＇第１回（ 

            花見を兼ねて企画 
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 ３月０４日＇火（定例会 

 ５月０６日＇火（定例会 

 

 別の日に１／／２年度総会 

 

定例会は１ヶ月＇偶数月第２火曜（に一度をめどに会員誰もが参加できるも

のとする。 

 火曜日の場合は夜０８時から場所は池上文化センターにて、土曜日の場

合は午後で時間、場所等はその都度連絡。 

 役員会は適宜必要に忚じて行う。ニュースは「のみがわ」としたい。 

 

 呑川の未来像は急がずその年の討議の段階に忚じて描いていきたい。  

 

 

神田川ｻﾐｯﾄ IN 小名木川に参加して ＇Ｆ会員（ 

 
 神田川サミット IN 小名木川に参加しました＇５月１１日（ 

 神田川と小名木川との関係は江戸時代には舟運で両者が密接に結ばれ

ていたということで小名木川は神田川の支流ではありません。むしろ両者は

隅田川の支流です。 

 

 午前中は水上バスとウォーキング、午後講演会、フリー討議、交流会とい

った内容です。 

 水上バスは地下鉄大江戸線清澄白河駅に近い高橋で乗船。小名木川を

下り、隅田川に出て、さかのぼる。神田川の河口でＵターンし、逆行。高橋を

越え、クローバー橋でＵターン。高橋下船というコース。 

 

 小名木川の奥は江東ゼロメーター地帯で＇实際干潮時には海面より低い（、

洪水対策から川の水面を下げているので、舟の出入りのためにはパナマ運

河と同じ仕掛け＇閘門（を設けています。川沿いの松並木が印象的でした。 

 

 ウォーキングは高橋から芭蕉記念館展望台経由午後の会場の深川江戸

資料館まで。 

午後は地元の和船友の会会長の斎藤富三さんと都建設局の若尾さんの講

演。その後交流会とフリーディスカッションです。 
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 印象に残った为な点は次の通りです。 

０－参加者が０／／名近くに達するイベントが設けられること 

１－隅田川を改めてみると川沿いの高速道路は百年の計から失敗だったで

すね。 

２－杉並区の「まちづくりに夢をつなぐ市民の会」が模造紙２枚ほどの大きさ

に神田川の杉並区部分の現状＇写真（と将来像＇イラスト含む（を展示してい

ました。 

３－都の他の河川に流域連絡会という組織があること 

平成８年の河川法の改正でそれまでの治水、利水行政から環境も配慮する

ことと同時に流域住民との協働の川づくりがかかげられ、それを受けて東京

都でも都、関係自治体、市民、市民団体の３者が流域連絡会という組織を

つくり、地域に活きた親しめる川づくりを目指している。そして内川、渋谷川・

古川、神田川、野川等０２河川に流域連絡会があるそうです。 

 呑川には何故ないのだという思いが強いですが、これは是非働きかけて

实現させたいものです。 

 

 

コアジサイプロジェクトその後＇２（ 

 

 前回の会ニュースの「コアジサシプロジェクトその後」の最後に「肝心のコ

アジサシはまだ来ない」と書きました。例年は３月１４日前後にきているとの

ことだったのです。 

それから０週間近く経っています。東京都下水道局、大田区、ＷＷＦ・ＪＡＰＡ

Ｎ等々の協力を受けているのに空振りだったらどうしよう。増田さんは勿論、

私でも気が気ではありませんでした。 

 

 しかしその後の経過は読売、朝日等の新聞、またＮＨＫの０７時からの首

都圏ニュースですでに３回ほど放送されご承知の方が多いでしょう。 

 

 ５月０４日現在の巣、卵等の数を次のとおりです。 

 営巣数    ３２５箇所 

 卵数     ８２／個 

 ヒナ      ４／羽 

 親鳥数  約０／／／羽 

 私は５月０４日、１８日の調査と０５日の観察会に参加しました。１８日は巣
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の数で２３３箇所増えています。従って卵の数も最低６／／個は増えているで

しょう。ヒナも１４／羽ほどいました。ただ残念なことに数十羽のヒナが死んで

いたことです。为たる原因は雤による寒さのようです。 

 

 卵をだいている親鳥が警戒のために一斉に飛び立つ時は壮観です。０４

日にはヒナをねらってきたハヤブサをコアジサシが集団で追いかけ、エリア

から追い出してしまいました。 

 

 コアジサイ本来の繁殖場所である自然の砂地を追い出して人工の繁殖地

へというのは勝手なものですが、森ｶﾞ崎下水処理場は世界有数のコアジサ

シの繁殖地で世界遺産ものだと某鳥学の権威が話したとか。ギネスブックも

のであるのは間違いないようです。 

 

             ＇Ｆ（  

 

 

連載 呑川むかしむかし （４）六郷

用水と呑川 
大坪 庄吾      

 
六郷用水と呑川 

江戸時代より前の呑川 

六郷用水を作った小泉次大夫のことを書いた記録に、六郷用水を作る

前の六郷領の村々（今の大田区）のようすを次のように書いています。 

 

「村々をまわってみると、家数はわずか七、八軒から十数軒の村が多

く、ふだんの食事はむぎ、あわ、ひえ、大豆などでとっている。」

「多摩川がはんらん（水害）することが多く農民は困っている」「農

民たちは、呑川や内川、台地のはしからのわき水を使って水田を作っ

ているが、ひでりのときには作物ができない」ということです。 

 

六郷用水を作る 
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１５９７年、用水ぶぎょうとなった小泉次大夫は多摩川下流の農民を

集め、多摩川上流の和泉村（いずみ村～今のこまえ市）から水を取り

入れ六郷領まで用水を作る工事を始めました。六郷用水ははじめに測

量をして水路を決め、１５９９年から農民たちを使って掘り始めまし

た。１６１１年に工事は終わり、はじめて多摩川の水が六郷領の村々

をうるおすことになりました。 

 狛江から世田谷領を通って今の鵜の木あたりから六郷領の村に入り

ます。矢口村のところで二つの流れにわけ、六郷、羽田の方に流れる

水路を单掘用水、矢口から台地のへりにそって久が原、池上、大森の

方に流れる水路を北堀用水としました。 

 

单北二つの水路にわけられた六郷用水 

 北堀用水は堤方村（今の堤方橋近く）で呑川を渡って流れます。こ

の渡り方は六郷用水の水を一度呑川に落とし、少し下流に「せき」

（ダムのようなもの）を作って水位を上げ、大森方面に流したのです。

その水路の跡が呑川の養源寺橋（ようげん寺）の近くに緑道として残

っています。 

 呑川には多摩川からきた水もまざります。この水は堤方橋のあたり

から中土手という川の中に作られた土手で二つの水路に分けられ、双

流橋のあたりで一つは蒲田方面に流れ、他方は大森方面に流れます。

蒲田方面に流れた水路はさらに二つに分けられ蒲田にある夫婦橋のと

ころで糀谷（こうじや）方面に流れる松葉用水になります。 

 

 呑川の水路も六郷用水の水路も網の目のように分かれ、六郷領の

村々のすみずみまでとどきました。 養源寺橋より上流の村はすべて

呑川の水を使った水田でした。久が原はわき水がたくさん出る村です。

それでも道々橋の所に「せき」を作って呑川の水もとり入れました。

また、池上村は洗足池から流れ出る水をわけて用水にしていました。 

呑川だけの水では、水田の水としてはたりません。台地からわき出る

「わき水」は呑川の両岸の村ではかかせないものでした。 

 

いのちの水だった六郷用水 

 ひでりのときには、下流の村々では水がとどかないことがたびたび

ありました。そんなとき村の代表が集まって水のわけ方を相談します。

一度に全部の村が水を使うのでなく一日ごとに使う村の順番を決めて、

他の村は水路をとじるようにしました。このきまりを「日わり番水」

といいました。もっと水が少なくなると時間ごとに配る村を決める
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「こく割番水」になることもあります。 

 

 それでもきまりをやぶる村があって「水あらそい」がときどき起き

ています。用水は農民にとって「いのちの水」でした。 

 呑川や六郷用水の水は、また生活の水としても使われました。朝く

んだ水を飲み水として使ったり、くんできてお風呂や洗たくにも使い

ました。下流では「しじみ」もとれたし、フナや小魚をつって食べる

こともしていました。 

 毎年、大雤のときには呑川はよくあふれました。ひがいもありまし

たが、水田に入った水は短い時間で引いてしまい、家の中まで水が入

ることはあまりありませんでした。家は台地がわのすこし高いところ

に作っていたからです。  

 

（ つづく） 

 

 

 

 

 

 

 

呑川の会ニュース   

１／／１年 ４月号  
１／／１年４月０日発行  

１／／１年度 総会のお知らせ 

 呑川の会の昨年度の活動は、ほぼ予定通り終わり、０８８６年４月の結成

以来４年目を迎えることになりました。 

 さる３月０５日＇火（に拡大役員会を行い、１／／１年度の総会を下記のよう

に行うことになりました。役員会には十合恒彦さん、市川光一さんも出席さ

れ、貴重な意見をいただきました。その結果、今回の総会は「呑川の未来を

考え、自分たちで手足を動かして活動する会にしたい」という方向で開くよう
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にしました。 

 

○日時 ５月０日＇土（午後０時２／分より３時半ごろまで 

○会場 蒲田小学校 呑川の京浜東北線鉄橋から下流２つ目、菖蒲橋左岸 

○総会までの段取り 

 アンケートに記入のうえ４月１３日までに同封の封筒にいれて返送ください。 

回筓がむずかしいところは記入しなくて結構です。 

アンケートをまとめて総会のための「呑川の未来を考える」資料を作成し総

会当日の話し合いの材料とします。 

 

総会次第 

０ １／／０年度 活動報告 ４年間の活動をふりかえって 

     昨年度の活動を記録したビデオも短時間上映します 

１ 会計報告と会計監査報告 

２ 呑川の未来を考えてどんな活動をしていくか 

     アンケートをもとにしたフリートーキング「私たちの描く呑川の未来」 

     近未来と夢まで話し合いましょう。 

３ 上記２のの話し合いをもとにみんなで今年度活動計画をつくります。 

４ 活動計画の確認  

５ 役員選出＇改選（ 

６ 時間があれば水循環 生物 歴史などのグループごとの打合せ 

７ 新役員あいさつ後 終了 

＇総会終了後、時間のある方は懇親会に行きませんか。（ 

 

 

 なお、役員会で話し合った年間の活動は次のようなことです。 

この内容はこだわりませんし、変更も歓迎します。 

○学習会  呑川の未来計画 東京都第二建設事務所＇呑川担当の方（を

よびたい。 

○調査活動 昨年度できなかった大雤どきの呑川調査を入れたい＇夏（。 

        大田区の生物調査にも参加したい。 

○見学会  九品仏川緑道から谷沢川上流へまたは神田川上流 １回程度 

○講演会  工学院専門学校と共催で考えたい。 

○他団体との協力 大田区環境フェスタ コアジサシ保護、学校の環境教育

への講師派遣など 
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呑川と下水道の良い関係をめざして 

       ２月８日下水道局による講演会報告 

 

 呑川を語るなら、是非知っていなければならないのが下水道からの越流

水のこと。大雤のあと川が臭くなり、下流では魚が大量に死んだりして、どう

やら汚水が川に流れ込んでいるらしいことは多くの流域住民が気づいてい

ます。 

 

 これを、何とかできないものか。私たちはずっと考えて来ましたが、ようやく

下水道局との率直な意見交換ができるようになりました。２月８日私たちの

講演会に都の下水道局から２名の職員が来てくれ、当面の方向である「合

流式下水道の改善」や「呑川関連の計画」について具体的に話してくれたの

です。 

 

 「越流水を分流式下水道なみの水質に」という目標点と、呑川などの都市

河川は本来、暗渠化して下水道幹線となる運命にあったというお話が印象

的でした。 

 

 公開講座ですから、いろいろ意見も飛び出しましたが、行政の枞の中で率

直にデータを示して、無償でお話してくれた講師の職員の方に感謝したいと

思います。 

＇榊 原（ 

 

 

３月６日９「清水窪湧水をたずねて」 

 

 朝から雤がぱらつき、心配していたが集合時間にはなんとか晴れてほっと

する。 

大岡山駅から北へ向かって 10 分、住宅街の真ん中に木立の並ぶ「清水窪

弁財天」に着く。ここは周りからストンと窪地になっていて、いかにも湧水の

湧く雰囲気。武蔵野台地に清水窪渓谷が入り込んだところだ。 

 

 個人の所有地で個人名になっているが、自由に入れる。赤い鳥居の奥に

弁財天が祭られ、小さな池がある。湧水量は尐ないのであろう、水は濁る。

壁の隙間から漏れる湧水を集めるパイプがあり、それが排水マスへとつな
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がるのが見える。 

 

 ここから昔の「清水窪流れ」の道を「清水窪渓谷」沿いに歩く。いかにも渓

谷らしく、道の両側は急傾斜で上がっている。今は北千束の地名だが「清水

窪」の名を残す小学校がある。そのそばに昔の小川と思われる道がフェン

スの向こうに見られ、下水溝にはそれなりの量のきれいな水が流れ込んで

いる。 

 

 やがて洗足池桜山に沿って、忽然水路が現れる。その水路の端に、清水

窪湧水から引いてきたパイプが見え、相当量の水が勢いよく出ているのに

驚く。洗足池は浄化の為の植生地、勝海舟夫婦の墓、池月の像、袈裟かけ

の松を回って、洗足流れを歩く。 

 

 途中、今は釣堀になっている「小池」に着き、昼食。小池の大池さにはビッ

クリして解散。有志はさらに洗足流れの呑川合流地点に向かった。 

＇高 橋（ 

 

ウナギ稚魚 2 匹発見 

 

 ３月１３日大田区環境保全課水質係の实施する呑川の生物調査に呑川の

会も参加させてもらいました呑川の会からは大坪会長、高橋さん、おおたく

環境探検隊北間さん等３名が参加。 

 

 第１京浜国道の池上橋の一つ上流側の北之橋から全員命綱を着用し呑

川に降り、そこから上流側に向かい０時間ほどタモで魚とり。 

 

 一昨年の秋にも参加し、その時は取れた生き物はドジョウ、ヤゴ、その他

名のわからないサカナ０種ぐらいだったのですが、今回は季節が異なるた

めか取れたものは次のとおりで種類も数も多くなっています。＇魚名は専門

家がいないので必ずしも断定はできません（ 

 

ウナギ稚魚 ３～４ｃｍ大 

ボラ稚魚、マハゼ、モッコ、エビ 

その他、不明のサカナ数種 

 

 ウナギ稚魚は今年海から昇ってきたのでしょう。道々橋付近でウナギをみ



85 

たという情報は实際海から遡上したものが、すみついたのでしょう。最近大

雤がなく下水の越流水が発生せず、サカナも流されなかったのが、多く発見

できた原因でしょうか。 

＇福 五（ 

 

 

 

連載 呑川むかしむかし（３） 

大坪 庄吾      
弥生時代から古墳時代へ 

低地で米づくりが始まった弥生時代 

 

 今からおよそ２０００年前、今の大田区に近い土地の形ができあが

りました。 

 多摩川や呑川の上流から流されてきた土砂がつもっていったからで

す。台地のすぐ下の低地には広いしっ地（水のたまりやすい土地）が

できました。このころ日本列島全体に広がったことは、人々が米つく

りをはじめるようになったことです。この時代を弥生時代といってい

ます。 

 

 今から１８００年ほど前（３世紀ごろはじめ）大田区で米つくりを

はじめた人々は大森の山王のあたりに村を作りました。また久が原に

も村ができ、久が原の村はやがて大きな村になりました。久が原の村

は弥生時代の終わりごろ（３世紀後半～４世紀前半）にもっとも大き

くなり、遺跡（いせき～人々のすんだあと）としては单関東最大の村

になったようです。 

 

 久が原の台地の近くには、呑川と多摩川の運んできた土砂でできた

低地に水たまりがたくさんあり、また久が原の台地のはじから豊かな

わき水がたくさん出ていました。水田を作りやすい土地だったのです。

また台地の上は平らな土地が広がって住居を作りやすいところでした。 
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 久が原の遺跡からは弥生時代の住居あとがまとまってたくさん発掘

されています。（住居のあとは千戸以上といわれ、台地の单側はほと

んど遺跡になっています） 

 

 久が原では７０年以上前の発掘で住居のあとから炭のようになった

米粒が発見されています。弥生時代の遺跡は久が原の近くの村や田園

調布などで見つかっています。 

 そのほとんどがわき水のよくでる台地のはじの部分です。低地には

まだ住居のあとは発見されていません。見晴らしのよい台地の上に住

居をつくり、台地のすぐ近くの低地で米つくりをしたからでしょう。

呑川は米つくりに必要な水を運ぶ川として大切な役目をはたしていた

ということができます。 

 

 久が原遺跡のさかんだった時代は、有名な登呂遺跡のできたころと

同じです。しかし、登呂遺跡のような水田の跡はまだ発見されていま

せん。 

 

 

低地に村ができた古墳時代以後 

 

 ４世紀（紀元３００年ころ）に入ると村の中の力をもった人々が、

この地域全体を治めるようになりました。この時代を古墳（こふん）

時代といっています。 

 

 とくに力をもった人たちは自分たち一族の墓をつくるようになりま

す。台地の上に土をもりあげて作った古墳が多摩川ぞいに作られまし

た。その中の最大のものは長さが百メートルを越えています。４世紀

のなかばころに作られた宝来山古墳や亀甲山古墳が多摩川ぞいにでき、

７世紀までの間に次々と５０以上の古墳が作られました。古墳時代の

住居や古墳も久が原から発見されていますが、呑川の下流にも古墳時

代の遺跡がたくさんあることがわかっています。 

 

 ひえ田神社遺跡、蒲田八幡古墳、あやめ橋付近遺跡など古墳時代の

遺跡が知られています。これらの遺跡は呑川ぞいにあることから呑川

に近い低地にも人が住み始めたことをあらわしています。 

 

 奈良時代から平安時代にかけては女塚貝塚遺跡、十二天東遺跡、下
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袋遺跡（子安八幡付近）など呑川ぞいの遺跡が発見されています。女

塚貝塚のように貝塚をともなうものがあり、呑川から海に出て貝を採

集する生活もあったのでしょう。女塚貝塚遺跡からは、祭ごとにつか

う道具も発見されていることから、人々の平安を祈る行事も行われて

いたのでしょう。 

 

 呑川は水田に使う水（用水）としても使われ、ゆたかな实りや時々

おそってくる水害の不安を除こうとする願いがこめられたことが考え

られます。 

 

いまの大田区の低地の利用は古墳時代に始まり、呑川は人々の生活に

とってかけがえのない川として利用されるようになったのです。この

ような水利用は鎌倉時代から室町時代まで続きました。 

 

 呑川の水源は世田谷区の桜新町付近から流れる深沢流れを本流とし、

駒沢川支流、柿の木坂支流、九品仏川支流をあわせたすべてわき水を

水源とした川です、呑川は生活や水田の用水として川ぞいの村々や下

流の低地の村で使われていたのです。 

 

  つづく 

 

                 

コアジサシプロジェクトその後 

 

 前回会ニュースでお知らせした森ケ崎下水処理場でのコアジサシ営

巣環境整備作業はその後次のように作業が進んできました。 

 

 ３月 2日,3日 

  現地でのペンキ塗装作業テスト 

  シェルター用エクスパンドメタルの切断・梱包作業 

 ３月 16,17,21,23,24日 

  現地でのスラジライト上への貝殻撒布 

  エクスパンドメタル・レンガによるシェルター作成作業 

 

 これらは全て手作業で例えば貝殻撒布は大きな袋に入っている貝殻

をバケツにスコップでいれ、それを一輪車、または人手で運び、ミレ
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ーの「種を蒔く人」さながら、バケツから手で掴んでスラジライトの

上に撒くという方法です。 

 

 従って人手がかかり、当初は更に 30,31日も实施しないと無理と思

われていたものが参加者が予想以上に多くなり、連日午後からの参加

者のため午前の作業を手控え、30,31日は中止し終わらせることがで

きました。 

 

 参加者は 2,3日の作業を含め延べ約 200人（呑川の会からは延べ 10

名）。私の接触した狭い範囲だけでも千葉、船橋、平塚からと必ずし

も地元だけでなく、また参加動機も NHKや WWFジャパンのホームペー

ジをみてという人もいました。 

 

 大成功だったでしょう。 

 肝心のコアジサシですが、４月末現在まだきてません。シロチドリ

はきて営巣の可能性もあるようですが。なおホームページはつぎのと

おりです。 

 

www20.u-page.so-net.ne.jp/zc4/snufkin/ 

（福 井） 

 

 

毎日新聞に呑川の紹介 

 

 ご存知の方も多いと思いますが、毎日新聞に呑川に関する高橋さん

へのインタービュー記事が掲載されましたので同封します。 

 

 

（編集後記） 

 

・３月１８日環境保全課から水質関係調査報告書についての説明をお

願いしました。 

報告書だけでなく、その他資料もコピーして下さり有意義な説明会で

した 
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（福 井） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の み が わ   ＇呑川の会ニュース改題（   

１／／１年 ６月 ３日発行  

１／／１年度総会報告 
 

５月０日、蒲田小学校をお借りして、１／／１年度の総会が行われました。以

下概 要を報告します。出席者 ０４人 

 

１／／０年度 活動報告 

   

創立当時からの为な活動記録をもとに会長より報告がありました。 

特に昨年度は、１／／／年度からの呑川調査のまとめをしたほか、計画にあ

った見学会を予定通り行ったこと等が報告されました。計画以外のコアジサ

シプロジェクトへの参加が成果をあげていることが確認されました。 
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１／／１年度会計報告 

   役員引継ぎ他の要件から後日に延期され、ニュースに同封することにし

ました。監査結果を含めご承認ください。＇会員のみ別添（ 

 

１／／１年度の活動計画 

前号のニュースのさいに送ったアンケートをもとに、どんな呑川を望むか、

呑川の会の活動をどのようにすすめるかの話し合いを行いました。 

アンケートの内容は幅が広くすべてについての討議はできませんでした。 

どんな呑川像を描いて活動をすすめるかについて話が集中しました。呑川

の会としては、さまざまな意見が会員の中にあることを基本とし、親しみがも

てる呑川をめざして活動することで合意しました。 

 

 １／／１年度の具体的な活動については総会で出た意見をもとにして役員

会で提案することにし別記のようにまとめました。具体的には 

 ○呑川マップづくりをめざして、再度呑川を歩く会を企画する。 

 ○行政との連携を大切にしながら私たちの意見も反映されるように努力す

る。 

 ○学習会は計画的に实施する 

 ○関係ある諸団体と連絡しあい、お互いに情報を交換する。 

ことを基本として計画をたてました。 

 

役員について 

 次のとおり決定しました 

  会長   Ｏ 

  事務局  Ｓ、Ｔ、Ｆ 

  会計   Ｔ 

  会計監査 Ｏ 

 

その他 

 終了後、有志で蒲田駅近くで懇親会を行い楽しいひとときを過ごしました。 

 

１／／１年度 具体的活動計画 

 ５月０日＇土（総会 

 ５月０７日＇火（定例会 ＇今まで拡大役員会と呼んでいたものを名称変更（ 

 ６月２日＇水（大田区まちづくり課との懇談会 

 ６月または７月 東京都第二建設局の方と懇談 

 この間に昨年度できなかった大雤時の呑川調査をする。 
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 ７月１／日＇火（定例会 呑川未来像素案討議 

 ８月１０日＇土（定例会 呑川の未来像検討会 

 ０／月４日＇土（呑川マップ作りのためのフイールドワーク、雤天翌日 

 ０／月０４日＇火（定例会 大田区環境展準備 

 １／／２年 

 ０月０７日＇土（呑川の未来像まとめの会 

 １月 大田区環境展＇仮称（参加と講演会＇呑川の会として企画（ 

 １月０７日＇火（ 定例会 

 ２月または３月 呑川マップ作りのためのフイールドワーク＇第１回（ 

            花見を兼ねて企画 

 ３月０４日＇火（定例会 

 ５月０６日＇火（定例会 

 

 １／／２年度総会＇日時未定（ 

 

定例会は１ヶ月＇偶数月第２火曜（に一度をめどに会員誰もが参加できるも

のとする。 

 火曜日の場合は夜０８時から場所は池上文化センターにて、土曜日の場

合は午後で時間、場所等はその都度連絡。 

 役員会は適宜必要に忚じて行う。ニュースは「のみがわ」としたい。 

 

 呑川の未来像は急がずその年の討議の段階に忚じて描いていきたい。  

 

 

神田川ｻﾐｯﾄ IN 小名木川に参加して ＇Ｆ会員（ 

 
 神田川サミット IN 小名木川に参加しました＇５月１１日（ 

 神田川と小名木川との関係は江戸時代には舟運で両者が密接に結ばれ

ていたということで小名木川は神田川の支流ではありません。むしろ両者は

隅田川の支流です。 

 

 午前中は水上バスとウォーキング、午後講演会、フリー討議、交流会とい

った内容です。 

 水上バスは地下鉄大江戸線清澄白河駅に近い高橋で乗船。小名木川を

下り、隅田川に出て、さかのぼる。神田川の河口でＵターンし、逆行。高橋を
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越え、クローバー橋でＵターン。高橋下船というコース。 

 

 小名木川の奥は江東ゼロメーター地帯で＇实際干潮時には海面より低い（、

洪水対策から川の水面を下げているので、舟の出入りのためにはパナマ運

河と同じ仕掛け＇閘門（を設けています。川沿いの松並木が印象的でした。 

 

 ウォーキングは高橋から芭蕉記念館展望台経由午後の会場の深川江戸

資料館まで。 

午後は地元の和船友の会会長の斎藤富三さんと都建設局の若尾さんの講

演。その後交流会とフリーディスカッションです。 

 

 印象に残った为な点は次の通りです。 

０－参加者が０／／名近くに達するイベントが設けられること 

１－隅田川を改めてみると川沿いの高速道路は百年の計から失敗だったで

すね。 

２－杉並区の「まちづくりに夢をつなぐ市民の会」が模造紙２枚ほどの大きさ

に神田川の杉並区部分の現状＇写真（と将来像＇イラスト含む（を展示してい

ました。 

３－都の他の河川に流域連絡会という組織があること 

平成８年の河川法の改正でそれまでの治水、利水行政から環境も配慮する

ことと同時に流域住民との協働の川づくりがかかげられ、それを受けて東京

都でも都、関係自治体、市民、市民団体の３者が流域連絡会という組織を

つくり、地域に活きた親しめる川づくりを目指している。そして内川、渋谷川・

古川、神田川、野川等０２河川に流域連絡会があるそうです。 

 呑川には何故ないのだという思いが強いですが、これは是非働きかけて

实現させたいものです。 

 

 

コアジサイプロジェクトその後＇２（ 

 

 前回の会ニュースの「コアジサシプロジェクトその後」の最後に「肝心のコ

アジサシはまだ来ない」と書きました。例年は３月１４日前後にきているとの

ことだったのです。 

それから０週間近く経っています。東京都下水道局、大田区、ＷＷＦ・ＪＡＰＡ

Ｎ等々の協力を受けているのに空振りだったらどうしよう。増田さんは勿論、

私でも気が気ではありませんでした。 
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 しかしその後の経過は読売、朝日等の新聞、またＮＨＫの０７時からの首

都圏ニュースですでに３回ほど放送されご承知の方が多いでしょう。 

 

 ５月０４日現在の巣、卵等の数を次のとおりです。 

 営巣数    ３２５箇所 

 卵数     ８２／個 

 ヒナ      ４／羽 

 親鳥数  約０／／／羽 

 私は５月０４日、１８日の調査と０５日の観察会に参加しました。１８日は巣

の数で２３３箇所増えています。従って卵の数も最低６／／個は増えているで

しょう。ヒナも１４／羽ほどいました。ただ残念なことに数十羽のヒナが死んで

いたことです。为たる原因は雤による寒さのようです。 

 

 卵をだいている親鳥が警戒のために一斉に飛び立つ時は壮観です。０４

日にはヒナをねらってきたハヤブサをコアジサシが集団で追いかけ、エリア

から追い出してしまいました。 

 

 コアジサイ本来の繁殖場所である自然の砂地を追い出して人工の繁殖地

へというのは勝手なものですが、森ｶﾞ崎下水処理場は世界有数のコアジサ

シの繁殖地で世界遺産ものだと某鳥学の権威が話したとか。ギネスブックも

のであるのは間違いないようです。 

 

             ＇Ｆ（  

 

 

連載 呑川むかしむかし 
     （４）六郷用水と呑川 

大坪 庄吾      

 

 
江戸時代より前の呑川 

 

六郷用水を作った小泉次大夫のことを書いた記録に、六郷用水を作る
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前の六郷領の村々（今の大田区）のようすを次のように書いています。 

 「村々をまわってみると、家数はわずか七、八軒から十数軒の村が

多く、ふだんの食事はむぎ、あわ、ひえ、大豆などでとっている。」

「多摩川がはんらん（水害）することが多く農民は困っている」「農

民たちは、呑川や内川、台地のはしからのわき水を使って水田を作っ

ているが、ひでりのときには作物ができない」ということです。 

 

六郷用水を作る 

 

１５９７年、用水ぶぎょうとなった小泉次大夫は多摩川下流の農民を

集め、多摩川上流の和泉村（いずみ村～今のこまえ市）から水を取り

入れ六郷領まで用水を作る工事を始めました。六郷用水ははじめに測

量をして水路を決め、１５９９年から農民たちを使って掘り始めまし

た。１６１１年に工事は終わり、はじめて多摩川の水が六郷領の村々

をうるおすことになりました。 

 狛江から世田谷領を通って今の鵜の木あたりから六郷領の村に入り

ます。矢口村のところで二つの流れにわけ、六郷、羽田の方に流れる

水路を单掘用水、矢口から台地のへりにそって久が原、池上、大森の

方に流れる水路を北堀用水としました。 

 

单北二つの水路にわけられた六郷用水 

 

 北堀用水は堤方村（今の堤方橋近く）で呑川を渡って流れます。こ

の渡り方は六郷用水の水を一度呑川に落とし、少し下流に「せき」

（ダムのようなもの）を作って水位を上げ、大森方面に流したのです。

その水路の跡が呑川の養源寺橋（ようげん寺）の近くに緑道として残

っています。 

 呑川には多摩川からきた水もまざります。この水は堤方橋のあたり

から中土手という川の中に作られた土手で二つの水路に分けられ、双

流橋のあたりで一つは蒲田方面に流れ、他方は大森方面に流れます。

蒲田方面に流れた水路はさらに二つに分けられ蒲田にある夫婦橋のと

ころで糀谷（こうじや）方面に流れる松葉用水になります。 

 呑川の水路も六郷用水の水路も網の目のように分かれ、六郷領の

村々のすみずみまでとどきました。 養源寺橋より上流の村はすべて

呑川の水を使った水田でした。久が原はわき水がたくさん出る村です。

それでも道々橋の所に「せき」を作って呑川の水もとり入れました。

また、池上村は洗足池から流れ出る水をわけて用水にしていました。 
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呑川だけの水では、水田の水としてはたりません。台地からわき出る

「わき水」は呑川の両岸の村ではかかせないものでした。 

 

いのちの水だった六郷用水 

 

 ひでりのときには、下流の村々では水がとどかないことがたびたび

ありました。そんなとき村の代表が集まって水のわけ方を相談します。

一度に全部の村が水を使うのでなく一日ごとに使う村の順番を決めて、

他の村は水路をとじるようにしました。このきまりを「日わり番水」

といいました。もっと水が少なくなると時間ごとに配る村を決める

「こく割番水」になることもあります。 

 それでもきまりをやぶる村があって「水あらそい」がときどき起き

ています。用水は農民にとって「いのちの水」でした。 

 呑川や六郷用水の水は、また生活の水としても使われました。朝く

んだ水を飲み水として使ったり、くんできてお風呂や洗たくにも使い

ました。下流では「しじみ」もとれたし、フナや小魚をつって食べる

こともしていました。 

 毎年、大雤のときには呑川はよくあふれました。ひがいもありまし

たが、水田に入った水は短い時間で引いてしまい、家の中まで水が入

ることはあまりありませんでした。家は台地がわのすこし高いところ

に作っていたからです。  

 

（ つづく） 
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の み が わ   ＇呑川の会ニュース改題（   

１／／１年００月１８日発行  

今後の会の活動について 
 

 先日、会の役員会を開き、今年度後半の会の活動について話し合いまし

た。 

「呑川の未来像」を具体化する。あわせて、呑川の現状を把握する、それを

マップ化する、などを当面の目標とすることになりました。 

 そのための具体的活動は次のとおりですので、奮ってご参加ください。 

 

12 月 17 日＇火（定例会＇偶数月第２火曜（ 

時間 19 時から 21 時 

場所 池上文化センター第 2 集会室 
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テーマ 

①呑川とその周辺の現状調査の实施 

②呑川の雤水吐 

③池上第１小学校公開授業協力報告 

④久が原 2 丁目広場での親水階段の設置 

なお終了後、軽い忘年会も考えています。 

 

1 月 18 日＇土（検討会 

時間 13 時から 17 時＇予定（ 

場所 池上文化センター＇予定（ 

テーマ 

①12 月 17 日の呑川とその周辺の現状調査結果報告 

②呑川の未来像の検討 

③その他 

 

2 月 18 日＇火（定例会 

2 月大田区環境展参加＇開催日等未定（ 

3 月講演会＇テーマ等未定（ 

マップ作成のための呑川ウォーキング 

 

 

呑川の護岸改修区間について現地見学

会 
～二建から説明のため職員４人が～ 
 
 呑川の新幹線下からの未改修区間について改修計画はどうなっているか、

未改修で危険はないか、等の点を東京都第二建設事務所＇二建（に照会し、

会への説明をお願いしました。あわせて、現在整備されている都の防災＇水

害（対策システムについても知識を提供してくれるよう依頼しました。 

 

 二建からは０／月０４日午後、４人の職員が出向いてくれました。会員は久

が原図書館多目的室で説明を受け、質疑忚筓の後、二建職員と共に呑川

右岸を歩きながら各自気づいた点や要望などをやりとりしました。 
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説明要旨はつぎのとおりです。 

 

●未改修区間のについて 

 鋼矢板の護岸は昭和３０年から昭和３３年の「緊急整備事業」として实施さ

れたもの。その改修については、平成５年から鋼矢板とコンクリートにより時

間あたり 50 ミリを確保しつつ護岸の景観や、区間によっては石を配置した

り、底面に孔を開け伏流水の出入りに配慮したり、一部多自然型にするなど、

工夫を加えたが、構造は２面張りになっている。 

 平成８年から財政面で予算がついていない。 

 

●都の防災態勢と「東京都水防災総合情報システム」について 

 都の防災体制は、都知事を頂点とし、建設局に置かれた水防本部が、消

防庁・警視庁・下水道局・建設局・港湾局・各特別区・市町村などとの連絡

のを中心として機能します。 

 

 この防災体制を支えるもののひとつが東京都水防災総合情報システムで

す。河川や水門の情報＇水位・雤量・映像（をコンピュータと無線により、リア

ルタイムに各管理者に伝達するとともにデータの蓄積を行うものです。 

リアルタイムの情報はインターネットでも公開されています。 

http://www.kensetu.metro.tokyo.jp/suibo/ 

また、国土交通省でも全国情報を公開しています。 

http://www.river.go.jp/ 

呑川では工大前、池上、羽田旫橋の降雤量、水位が常にリアルタイムでわ

かります。 

 

質疑忚筓 

 

●鋼矢板むき出しで安全性はどうか 

 

回筓 鋼矢板が露出しているところでは腐食や水平的な湾曲などが見られ

るので現在は問題ないがいずれ改修が必要。ただ、腐食が進行するのは、

設計時にそれを見越して強度計算をしている。 

 

●道々橋下流側は、現在呑川を下水道が横断しているため、高さ 50ｃｍほ

どの堰状になっていて遡上できない魚がある。道々橋付近ではうなぎが生

息しており、うなぎの稚魚は遡上しているが、ボラの稚魚、鯉は遡上できて
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いない。そこで魚道が設置されすべての魚が自然に遡上できるようにできな

いか。 

 

回筓 予算の問題を別にすれば検討することはできる。第一の問題は下水

道との調整になろう。 

 注 あとで現地で４ｃｍ大のボラの稚魚が何十匹と見られました。 

 

●現在呑川の水面に近づけるのは夫婦橋および産業道路下流側の大森南

1 丁目公園のみ。呑川をより身近な存在とするために、川岸が未改修であ

る部分に区の公園がある久が原二丁目広場前に親水階段が設置できない

か。 

 

回筓 全く不可能ということではない。周辺住民・区の意向、階段の形状、階

段の安全面での管理の問題、予算等々検討課題は多いが。 

 

●改修工事の際、川岸はコンクリート張りでやむをえないが、せめて河床だ

けでも土を残すことができないか。コンクリートと土とでは言うまでもなく生物

に対する影響は全然違い、藻、どじょう、ヤゴ等に大きな差がでる。 

 

回筓 現在、構造材として打ち込んでいる両川岸の鋼矢板を河床の下でＨ

鋼で突っ張り支えるので、土にすることは技術的に不可能。 

 

●以前河床に葦を植えたことがあるが、大雤で流されてしまった。現在は植

えてみる計画はないか。 

 

回筓 現在は考えていない。 

 

●流域連絡会について。現在、江東内部河川、日本橋川、亀島川、柳瀬川、

平五川、野川、内川、石神五川、渋谷川、古川、隅田川において流域連絡

会が設置されている。これは流域の住民や市民団体と区市町村・都が河川

に係わる情報や意見の交換を行い、協働・連携して地域に親しめる川作り

を進めるためのもの。都は他の河川についても設置していく方針。呑川にも

流域連絡会の設置を。 

 

回筓 要望はわかるが、流域連絡会の担当部が異なるので、回筓しかねる。 

 

 それから図書館多目的室を出て、全員で長栄橋から上流側を歩き、道々
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橋で流れ解散となった。途中久が原二丁目広場、下水道横断地点等では

現地で親水階段、魚道等のイメージを確認でき、有益な見学会でした。 

＇文責 福五（ 

 

 

池上第二小学校で公開授業 
  呑川を取り上げた２年生の授業に呑川の会が協力し

ました 

 ００月０日＇金（午後、池上第二小学校で「自ら学び、考え、为体的に判断し、

行動できる子どもの育成」をテーマに公開研究会＇授業（が行われました。 

 かねてから依頼されていたので、会員にはハガキでお知らせしたところ、

榊原、十川、折戸、大坪の３人が参加できました。 

 

 授業は２年生全員がグループに分かれ、それぞれが追求する課題をしら

べるもので、教室でインタビューするもの、外に出て呑川までいったり、自分

たちで作ったビオトープにいったり十数のグループごとの活動が中心でした。 

 

 ２年生のテーマは「大好きなまち～呑川ドリームプロジェクト～」というので

す。 

細五鏡子先生と坂木啓一先生の１クラスで、初めに今までの活動をふりか

えり、続いてグループ活動には入りました。日本工学院の猪口先生や呑川

ぞいに住む保護者の方もゲストティーチャーとして参加しました。 

 

 私のところには、１グループがインタビューしに来ました。事前の学習がも

とになった呑川についての質問が次々によせられ時間が足りなくなるぐらい

でした。それぞれの会員が他の場所に行って役割を果たすことができました。 

 

 最後に自分たちの愛唱歌になっている「呑川の大好き」＇だったかな（の歌

を歌ってくれました。子どもたちの積極的な活動にまきこまれた０時間でした。 

＇大坪 庄吾（ 
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まち作り展へ出展 

 

０１月７日、「未来につなぐ大田区まちづくりの会」为催で「まち作り展」が行

われます。会場は文化の森。呑川の会からも出展します。展示は下水道越

流問題と呑川鳥カウントの１本を予定。  

 

 

呑川の会に入会のすすめ 

 

 呑川の会ではいつでも会員の募集をしています。会員のみなさんの友人・

知人にも声をかけてください。会員数も増加しもっと活動の幅を広げられる

とよいと思います。  

 

 

 

 

 

 

連載 呑川むかしむかし 
     （５）呑川と水害 ① 

大坪 庄吾      

 

 
水田の多かったころの水害  

 

 川には水害がつきものです。これは江戸時代以前からも明治になっ

てからもかわりはありません。 

江戸時代の呑川は、用水として水田の水に使われていました。呑川は

上流から下流まで水田がありました。大雤が降ると、たちまち呑川は

あふれます。しかしそれほど大きな川ではない呑川では、雤が止むと

水は早く引きました。 

時には家の中まで水が入ることはありました。家を少し高いところに
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作ったり、舟を用意して置いてよほどの水害の時にはひなんすること

もあつたそうです。 

 

水害が増える 

 

 明治時代になると、呑川のまわりのようすが大きく変わりました。

蒲田では、鉄道が呑川の上に通過するようになりました。 

 東京が首都となり、住宅が次々に増えてくるようになると、呑川の

周りも大きく変わっていきました。水田も大正時代（１９１２年から）

少しずつへっていきました。関東大震災のあった１９２３年（大正１

２年）以後は、呑川の上流では住宅が、下流では工場も増えました。 

 

 また、水田だったところが畑になったり、住宅地になってより多く

の人が住むようになりました。 

 雤がふると、水田や畑が多かったころは土に水がしみこむため急に

大水になることはすくなかったのですが、水田や畑がへり、住宅が増

えると降った雤は呑川にどっと集まるようになりました。明治より大

正、そして昭和になると、今までよりずっと水害が増えました。 

 水害の多くは家の中まで水が入る床上しんすいという被害です。 

 

水害をふせぐ努力 

 

関東大震災の前後から呑川ぞいの町では「耕地整理」（こうちせいり）

という町づくりが進んでいました。くねくねまがった道を、まっすぐ

にしたり、広い道を作る工事があちこちで進みました。 

 このとき、池上町では、くねくね曲がって流れていた呑川をなるべ

くまっすぐにし、川ぞいに道を作りました。川底も少し深くして水が

早く流れるようにしました。といっても呑川に子どもたちが入って魚

とりをしたりできる深さでした。呑川は水田のための用水としてでは

なく、降った雤水をはやく流す排水路（はいすいろ）に変わっていっ

たのです。 

 

床上しんすい３０００戸 

 

１９２５（大正１４）年の夏、大きな水害がありました。池上から蒲

田にかけて床上しんすいが３０００戸もでるほどの水害でした。 

 そのころの荏原郡町村議会の議員さんたちが１１月、呑川をかんり
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していた東京府にたいし「呑川の河川改修をいそいでしてもらいたい」

と決議をし、１２月の東京府の議会でも「はやく呑川を改修すること」

が決められました。 

 实際の工事はすぐには始まりませんでした。 

 

中土手事件 

 

 呑川が用水として使われていたとき、池上の堤方橋付近から今の西

蒲田の双流橋付近まで呑川を２つに分ける水路が川の中にありました。

中土手といつています。二つに分けた一方は蒲田方面に流れ、もう一

方は大森方面に分けていたのです。 

 水田がなくなると下流で用水をわけるひつようがなくなります。ま

た土手があることが水の流れをじゃまするため、大雤がふると上流の

池上町がわの水害がひどくなるのでした。 

 このため池上町では早くからこの土手をなくしましたが、下流の蒲

田町がわはそのままになっていました。「土手をはやくとりはらって

ほしい」と何回もたのんでいましたが、蒲田町がわはそのままにして

いました。 

 １９３１年（昭和６年）１０月４日、大雤が降ったとき、池上町の

人々はみのがさをつけて川の中に入り、この土手をとりはらってしま

いました。池上と蒲田の町民がおおぜい出て、大げんかになろうとし

ましたが、警察がのりだしてさわぎをしずめました。蒲田町もまもな

くこの事实をみとめました。  

（つづく） 

 

編集後記 

 

 旧ラケットクラブ跡地の公園化を考える一つの参考として桜美林大

学名誉教授の三島次郎先生に生態学の考え方について「おおたく環境

探検隊」で話していただきました。その要点をまとめ送られましたの

で同封します。  
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の み が わ   ＇呑川の会ニュース改題（   

１／／２年 １月 ４日発行  

呑川調査を未来像实現への手がかりに 

             ----年頭のことばに代えて---- 

大坪庄吾  
 

 もう「おめでとう」の時期は過ぎましたが、2003 年はじめてのニュースです

ので、今年が会の発展と呑川未来像实現に一歩でも近づく年にしたいと思

います。 

 

 昨年来、呑川の未来像を画くための会員の思いを話し合ってきました。そ

のために 12 月から 1 月にかけて多くの会員が参加して呑川の大田区部分

の調査が行われました。1 月の定例会で、その結果を報告しあい、貴重な

成果があがりました。ニュースにその内容がまとめられています。 
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 昨年、みなさんでほぼ合意できた呑川の未来像は「親しみのもてる呑川に

したい」というのが最大公約数でした。 

 そのために現状をつかむことが大切だと調査をし、両岸にわたって環境や

施設が明らかになりました。 

 行政の努力で各所に小公園ができていること、冬でも日だまりを求めて憩

う人たちに出会うこともできました。散歩しながら野鳥に親しむ方にも会いま

した。 

 

 一方、「呑川がよく見えない」場所、車がよく通り、散歩には危険な場所も

ありました。車優先が見直されようとしている 21 世紀の呑川を「人」を大切

にし、安全・降雤どきの下水の流入によるよごれの除去など、解決しなけれ

ばなない課題がたくさんあることも見えてきました。 

 

 今年度はこの調査を生かし、呑川流域を歩くだけでなく、他の河川も調べ

ながら未来像を具体化するために力をいれたいものです。それには会員の

人間的な交流を深めたり情報交換の機会をふやすこと、会員を増やす努力

をし、開かれた呑川の会にしていきましょう。おたがいに身体を大切にし、よ

い年にしていきましょう。 

 

 

 

今後の活動予定について 

 呑川の未来像作成、あるいは呑川マップつくりの基礎調査として会員によ

る呑川の現況調査の報告会が蒲田小学校で 1 月 18 日＇土（行われました。

その報告は後記するとして今後の行事予定が次のとおりに決まりましたの

でお伝えします。  

 

１月０／日＇月（定例会 

       ＇2 月 18 日予定を 10 日に変更（ 

時間  19 時～21 時 

場所  池上文化センター 和室 

議題  エコフェスタ・ワンダーランドの準備 

    呑川の現状調査報告のまとめ報告 
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１月１２日＇日（大田区エコフェスタワンダーランド参加 

場所   嶺町小学校 

参加内容 呑川マップによる呑川紹介 

 

２月０４日＇土（講演会＇日本工学院専門学校と共催（ 

時間  18 時 30 分～20 時 30 分 

場所  日本工学院専門学校 ２号館 ２００１室 

テーマ 「川の恵みを生かしたまちづくり 

講師  多摩美術大学環境デザイン学科教授 渡部一二 

                          講演会詳細を見る 

 

呑川ウォーキング 

３月５日＇日（に呑川ウォーキング＇花見（を考えています。  

 

 

 

呑川の現況報告 
 ０１月から０月にかけて实施した呑川の現状調査の結果がまとまりました

のでご報告いたします。 

 時間、紙幅等の関係もあり、道路関係は全く触れられていないなど洩れも

多いでしょうが、今後充实させて行きたいと思います。  
 
工大橋～石川橋＇中原街道（ 
 この間はながれはゆっくり蛇行しており、橋間もひろいのでゆったりした景

観になっている。呑川では川沿いに桜が植えられているが、片岸だけが大

部分で、両岸に植えられているのはここ石川台中学の前と上堰橋・日蓮橋

間だけである。開花時は桜のトンネルができ見事。また公園が８箇所に点

在し、緑道軸らしくなっている。 

 

 この間の４つの橋全てに歩道がついているが、さらに川を眺められる張り

出しデッキが欲しい。また島畑橋と島本橋のあいだに呑川全流域のなかで

唯一の歩道専用橋がある。これは以前ここに丸太の橋が架けられていた名

残で当時は一本橋と呼ばれていたという。洪水時はよく流されるので、丸太

watabe.htm
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の一端は綱で結わえられていたとか。 

石川橋のたもとに石橋供養碑がある。また島畑橋左岸には大田区文化財

にしていされている郷倉＇鈴木家（がある。 

 呑川沿いの商店としては島畑橋左岸に絵本専門店「星の子」、島本橋左

岸に「てんぷら」「そうざい」「床屋」がある。 

 

 ただこの地区は落合処理場からの処理水の出口になっており水温が高く

流域の中でもっともユスリカの発生が多いようだ。  

 

石川橋～境橋＇新幹線（ 
 この間は景観としては呑川全流域の中で最も殺風景ではないか。 

というのは  

(1)流れが直線であること＇過去によく洪水になったことを配慮したのかもし

れないが（ 

(2)橋が多く橋間距離が狭い。この区間の平均０／０ｍ、他の区間の平均０４

８ｍ 

(3)水量が尐ない 

(4)学校前に尐し桜並木がある以外、両岸が住宅地で緑に乏しい。 

(5)橋に歩道、歩道橋がなく自動車の通行があるので落ち着いて川を眺めら

れない。 

(6)橋のデザインも西之橋～境橋間は平凡な同一のものである等々の理由

による。 

 

 一之橋近くには池上線石川台駅がある。小津安二郎監督の「秋刀魚の味」

の登場人物である中村伸郎扮する河合秀三の家が石川台の雪谷八幡近く

の坂の途中にあったが取り壊された。しかし映画に映っている石川台駅か

らの眺めは今も余り変わっていない。 

 

 境橋上流側左岸には広い貴重な生産緑地があり、その環境は是非残して

置きたいものである。 

 

 この区間を快適な区間とするためには一定幅以上の道路部分に植え込み

を設け、蔦を川岸に垂らすこと。東調布公園と一体化させるため東調布公

園と水神橋の間に水神の森の湧水を生かした流れをつくり、樹木も配した

散歩道ができることなどが望ましい。 
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境橋～池上橋＇第１京浜国道（ 
 境橋から仲之橋と八幡橋付近と１箇所に川岸の未改修部分がある。その

ため境橋から仲之橋にかけては川岸のてすりには鉄板が取りつけられてい

て道路から川の中を見ることができない。 

 

 しかし未改修のため川底は土で道々橋付近ではウナギが見られる。ドジョ

ウもいるようである。ただ道々橋下流に下水道が横断しておりそこが高さ４／

cm 程度の堰となりボラの稚魚の遡上を妨げている。鯉は八幡橋までは季

節に関係なく常時見られる。下水道横断箇所には魚道が設置されることが

望まれる。 

 

 改修区間は２面コンクリート張りであるが、境橋＇新幹線上の（上流部分と

異なり、ところどころに矩形状の切り込みをいれ、岩を置くなど工夫もみられ

る。 

切り込みの部分は底に砂が貯まりドジョウ、ヤゴ等のすみかになっている。

また久が原１丁目広場前は丁度未改修区間でもあり、川底までの親水階段

ができ、子どもたちが川底の親水床に降りられたらという意見もある。 

 

 仲之橋左岸に菓子工房があり、洋菓子を作っている。日本橋三越にも出

店しているとか。  

 

池上橋～堤方橋＇池上通（ 
 ここから感潮域に入り、潮により水面が上下し満潮時には川幅全面に水を

たたえる。 この区間の中ほどに本門寺、さらに照栄院、養源寺等があるた

めか緑が多く、呑川のフェンスも他の箇所とは違ってデザインが施されてい

る上、川岸にアイビーの下がっている区間が多い。 

 

 また右岸妙見橋下流側にケヤキが川面に枝を張り出しているなど呑川の

中で、最も好きという人も多い。雤上がりの風景が特に美しいようだ。 

 本門寺弁天池の湧水を養源寺まで流れをつくってはという意見もある。 

 

 池上橋のすぐ近くにはほぼ対面して両岸に２軒の居酒屋がある。居酒屋

では散歩の途中立ち寄るということはできないが、呑川沿いの飲食処として

はあと石川橋上流のてんぷら店があるだけである。池上橋のすぐ隣りには

ジョナサンがあるが。 
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堤方橋～ＪＲ鉄橋 
 この辺りから川の水は常時 岸の両側まできている。 

 一本橋、上堰橋辺りから上流側をみると川は西側に曲がり、正面に本門

寺の台地が見られ、呑川の景観の中でもっとも良いという意見もある。 

 

 上堰橋下流は右岸は桜、左岸は桜、キンモクセイがあり春,秋ともに目を

楽しませてくれている。また双流橋下流側右岸にはイチョウ、スダジイがあり、

川がカーブするところで景観のランドマークになっている。 

 

 日蓮橋下流右岸の民家にはミカンがあり、季節のよってはタワワに实がな

ってイイ感じになっている。 

 双流橋付近に、昔は大森方面と蒲田方面へ分流するための中土手があ

った、その中土手が原因で昭和初期の洪水時上流と下流で争いがあったと

いう。 

 

 山野橋右岸を尐し入ったところに辰巳天然温泉がある。日蓮橋際の女塚

浴場とともにコーヒー色をした黒湯で有名、テレビでも再三紹介されている。 

 往時馬引橋右岸には染色工芸家人間国宝芹沢銈介氏の工房があったが、

現在は馬引橋右岸たもとに芹沢氏の工房跡であることを説明した石碑があ

るだけである。またこの付近は微高地になっていて土器や貝塚が発掘され

た。「馬引橋」とは昔馬を引いて通ったのだろうか。 

 

 JR 鉄橋上流には日本工学院専門学校。環境工学科があり呑川の水質調

査もしている。また秋の「かまた祭り」と称する学園祭は有名。以前この学校

の西半分には横浜正金銀行アメリカ支店長をしていた穂積家の大きな屋敶

があった。 

 

 JR 鉄橋手前で川が大きく左折する部分の左岸に、大潮時に潮が引いたと

き、割りにきれいな黒砂の州が姿を現わす。コンクリート護岸になる以前は

割りに大きな草のはえた州であった。 

 一方この区間は川の勾配がゆるやかになりごみ・汚濁物が滞留しやすく、

白濁したり、スカムが発生することがある。従ってここにバッキ装置・ごみフ

ェンスが設置されているが、JR から呑川を知る人にはよい印象を与えない

のは惜しまれる。 

 

ＪＲ鉄橋～夫婦橋＇国道０４号線（ 
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 宮の橋から仲之橋までは左岸菖蒲橋から弾生橋までは右岸に桜、楠と、

この区間はほぼ全域どちらかに並木がある。植え込みも多く、蒲田小学校

前にはアイビーが下がっている。 

 

 川はゆるやかに蛇行し、水もきれいになる。また川の水位も高いのでゆっ

たりした印象を与える。蒲田小学校付近は昔あやめが咲き誇っており蒲田

菖蒲園と呼ばれ、堀切の菖蒲園とならび称されていたという。 

 

夫婦橋と菖蒲橋は新しくデザインされている。夫婦橋は０４号線の事業中で

片側だけできている。宮の橋、御成橋は同じようなデザインで車・歩道分離

している中央歩道が４／cm 位川上にふくらんでいる。 

 

 菖蒲橋と仲之橋の北側に三角公園がある。車の運転者がよく利用してい

るようだ。 

 京急線の高架工事が０／年位で完成すると現在の弾生橋の風景がなくな

る。 蒲田駅直ぐ近くなのでライトアップとか提灯で飾ってはという人もいる。 

 

  夫婦橋～呑川新橋＇産業道路（ 
 夫婦橋からはカミソリ堤防となる。全般に道路幅の狭いところが多く川側

の防潮堤防の上は金網フェンスなっている。しかも橋のところで橋の高さに

あわせてアップするため、谷底のようで息苦しい圧迫感がある。 

 

 旧呑川は、東蒲小学校付近から左に流れ、現在の呑川緑道から呑川水

門で海老取川に入っていた。しかし左岸に旧呑川と新呑川の分かれ目の痕

跡は不明。おそらく天神橋の上流側か下流側あたり、あるいは夫婦橋親水

公園下流端の左岸あたりと思われるが。＇その後東蒲中学校のわきという

報告もあった（  

 

 カミソリ堤防の高さや地面の水面からの高さが気になったので測定をした。 

場所 清水橋～宝来橋 中間・右岸 

   ＇西糀谷０丁目１番地１号付近（ 

測道＇側道（から防潮堤上面までの高さ  182.5cm 

防潮堤上面から水面までの高さ      325cm 

測定時の潮位              104cm 

＇東京潮位表基準面から（ 

結果 ９ 測道の高さは   東京潮位表基準面から 246.5cm 

防潮堤の高さは  東京潮位表基準面から 429 cm 
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測道から見上げる防潮堤の高さ      182.5cm 

 東京潮位表基準面とは東京における大潮の際の平均的な干潮面で、Ａ.Ｐ.

はこれより 1.7 センチ低いが、ほぼＡ.Ｐ.と同じと考えてよいだろう。 

なお、Ａ.Ｐ.＇Ａｒａｋａｗａ Ｐｅｉｌ（ とは、荒川改修工事に使用された基準面。国

土地理院の地図に載っている標高＇Ｔ.Ｐ.（は、明治の始めの数年間におけ

る東京＇霊岸島（の平均潮位で、陸地の標高の基準となっているが、これは

Ａ.Ｐ.と比べると 113.4 センチ高くなっている。だが、おおむね東京湾の平均

潮位がＴ.Ｐ.で大潮の干潮面がＡ.Ｐ.と考えればよいと思う。 

 

さて、夫婦橋親水公園の看板にあったように呑川下流における設計値は 

高潮水位 平均 ＡＰ＊３－０／ｍ 

洪水水位 平均 ＡＰ＊２－０１ｍ 

満潮水位 平均 ＡＰ＊１－０／ｍ 

干潮水位 平均 ＡＰ＊／－／３ｍ となっているようです。 

これを測定値にあてはめると、 

防潮堤の高さ＇単位 cm（ 

高潮水位に対しては 約３２／＇測定値（ 対 ３０／＇設計値（ 

であったからこれは設計値を１／cm ほどクリアーしている。 

測道の地盤は＇単位 cm（ 

高潮水位時は ＡＰ＊約１４／＇測定値（９ＡＰ＊３０／＇設計値（で、水面下０５

／ 

洪水水位時は ＡＰ＊約１４／＇測定値（９ＡＰ＊２０１＇設計値（で、水面下 ５

１ 

満潮水位時は ＡＰ＊約１４／＇測定値（９ＡＰ＊１０／＇設計値（で、水面上 ３

／ 

であった。 

 ただし、この簡易測定はこの地点の水位と東京湾の水位が同一だと仮定

しての話である。また、測道の高さと町並みの地盤との関係も不明。 

 

 夫婦橋親水公園内には数枚の案内板、生き物案内タイル、また災害時着

船施設あり。天神橋は欄干は紺色、桁部分は白色で塗り替えたばかりか鮮

やかである。 

 清水橋下流左岸に区立東蒲中学校。川沿いの道路は２メートルほどの雤

水浸透舗装車道と雤水浸透の歩道＇１－４ｍほど（になっている。クスノキあ

り。生け垣はキンモクセイ。川側にドウダンツツジの植え込みが作ってある。 

 

 宝来橋左岸は道幅が広くなっている。３ｍくらいか。東西に流れる川の北
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側なので日当たりよし。花を作って楽しんでいる人がある。北糀谷橋左岸、

川から４／ｍくらいのところに「気球製作所」なるものがある。ちょっと古色蒼

然。いわくありげで興味をそそる。 

 

 現在の北糀谷橋は右岸の北糀谷広場と一体となりおしゃれな橋になって

いる。橋の歩道は広場と同じタイル張りにし、下流側は一部テラス状に幅を

広くするなど、落ち着いて川を眺められる。北糀谷広場には当初ライラック

が７本植えられていたが、合わないのか現在は２本に減ってしまった。  

 

呑川新橋～河口 
 呑川新橋から下流は両岸とも工場、マンション等で歩ける所はない。昔は

東橋から両側の船着場になっている所を河口までは歩くことが出来たもの

だが。 

 

 ただ旫橋から下流は左岸のみ護岸の内側に遊歩道になっている。護岸が

高く川面が見えないが海老取川に出ると親水階段が設けられていて水辺ま

でおりられる。 

 

 子どもが水鳥にえさをやっていた。釣りをしている人もいる。このあたりの

海岸線は羽田臨海遊歩コースになっている。 

 ６箇所ある公園には樹木等も多尐あり、川の水のある風景はよいもので

ある。桜梅公園は桜、梅のほかに松、竹もあるおめでたい上、築山がありや

や高いところから川を見渡せる。 

 

 東橋と藤兵衛橋はここ１～２年前に架け替えし、趣きを一新した。いずれも

橋上に歩道がある。また東橋の真中は半円状にテラスがせり出し、そこに

は海苔取りと海苔舟のレリーフがある。 

 藤平衛橋から上流方向に夕日の落ちる眺めはなかなかのものである。 

 

 

川沿いの植栽を雑草から守ろう 
鈴木梅亓郎  

 

 私の家の両側は、1000 平方メートルほどの児童公園になっている。以前、

ネギ畑だったものを、40 年ほど前に区が買い上げてつくったものだ。 
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 大部分は子供たちが遊べるように平らに整地され,そこにブランコ、スベリ

台、鉄棒、砂場などが設けられているが、それを囲むように、周囲１m ほど

は植栽スペースになっていて、ウメ、ツツジ、ボケ、ハナツクバネ、アジサイ

などが植えられている。またこれは自然に生えたものか、誰か心ある人が

植えたのか、ハナカタバミ、ハナニラ、ツルソバ、スイセン、ヒガンバナなどの

草も生えていて、四季折々花を咲かせ、見る者の目を楽しませてくれている。  

 

 区が管理しているので、遊び場は週に１回ほど係の人がきて、それなりに

きれいに維持されてはいる。ところが周囲の植栽スペースは、年に０回、延

びた枝を刈りにくるだけで、あとは全く手がつけられてない。従ってこれから

だんだん陽気がよくなり、植栽の芽が延びてくるに伴い、雑草の方も負けじ

とばかり自己为張をして芽を出してくる。放っておけば当然生命力の強い雑

草が勝つに決っている。事实その雑草に負けて枯れた植栽がかなりある。

私にはこれが我慢ならない。こうして公園の雑草刈が私の日課になっている。 

 

 日課といえば毎日１時間ほどのウォーキングも４年ほど続いている。自宅

から東西南北にコースを設定してあるのだが、その西のコースが呑川沿い

だ。双流橋から上に向い石川橋まで、時に道々橋から洗足池まで往復する。

また逆に下流の旫橋まで行ってくることもある。 

 

 この呑川沿いにも多くの植栽があり、多数のウォークマンたちを楽しませ

てくれているのだが、その植栽の間からツルを延ばして植栽の上を覆いつく

すかのように雑草が延びてくる。被害に合っているのは为にツツジで、その

強敵はヤブガラシ、ヘクソカズラ、テイカカズラの類い。中でもヤブガラシは

その名の通り、放っておけばツツジの葉の上いっぱいに生い茂り、太陽の

光を完全にシャットアウトし、遂にはツツジを枯らしてしまう。これが私の例

の、我慢がならない性癖を刺激する。 

 

 区の管理事務所にも、またご近所の人にも何の了解をとらずにもう自然に

手が延びて草を抜きはじめてしまうのだ。いや实をいうとこれは何も呑川沿

いに限ったことではなく、別のコース、例えば南の六郷橋、東の昭和橋・京

浜島、北の大五町方面を歩いていても、つい目について手を延ばすのがこ

の雑草だ。 

 

 そこでみなさんにお願いなのだが、お宅の近くの植栽に、こうした雑草類
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が延び出したのを目にしたら、余り茂らないうちに抜いてほしい。そうすれば

その植栽類は元気に育ち、きっと毎年きれいな花をつけてくれるはずです。  

 

 

 

連載 呑川むかしむかし 
     （６）呑川の水害 (2)  

大坪 庄吾      

 
○水害をなくすために  

 

呑川の流域は江戸時代から明治時代（1900年度ごろ）までは水田や畑

が多く、その水は用水として米作りに使われていました。 

 

 上流では、畑が多く降った雤はしみこんで大雤のときだけ呑川にた

くさん流れ込みました。水害は起こりましたが、呑川付近には水田が

多く、家が少なかったため大きな被害はでませんでした。 

 

 明治から大正・昭和になると上流にも住宅地がふえ、下流の池上・

蒲田・糀谷などでは水田がなくなり、住宅や工場ができはじめました。 

 大雤がふると上流では畑などにしみこんでいた水が少なくなり「ど

ぶ」（下水）を伝わってどっと呑川に流れ込みます。下流でも呑川に

流れ込んでいたたくさんの支流（おもに六郷用水からの排水）もどっ

と流れ込みます。 

 そのため 1925（昭和元）年からはじまる昭和時代には今までより住

宅の床上浸水が多くなり広がっていったのです。 

 

 水害をなくそうとして地域の人々は川を管理していた東京府にたい

し何度もお願いをしお金（予算）を出して呑川を改修（直す工事）し

てほしいと努力していました。 

※ 1924（大正 14）年荏原群町村会議員連盟「土曜会」が改修は東京

府が資金をだすべきという決議をする。 

※同じ年 蒲田町会でも同じことを決議。 

 

○町でお金を出して改修 



115 

東京府にお願いしてもすぐには呑川はよくならないと、蒲田町では町

と耕地整理組合がお金を出し合って改修する工事もすすめました。 

 工事は呑川の川はばを広げ、両岸は板の柵（護岸）を打ち込むとい

う工事でした。 

呑川の幹線（本流）だけでなく支流・呑川に流れ込む排水路や用水だ

ったところなども同時に工事をすすめました。蒲田町だけでなく大森

町ともいっしょになり工事はすすめられました。 

 工事は 1932（昭和７）年まで続けられ、４割（4/10）を残してほぼ

完成し、残りは東京府が引き継ぐことになりました。 

 この工事の結果、少しは被害をふせぐことはできましたが水害がな

くなったわけではありませんでした。 

 

○ 新呑川を掘る 

住民の強い願いだった東京府による工事が 1931（昭和６）年 12月の

議会で決定されました。 

 当時のお金で 190万円を事業費（改修工事の費用）として五か年か

けて改修するというものでした。（第一期工事） 

 工事区間は池上養源寺橋から河口までおよそ５km、川はば 12.12m

からしだいにひろくし夫婦橋付近では 27.27mにし、夫婦橋より下流

に一直線に羽田の方へ流れる新しい川を掘るというものでした。 

 

いままでの曲がりくねった呑川はそのまま残し、新呑川は一気に海ま

で流すというのです。水路には羽田の方にあった藤兵衛澪（とうべえ

みお）という海苔舟などが使っていた水路をいかして使うことにしま

した。 

 

 ぐっと広くなった川はばの新呑川の工事は、川はばを広げるだけで

なく、護岸には鉄筋コンクリートを使い、新しい橋も作る大工事でし

た。 

 呑川の下流では東京湾で作っていた海苔の船や利用していましたが、

新呑川ができると船着き場や荷物を上げる場所がなくなってしましま

す。海苔業者たちは、あらためて東京府にたいし海苔の「てんま船」

の引きあげと荷上げ場を作ってほしいと請願（お願い）書を出しまし

た。 

 この結果、夫婦橋下と呑川新橋下の二か所に共同荷揚場ができまし

た。 

 いまこの荷揚場のあとは、呑川に近づくことのできる夫婦橋公園と
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大森单一丁目公園になっています。 

 

 第一期工事は 1935（昭和 10）年に完成し、引き続き夫婦橋から養

源寺橋までまで、約 2.5kmが第二期工事として始まりました。工費は

166.7万円、護岸には板柵（さく）も使われました。 

  1936（昭和 11）年から工事は始まり完成したのは 1941（昭和 16）

年でした。 

 全体の工事が終わるまで１０年もかかり、呑川下流の風景もすっか

りかわりました。 

 

 ちょうどこのころは、日本が中国と日中戦争をしていた時期で、完

成した 1941年には太平洋戦争も開始され、お金のかかる大工事はし

にくい時代になっていました。工事がもう少しおくれたら戦争のため

に費用がたりなくなったことでしょう。 

 

 これで水害はなくなると思っていた人々はひと安心しましたが、

1944（昭和 19）年 10月の台風で大森・蒲田地区で床上浸水の被害が

出るということもあり、不安はなくなったわけではありませんでした。  

（つづく） 

 

編集後記 

 

今回の呑川現状調査には１１名の方から報告がありました。極力取り

込むように努めましたが、時間・紙幅の関係もあり、全ては取上げら

れませんでした。ご容赦ください。  さらに時間をかけ充实したも

のにしたいと思います。  
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の み が わ   ＇呑川の会ニュース改題（   

１／／２年 ２月１７日 発行  

お花見ウォーキングへ 

 

 春になりました。恒例の花見みを兼ねたウォーキング。前からお知らせし

ていたとおり、ことしは呑川マップ、未来像つくりも兼ねて次の呑川下流ウォ

ーキングです。 

 
開催日時 ３月５日＇日（０／時 

 
集合場所 夫婦橋公園＇京急蒲田駅 5 分（ 

 
参加料 ４／／円/家族 

 

コース 夫婦橋公園から川沿いに呑川新橋まで下り、その後は

東橋、末広橋、藤兵衛橋、旫橋を渡って河口。 
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河口から森が崎へ回り森が崎バス停から蒲田または大

森へ。時間があれば旧呑川跡に回るのもよいかもしれま

せん。途中桜梅公園で昼食。 

 
解散 解散は０４時頃を予定 

 
雤天中止 

《微妙な場合の連絡は当日７時２／分までに福五あて電

話してください》 

 

 ご存知と思いますがこのコースの橋には個性的な橋があったり、海苔の

名残り、大森寺、森が崎鉱泉跡等の史跡もあります。またどんな姿が望まし

いか考えながら歩くのもおもしろいでしょう。 

 
 

定例会のお知らせ 

 

 ３月度の定例会を下記の通り实施しますので、ご参加ください。 

 
開催日時 ３月０４日＇火（18 時 30 分 

 
場所 池上文化センター第１集会室 

 

議題 (1) 次の課題の今後の進め方 

      呑川の未来像 

      呑川マップ 

      呑川テキスト 

      流域連絡会、その他 

(2)文化の森自为企画行事検討 

(3)総会の運営方法について 

  
 ＇なお総会は５月に予定しています（ 

 

 

 

文化の森の自为企画行事への参加 
 

  文化の森で行う公募事業に呑川の講座を提案したところ採用され、概略

次のとおり实施することになりました。会としてもこれまで呑川について様々
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な分野に取り組んできましたが、それをまとめる機会でもあり、また会の啓

蒙にも役立つことでしょう。会員の力で成功させましょう。  

 
時期 ０／月３日から土曜日午後全４回 

 
講座名   「呑川とあなたの暮らし」 

 

内容 ０－呑川の自己紹介＇概要・歴史・課題（  

１－呑川と都市の設計＇治水・親水・越流水・水循環（ 

２－呑川の健康度は＇水質・いきもの・ユスリカ・景観（ 

３－呑川の未来＇外部講師（ 

４－呑川発見ウォーク＇屋外（ 

 

 

 

 

“川の恵みを生かしたまちづくり” 

講演会報告 

 
多摩美術大学渡部先生をお迎えして 
 昨年来 当会も“呑川の未来像”作成に向け活動してきましたが、今回は

多摩美術大学環境デザイン科教授の渡部一二先生をお迎えして 水の恵

みを生かして未来に残せる呑川づくりのための提案講演会を開催すること

ができましたので講演の要旨をご報告いたします。 

 なお当日は講演会の案内記事が朝日新聞に掲載されたため、遠く藤沢、

町田等からの参加者も含め大勢参加され、盛況であった上、会へ加入され

た方もおり、喜ばしいことでした。 

 

講演要旨 

 「川の恵みを生かしたまちづくり」、のために具体的に呑川の場合で考える

と単に呑川だけを考えているのでは夢がなくなる。もっと広く近接流域も視

野に入れることがまず大事である。呑川で言えば六郷用水、内川、品川用

水、世田谷区内の呑川上流域等を視野に入れることにより、より幅の広い
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立体的な検討ができる。实際 六郷用水は呑川と合流していたし、品川上

水の漏水が呑川の湧水源になっていたとも考えられる。 

 

 その上で川の恵みを受ける基本条件の第一は、身近なところに清い水が

あり、触れることができる空間があることである。呑川にも過去には湧水源、

洗い場、水車などがいたるところにあったが今は見る影もない。これは人体

に例えれば人間が病気にしたのだから、人の手で手術をすれば直るという

ことである。 

 

 第二には川の多面的な活用ということである。水の反復利用、あるいは水

の循環システムといってよいかもしれない。昔は同じ水が飲み水、野菜洗い、

洗濯、そして川に戻り浄化され－、下流では農業用水として利用されてきた。 

 

 人とのかかわりで、川は「河川」と「水路」に識別されることを認識しておくこ

とも必要である。 

 「河川」は自然系に属するのであるが、「水路」は人工系であり、まちのな

かに水路があるところでは、水路の水と空間を用いて水利用が多面的にお

こなわれ、水と人との親しい環境が息づいている。例えば金沢、高山、津和

野、倉敶、萩などでは水路と歴史的な構造が一体となり、そのまちの雰囲気

を形づくっている。 

 

 水の恵み・効用は次の２領域に整理される。 

 

(1)水利用行為の領域 

  
ａ－ 田畑の灌漑、養魚、醸造、舟運、発電、水車動力、観光等の生

産業への利用 

 

ｂ－ 飲用、洗浄、冷却、観賞、防災、除雪など生活の利便性、快適

性への利用 

 
ｃ－ 川魚・珍魚の放流、水遊び、水辺の散歩などの「親水行為」 

 
ｄ－ まち並の景観美の創出、地域のオープンスペースのかなめ 

(2)環境的領域 

 
ａ－ 水路空間周辺に存在する自然環境要素の生育、活性化作用 

 
ｂ－ 流水内の種々の排泄物を洗い流し、水質を向上させる作用 

 

ｃ－ 冷風の発生、微気象＇マイクロクライメント（エリアを水辺で作り

出し、夕涼みを楽しませる 

 
ｄ－ 水路の水は地中に浸透し地下水源となったり、湧水の滴養機能
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を果たす。 

(3)文化的精神的領域 

 
ａ－ 水の聖なる造形に影響され、思想、哲学、宗教の形成 

 

ｂ－ 水の特牲をモチーフに音楽、絵画、芸能、文学、芸術がうみ出さ

れる。 

 

ｃ－ 水生生物、昆虫、魚類などの成育の場を形成し環境教育・学習

に役立つ 

 

ｄ＋ 水辺での花火大会、水路沿いの桜鑑賞、いもに会、舟あそびな

どの水を媒介としたイベント・レクリエーション空間の提供 

 

ｅ－ 流しびな、灯篭流し、水神祭りなどの祭礼、宗教儀式にとりいれ

られ日本固有の水文化の醸成 

 

そして(3)の文化的精神的領域が充实されるまでになることが望ましい。 

 

呑川の未来像を考えるキーワードは 

 
０－水の多面的機能の活用 

 

 

１－水源の確保  水源となりうるものを探査し、尐しでも

多くの水源を確保すること。これは湧水、

池、雤水等は勿論、呑川に即して言えば

玉川上水、品川用水、六郷用水世田谷

の下水等あらゆる水源を探査する。 

 
２－歴史的変遷を知ること 

 

 
３－治水・洪水情報を知ること 

 

 

４－呑川の支流の環境調査  呑川に昔あった支流がどうなっている

か。復活させることができないか、その環

境調査を实施する。 

 

 講演の中で先生が永年にわたり撮られた日本は勿論、世界の人と水との

かかわりのスライドの紹介だけでなく、講演会終了後、遅い時間にもかかわ

らず、懇談の場にも出席くださり、楽しいひとときが過ごせました。        

＇文責 福五（ 
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戦後から高度成長前頃の呑川の思い出

＇前編（ 

折戸 清  

 

 今年の０月に呑川マップ作りのための調査で分担区間の呑川べりを歩い

た。年をとったせいか、歩きながら以前の呑川べりの様子をいろいろ思い出

したので、書き留めてみることにした。 

 

 私は戦後の昭和１３年の秋に、西蒲田＇当時の女塚（の呑川の双流橋の

たもとにあった家へ引っ越してきた。戦前に一忚の河川改修は済んではい

たが、この家のあった一画は焼け残ったこともあり、付近には戦前の面影が

随所に残っていた。この家の前の住人の話では、川の拡幅工事で茶の間と

台所を壊し、洗面所を台所に改造して住んでいたとのことであった。 

 

 当時の川岸は土手になっており、土手の斜面を下って水際まで近づくこと

ができ、水際は背丈の低い木柵で土手の土が川に入らないようにしてあっ

た。土手には草が生えており、春になるとタンポポの花などが咲いていた。

川の水はきれいだとは思わなかったが、それでも淀むようなこともなく流れ

ており、もちろん悪臭がするようなこともなかった。 

 

 双流橋は木製の橋で、増水すると橋脚に上流から流れて来た草がたくさ

んからみついた。当時流れが０本なのになぜ「双流橋」という名前なのか知

りたいと思っていたが、後になってその理由がわかった。昔、灌漑用に川の

水を大森方面と蒲田方面に尐し落差をつけて分流するために、上流の上堰

橋から双流橋の尐し下流まで川の真中に中土手があり、流れが１本になっ

ていたので、このような名前が付いたのだそうだ。双流橋の上に立って堤方

橋まで真っ直ぐな上流を眺めると、池上本門寺の高台の緑の樹木も上に４

重の塔が良く見えたのを憶えている。 

 

 双流橋の尐し下流で川は大きく南に右折しているが、カーブしている左岸

に大森方面への分流の取水門の跡が残っていた。この分流はそのまま真っ

直ぐ東へ流れ、JR 線路に突き当ったところでまた分流し、ひとつはそのまま

線路をくぐって梅屋敶方面へ流れ、もうひとつは線路に沿って尐しばかり北

へ流れ、その後線路をくぐって境橋付近で内川に注いでいた。このため、双

流橋の尐し下流左岸から東に分岐する現在の道は蛇行していて桜並木も
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あり、以前は川筋だった面影が残っている。 

 

 この大きくカーブする右側の川底には土砂がたまり州ができるので、時々

スコップで浚っているのが見られた。またこのカーブする付近の右岸には現

在は大田区の保護樹に指定されているイチョウの木とスタジイの木が当時

から生えていた。当時のイチョウはそんなに大きな木ではなかったが、成長

が早いので、現在は大木になっている。 

 

 大平橋手前の右岸一帯には現在は電電公社の寮が建っているが、当時

はこの敶地は大きな湿地になっており、南側には芦などが生えていた。寮

は狩野川台風時の大浸水後に建てられたので、浸水しないようこの湿地は

０ｍ位土盛りされた。このほか、双流橋の上流右岸にも芦がたくさん生えた

沼があったのを憶えている。 

 

 当時付近の下水は道路沿いの U 字形側溝に流れ、この湿地の南側を通

り、大平橋のたもとで呑川に流れ込んでいた。流れ込むところには増水した

とき川の水が逆流しないように上げ降ろしのできる木製の柵が設けられて

いた。 

 この湿地の前には私も利用した宮造りの銭湯があった。この側溝を流れる

下水は尐量で、川へ流れ込む下水の大半はこの銭湯からの排水であった。

当時のトイレは未だ汲取式であったし、入浴は専ら銭湯に通ったので側溝

に流れ込む一般家庭からの下水は、台所からの排水とたらいで洗濯した排

水位であった。それすらも我が家では下水の土管が潰れていたこともあり、

農家と同じ様に庭に穴を掘り、土中に浸透させていた。 

 ところでこの宮造りの銭湯は現在は「辰巳天然温泉」と称し、コーヒー色を

した黒湯で有名になった。東京の温泉を紹介した本にも掲載され、電車に乗

って入浴に来る人も居るのだそうだ。 

 

 馬引橋のたもとには染色工芸家の芹沢銈介さんの工房があった。現在は

マンションになっているが、工房跡であったことを説明した小さな石碑がある。

またこの付近の山野橋から馬引橋にかけての右岸一帯は微高地になって

おり、このマンション敶地と山野橋たもとのマンション敶地からは土器や貝

塚が発掘された。この発掘調査資料は大田区の図書館で見ることができる。

なお馬引橋の欄干柱の字体は、この芹沢さんの自筆とのことである。また

「山野橋」という名前は、この付近の川の左岸に以前「山野＇サンヤ（」と称す

る集落があり、そこへ通じる橋なので、このような名前が付いたものと思わ

れる。  ＇つづく（ 
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呑川の古文書 

清水 良一 

 ０８世紀初め、幕府が編纂した「新編武蔵風土記稿＇注 下記（」の荏原郡

の部分に、呑川の記述があるので紹介します。ただし今回掲載文は荏原郡

総説の部分に記載されたもので、その他御園村、堤方村等個々の村にも村

内の呑川の流れの記載があります。 

 

 水源は郡中世田ケ谷領深澤村より出て、わつかなる流なれと、衾、石川、

雪ケ谷の三村を歴、道々橋村に至て千束溜五の餘水合して一流となり、池

上堤方に至る この村内にて市倉村の方へ分流あり すへて水源の近き処

より此邊に至るまて、深澤流といへり 是より下蒲田の方に至て呑川と唱ふ。 

下蒲田村にて六郷用水の枝流合し、又一流となり、御園、女塚、新宿、北蒲

田、下袋の村々を経て、北大森村にて海に入 ＇雄山閣 大日本地誌体系

による（ 

 

注 新編武蔵風土記稿 

 幕府編纂の武蔵国の地誌。1810 年＇文化 7 年（に稿を起こし、1828 年＇文

政 11 年（に稿を終えた。当初は新編武蔵風土記を編纂すること目指したが、

成らず、資料集にとどまった。 

 武蔵国１１郡を郡ごとにまとめたもので、各郡の始めに郡の概要、それに

続きその郡の町村について逐一町村名の起源、沿革、地形、土質、近隣町

村、道路、田畑の割合、物産、戸数、等々を詳細に記している。文化文政期

の武蔵国全町村を網羅した地誌として利用価値は高いそうである。＇吉川弘

文館 日本史文献解題辞典より（ 
 

 

 

呑川むかしむかし 
     （７）直井勝太郎さんからの聞き書き  

大坪 庄吾      
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○直五勝太郎さん 

 

新幹線鉄橋より上流の呑川左岸に、生産緑地の表示のある大きな畑があり

ます。だいこん、ブロッコリー、小松菜など冬野菜が今はさかりです。 

 そこで農業をしているのが直五勝太郎さん。古くからの農家で呑川ぞいに

ずっと住んでいます。直五さんの家＇東雪谷４，２６（にうかがって昔の呑川

についてお話を聞かせていただきました。 今回はその中身を紹介しましょ

う。直五さんは昭和４年生まれ、今も元気で野菜つくりにはげんでいます。 

 

○ 戦前の呑川 

 

 昭和のはじめから始まった耕地整理以前の呑川は、今の呑川より北側を

流れていました。くねくねと蛇行していた呑川を耕地整理の時現在の場所に

移しまっすぐにし、川はばも広げました。＇改修工事は昭和５年開始（ 雪が

谷から道々橋までの間には２つの堰＇せき（があって流れを調節していまし

た。 

 

 現在の雪谷小付近の堰、水神橋近く堰とその間にも０つせきがありました。

水神橋のところには、水神の森＇南雪谷 5-10（からの湧水＇わき水（の流れ

が注いでいました。堰のすぐ下は、深くて「ふな」や「はや」がよく取れ、「しじ

み」もいました。子どもがよく泳ぐ場所でした。 

 

  私の子供のころ水害は何度もありましたが、とくに大きかったのは、昭和

０２年の夏の水害です。 

 上流＇雪が谷（の方から水がさしてきて、あふれた水は両岸の田畑に入り、

やがてあっという間に床上まで来ました。 

 水害にはなれていたので、水が来るとわかると、まず便所のつぼに新聞

紙を何枚も置いて、その上に板を置き、大きな石をのせます。そうしないと

水は最初に便つぼに入り流れていってしまうからです。また四斗たるをふせ、

いくつか置き、その上にたたみをはがしてのせます。床上に水がきても、た

たみさえぬれなければなんとかなります。 

 水害があると、親戚から見舞いといっておにぎりやおしんこなどが届けら

れることがあります。ごはんを炊く「かまど」がぬれてしまうと一週間ぐらい使

えなくなるからです。 

 

 雪が谷の上の方に天然氷を作っているところがありました。そこはふだん
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は養魚池になっていて鯉を飼っていました。水害があると池があふれて鯉

が逃げ出し、私の家の畑に水といっしょに入り、水がひくとアップアップして

いるのを捕まえたこともあります。水は出るのも早かったですが引くのみ早

かったです。 

 

○ 戦後の呑川と水害 

 

 私の家は昭和１／年の４月の空襲で焼けてしまいました。一時、近くの別

のところに住んでいたのですが、またもとのところに戻って今の家を建てた

のです。その時は土をもって尐し高くしました。 

 戦後も何回か水害がありましたが、私の家は床上浸水ということはありま

せんでした。 

＇下流では床上浸水が台風のたびに起こっていた（ 

註 昭和１１年キャスリン台風 

  昭和１３年キティ台風 

  昭和１４年集中豪雤 

 

 水害は戦後の方が多かったですが、いちばん大きかったのは昭和２２年

の狩野川台風のときです。このあたりで水害の多かったのは、品鶴線＇現在

の新幹線（ガード付近、池上橋＇京浜第二国道の橋（と稲荷橋＇池上文化セ

ンター付近（でした。いずれも橋が水流をさまたげて水がとどこおりあふれて

しまうのです。 

 

 私の家は畑がそのたびに水浸しになりました。洗足池から流れてくる洗足

流れが、長慶寺＇東雪谷４，７（のあたりで直角にまがって呑川に流れ込む

のです。このあたりも大雤が降ると水がたまってたいへんなものでした。この

場所は明治以前から水のよく出るところで、道々橋村と上池の根方、雪が

谷村の境になっているところでした。この土地がどこに入るかで押しつけっこ

をしたたようです。結局道々橋村が引き受けたといういわくつきの土地だっ

たようです。水害は戦後までたたったのですね。 

 

 その後今のように呑川を改修したので今は水害の心配はなくなりました。

とくに中原街道の下に地下水路を作って、水が多くなると多摩川に流すよう

になってからですね。 

 註 昭和２８年から始まった東京都中小河川緊急２ヶ年計画により川幅を

広げ深くする工事が行われた。この時の工法が三面コンクリート張りの呑川

で、一部工事が完成していない部分＇道々橋付近（は鉄板が護岸につけら
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れている。 

 

    ＇註は筆者記入（ 

＇つづく（ 

 

 

 

 

訃 報 

 

 会の創立から深くかかわってこられました山本理平さんが亡くなられまし

たので、謹んでお知らせするとともにご冥福をお祈りいたします。 

山本さんの業績等については後日紹介の予定でいます。 
 

 

 

 

新入会員 紹介 

 講演会開催を機に入会された方がおられますので、ご紹介するとともに寄

せてくださった自己紹介文を掲載します。 

 

柿沼 昌芳＇東雪谷（ 

雪谷文化センターで偶然｢のみがわ｣22 号を拝見しました。橋ごとに呑川の

現状が書いてあって大変興味をそそられました。私、写真をたまに撮ってお

りますが、都会に住む私たちは川とどのように付き合っているのか、写真の

テーマにできればと思い「会」に参加させていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

新会員 

柿沼 昌芳＇東雪谷（ 

首藤 知哉＇久が原（ 

園江  清＇南久が原（ 

大家 朗久＇文京区本郷（ 

平本 英之＇中央（ 



128 

 

 

 

 

編集後記 

 

 今回は折戸さんや清水さんの原稿で５ページになりましたが、１ページの

時もあると思います 

投稿を待っています。   ＇福五 甫（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のみがわ   ＇呑川の会ニュース改題（   

１／／２年 ６月 ０日 発行 

呑川の会・ホームページへ戻る 

 

 
今回の会報は記事が多いので、目次を設けます。順次読むことも、目的の記事に直

接リンクすることもできます。なお、横１段組にしてみましたので、ブラウザの画面は

大きくしたほうが楽だと思います。 

 

目次 

呑川の会総会開催 

呑川の洪水対策 

山本理平さんと呑川の会 

都市河川としての神田川観察記 

呑川と映画 

戦後から高度成長前頃の呑川の思い出＇後編（ 

../index.html
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会ニュースバックナンバーの懸架 

会員入退・会費・編集後記 

 

 
 

呑川の会総会開催 

 本年度の呑川の会の総会が５月 15 日＇日（蒲田小学校で行われ本年度の活動方

針、活動計画等が決まりましたのでお知らせします。出席者 10 名  

2003 年度活動方針と活動計画 

 2002 年度までに行った「呑川の未来像」を確認し、会として具体化できるところを活

動計画に盛り込み实現に向けて一歩でも進めていきたいと思います。 

 具体的には「呑川マップ」に現状を描き出すことからはじめ、課題については学習を

積み重ねながら实現の方向を探っていきます。 

 たとえば、湧水を利用した水路復活や呑川流域の親水公園化などを視野にいれま

す。 

(右上へ) 

 

(左下から) そのためには、呑川の实態や課題を多くの方に知っていただくことが大切

で、10 月から予定している大田文化の森公募企画「呑川とあなたのくらし」を成功させ

たいと思います。例年行っている講演会・ウオーキングも諸活動と関連させながら实

施します。 

 また、関連諸機関との連絡をとりながら呑川流域連絡会が实現できるように働きか

けます。 

これらの活動を進めながら会員の親睦をはかり、入ってきてよかった思う活動をつくる

ことが会員拡大につながるはずです。 

「呑川の未来像」は活動の中で修正したり、ふくらませていきます。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

年間計画  

2003 年 

５月 総会 
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６月 19 日 
マップ作り作業 

呑川テキスト編集準備会 

７月  定例会 

８月  マップ作り完成 

10 月３日 

～11 月０日 

大田文化の森公募企画講座 

「呑川とあなたのくらし」  

10 月３日＇土（ 呑川の生き物 

10 月 11 日 

＇土（ 
呑川の歴史と現在の課題 

10 月 18 日 

＇土（ 
呑川の水質と水環境 

10 月 25 日 

＇土（ 

呑川の未来 

講師 山道省三さん 

11 月０日 

＇土（ 

呑川ウオーキング 

夫婦橋公園から養源寺付近まで 
 

11 月未定日 定例会 

12 月 

未定日 
渋谷川または神田川ウオーキング 

2004 年 

１月 
定例会 

大田区エコフェスタワンダーランド行事協力 

２月 講演会 未定 

 

(右上へ) 

(左下から) 

事業活動 

 期間は定めないが会員の協力によってできることから始める 

 ○ 山本理平追悼資料集 

 ○ 呑川マップ 

 ○ 呑川テキスト  

他団体＇必要に忚じて連絡（ 

 リトルターン・プロジェクト 

 内川をよみがえらせる会 

 大田区まちなみ管理課ほか関連部署 

 東京都建設局第二建設事務所 
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 東京都都市計画局 

 東京都下水道局 

 東京都環境保全局 

 その他  

＇総会についての記事・以上（ 

 
号のトップに戻る   (次の頁へ) 

 

 

 
 

呑川の洪水対策 

 ５月０６日建設局河川部計画課の矢吹陽子さんから呑川の洪水対策についてお聞

きしました。参加者は榊原、工藤、福五 

 以前第１建設事務所からお聞きしたことと重複する点もありますが、その内容の骨

子は次のとおりです。 

o 呑川流域の水害対策としては JR 鉄橋から上流側は都市小河川改修事業、下

流側は高潮事業として整備している  

o 浸水被害には１つのタイプがある。一つは「溢水＇いっすい（」一つは「内水」で

「溢水」は河川の岸を越えて流れ込むことで「内水」は大雤により下水が排水し

きれずに水が溜まること  

o 上流側の小河川整備事業としては都では暫定計画として降雤量４／ミリ/時間

＇3 年に 1 度の発生（に対し河道の排水のみで対忚するという考えでいる。  

o 呑川はこの４／ミリ対忚の整備率では０／／％完成している。  

(右上へ) 

 
(左下から)  



132 

o 呑川に未改修区間が 2 箇所あるが、これは護岸の改修が未完成ということで、

降雤の排水機能としては４／ミリの降雤では溢水はない。  

o 東京都内の４／ミリ対忚の整備率は４７％、区部の整備率は５３％でこの整備

率だけでは呑川の方がすすんでいるようだ。都内の他の河川で河道の整備は

遅れても一時的な貯留池等によりカバーしているところもあり、それらも含めた

实際の治水安全率はもう尐し上昇するが、まだ４／ミリ対忚に区部は全体とし

て０／／％に達していない。  

o 東京都としてさらに０／～０４年に０度の降雤６４ミリ/時間に対忚する長期計画、

０／／ミリ/時間に対忚する基本計画があるがそれらの完成予定は全く未定との

こと。  

o 財政事情に余裕のあった時期には「いこいの水辺事業」等の環境整備事業も

あり、本門寺周辺の手すりの改修などしたが、平成２年度から全くストップして

いる。  

＇文責 福五（ 

号のトップに戻る   (次の頁へ) 

 

 

 
 

山本理平さんと呑川の会 

榊原 健夫 

 山本理平さんにはじめてお会いしたのは 96 年の夏でした。 

 「呑川から東京の川を考える」という区立池上文化センターでの連続講座の企画会

を立ち上げるため、当時、職員だった私は、「呑川の環境を考える会」のリーダーであ

った山本先生をおたずねしたのでした。先生は、あの柔和な笑顔で迎えてくれ、呑川

講座については企画者のひとりとして、また開講後は呑川の案内役としても協力する

と確約してくださいました。 

 こうして、この連続講座の企画会には、池上自然観察会、内川をよみがえらせる会、

城南タイムス、呑川の環境を考える会、非行のない明るい街づくり池上地区、歴史教

育者協議会の５団体から代表者が集まってくれました。  

(右上へ) 

(左下から) 山本先生は毎回夜６時から行われた企画会に南蒲田から自転車で通ってく

れました。企画会は、講座の構成や内容、講師の選定など何度も検討を繰り返して

96 年 10 月に開講の運びとなりました。 

 講座が始まって聞いてみると、参加者のほとんどが呑川沿いにお住まいで、散歩の

途中や通勤時に呑川の岸を歩き、当時目新しかった呑川の曝気装置や、清流復活

事業＇高度処理水の注入（により、増えてきた魚や鳥たちにそれとなく関心をよせてい

る方がほとんどでした。 
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 その後、講座の受講者や企画会のメンバーにより、「呑川の会」が 97 年 5 月に発足

しました。会の発足準備のための半年の間、何度も準備会が開かれましたが、そのと

き早くも「夫婦橋児童遊園の拡張間近」というニュースが山本先生からもたらされまし

た。そのことは、その後も会のひとつの求心力ある活動テーマになっていきました。 

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 2000 年 6 月 3 日、大田区産業プラザで開かれた定期総会のあと、皆で完成なった

夫婦橋公園を見学しましたが、そこに山本先生が待ち受けていて案内をしてください

ました。 

 講座企画会当時、南蒲田から夜道を自転車で駆けつけてくださった先生が、この日

は杖をついて歩いていらしたことが痛ましく、そのことを強く覚えております。 

 今年、2003 年 4 月、会は山本先生ゆかりの夫婦橋公園を出発点に、桜咲く呑川河

口までの見学会をおこないました。 

 新しい会員も何名か参加しました。会の原点のひとつである地を出発点に、会の未

来にも希望のもてるよい見学会でした。 

 
写真は夫婦橋公園 

号のトップに戻る   (右上へ) 

都市河川としての 

神田川観察記 

折戸 清 

 この２月に神田川を五の頭池の水源から隅田川への河口まで歩いた。その際都市

河川としての観点から神田川について水害・水質・親水の２面で気付いた点を書き留

めてみた。 

０ 水害について 
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 神田川は水害多発河川としてテレビや新聞などでたびたび報道されている。今回歩

いてみてあちこちで水害と悪戦苦闘している様子がうかがえた。 

 かつては雤水は林や畑に浸み込んだり田んぼに溜ったりしていた流域も、現在は

川べりまで住宅が建てられ道路も舗装されてしまったので、保水や遊水の機能がす

っかり失われてしまった。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

そのため降った雤水のほとんどは短時間のうちに川へ流れ出す。コンクリート護岸に

注目しながら歩いて行くと随所に大きな排水口があるのに気付く。これは大雤のとき

下水管に流し切れない雤水＇通常の下水量の２倍を超える水量（を川に排水するため

の雤水吐きである。このため流域で集中豪雤がると中下流で川の水が溢れ浸水が発

生することになる。 

 

 これに対する水害対策を歩いている途中で観察できる。 

 先ず環状６号線が通る方南橋の手前左岸に取水施設が見られる。環６道路の下に

は巨大なトンネルが掘られており、川が増水するとこの取水施設から増水した水がこ

のトンネルに貯留される。そして川の水が尐なくなったらポンプで汲み上げてまた川

へ放流する。この放流口も取水口の尐し下流に見られる。なおこのトンネルには神田

川の支流である善福寺川・妙正寺川で増水した川の水も取り込み、最終的には東京

湾まで通じる巨大な地下河川にする計画もある。  

(右上へ) 

 
(左下から) 

 善福寺川が合流する地下鉄中野富士見町駅付近の中流域には、歩きながら川面

を見ることができない位背丈の高いかみそり堤防が設けられ、川からの溢水を防いで

いる。またこの付近の中流域の護岸には白線が引いてあり、川がこの線を越えて増

水すると付近の住民に警報が発せられるようになってなっている。 

 落合下水処理場付近でかつては神田川に合流していた妙正寺川は、現在は新目

白通りの地下に掘られた高田馬場分水路と称するトンネル内を流れて、明治通りが

通る高戸橋の手前で神田川と合流する。 

 神田川を渡る JR 山手線の鉄橋部分の川幅は山手線が開通した当時のままなので、

この部分だけ川幅がとても狭くなっている。そのため川底の傾斜を大きくして急流に

することによって時間当たりの流量を大きくする工夫をしている。妙正寺川を地下分

水路でバイパスさせたのはこの部分のネックを緩和するためと思われる。  

(次の頁へ) 
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 江戸川橋から下流にも高田馬場分水路と同じ様に江戸川橋・水道橋・御茶の水の

各分水路が並行して通る道路の下に連続して設けられ、川で流し切れない水量をさ

ばいている。また江戸川橋から飯田橋にかけての橋は道路に近接するため高い橋に

架け換えられないので、橋の部分から増水した水が溢れないように増水時には溢水

板をはめ込むようになっている。神田川は水道橋の手前で日本橋川を分流し水の一

部はそちらに流れるが、昌平橋から下流には高潮防止のためのかみそり堤防がまた

見られる。  

１－水質について 

 かつての神田川は五の頭池の湧水を源流とし、途中の湧水を集めて流量を増し、

江戸の上水道に使用されると共に流域の灌漑用水としても利用された。 

 ところが流域の開発が進むと家庭からの生活排水が流れ込むようになり、都市の川

は下水の排水路と化し悪臭を放つどぶ川になってしまった。  

(右上へ) 

 
(左下から) 

下水道が完備されると汚水は川へ流れ込まなくなったが、雤水は一旦下水道管に取

り込まれるようになり、通常時の川の流量は極端に尐なくなってしまった。 

 残念ながら五の頭池の湧水は公園の正面に立ちはだかる大きなマンションが建設

された際水脈が絶たれてしまったので、現在はポンプで地下水を汲み上げて池に放

水している。また流域の保水機能も開発が進むにつれ失われたので、途中で流れ込

む湧水もほとんどなくなってしまった。  ところが一旦大雤が降ると先に述べた護岸の

雤水吐きから下水管で流し切れない雤水が一挙に川へ流れ出す。東京都の下水道

はほとんど下水と雤水を分けないで一緒に流す合流式で作られている。そのため大

雤の度に雤水で汚れは薄められると言われるものの下水管にたまったヘドロもろとも

下水混じりの雤水が川へ流れ出し悪臭を放つ。 

 

 それでも尐しでも水質を改善しようと対策を講じている様子が歩いている途中で観

察できる。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 五の頭線高五戸駅前の環状７号線が通る橋のたもと上流右岸で神田川の南を流

れている玉川上水から水を神田川に放流している。なおこの玉川上水を流れている

水は現在は多摩川の清流ではなく高度処理した下水処理水になっている。 

 また川沿いの遊歩道もなるべく透水性舗装にして地下水の涵養に努めたり、川底も

コンクリートで固めないで水の湧き出しや浸み込みを図ったり、ところどころに川底に

段差を設け水が流れ落ちるようにして曝気効果をねらったりしている様子がうかがえ

る。 
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 以前妙正寺川と合流していた手前に落合下水処理場があるが、ここで高度処理さ

れた下水処理水が妙正寺川が高田馬場分水路のトンネルに入る手前で放流され、

川の流量増加と清流復活が図られている。海べりに大きな下水処理場を建設し、内

陸から延びる下水管で下水を集め、処理した下水はすぐ海に捨ててしまう事例が多

いが勿体ない話である。落合下水処理場のように川の途中で下水を処理して川に戻

しているのはとても良いことだと思う。  

(右上へ) 

(左下から) 

なおこの落合処理場での下水処理水は新宿副都心のビルの雑用水や渋谷川・目黒

川・呑川の清流復活に利用するためにもパイプで送水されている。 

 下流の JR 御茶の水駅付近になると神田川は感潮域に入るので、潮が満ちると海

水が混じり合い、見た目はずいぶんきれいな水のなった感じがする。大雤で増水した

時を除いて最近は水質はかなり改善されたので、悪臭もなくなり神田川にも鯉やボラ

が泳いだり。カルガモやカワウが飛来する姿がみられるようになり、川が生き返って

来たようだ。  

２－親水について 

 高度成長期には産業基盤の整備が優先され、川を埋めたて道路にしたり川の上に

高速道路を建設したりすることがよく行われた。神田川でも江戸川橋から水道橋手前

で日本橋川が分流するまでの区間には首都高 5 号線が川の上に建設され、現在で

も川は高速道路の下でうす暗く、とても川べりを散策するような気分にはなれない。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

なおこの高速道路は日本橋川の上にも延々と設けられ、由緒ある日本橋の道路原標

も現在は暗い高速道路の下にある。 

 その後高度成長期を過ぎると汚ない川にふたをして下水の幹線として利用すると共

にその上に緑道を設けることがはやった。しかし川面が見られなくなってしまうより多

尐汚れた水でも川の上に広がる空間があった方が川らしい。最近では見直され町の

景観づくりに積極的に活用されるようにもなって来た。その点で神田川は源流から河

口まで川面を見ながら歩いて川の成長を見とどけることができるのは楽しい。 

 上流の杉並区と中流の江戸川橋までの文京区は川を軸に快適な散策路を設ける

ためにいろいろ努力している様子がうかがえた。どちらも川べりは立派な桜並木にな

っているところが多く、花が咲く頃はさぞ見事だろうと思われる。 

(右上へ) 

(左下から) 

 上流の杉並区では随所にポケットパーク＇小公園（が設けられており、川べりには遺

跡を復元した塚山公園やその他古い神社や仏閣もあり、説明板も完備している。両

岸とも歩行者専用の緑の多い散策路になっており、トイレも完備し自動車道路と交差
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するところには信号機まで設置され、安心して川べりを歩くことができる。 

 中流の江戸川橋までの左岸文京区側も新江戸川公園や江戸川公園を中心に緑の

中に史跡が点在し、説明板も完備しており往時の面影が良く偲ばれる。  また中野区

付近も最近川の改修工事が一段落したが、川の護岸は殺風景なコンクリートむき出

しではなく、クリーム色の化粧板を貼ったようなソフトな壁面となっている。  

＇０４年 3 月０／日ほか数回歩く（  

号のトップに戻る   (次の頁へ) 

 

 

 
 

呑川と映画 

 呑川が撮影されている映画はないか。蒲田駅前図書館の協力によりわかったのは、

砂の器＇1974 年 監督・野村芳太郎 脚本・橋本忍 山田洋次（である。 

 出ているシーンは次の１箇所。 

 呑川右岸 JR 鉄橋下の地下道から刑事役の丹波哲郎と森田健作が顔を出し、御成

橋の方へ歩いている。 森田が犯人は白いスポーツシャツを着て返り血を浴びている

から遠くに行けず、土地感のあるものだと为張するのに丹波が「スポーツシャツは処

分すればそれでいいいいじゃないか。それになあオイ 人目のつかない空き地やだネ、

この辺りのドブ川にだって捨てることができるヨ」と扇子で呑川の方を指しながら言う。  

(右上へ) 

(左下から) 

1974 年当時は全くのドブ川だったのだろうか。 最近までゴミを集めるフェンスが京浜

東北線から見えていてマイナス・イメージになっていたが今はなく、バッキ船に変わっ

ている。 

 

 
(次の頁へ) 
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 冨田 均 東京映画名所図鑑＇1992 年 3 月 平凡社（は映画の登場する都内の風

景を紹介しているがその中で、砂の器の上記シーンを紹介した上で 映画からほぼ

20 年近くたった呑川を次のように記している。 

 「羽田空港近くと蒲田駅近くを結んで工業地帯を流れているのが呑川である。練馬

区石神五川の上流や杉並区を流れる善福寺川のように自転車は落ちていないが、

上流で捨てられたボール、空缶、小机、ズボン、帽子などがあちこちにたまって相当

に汚れている。汚物の量では他に負けていない。汚れものの量では、十数年前まで

は亓反田を流れる目黒川や、築地川の海幸橋付近が他を圧していたが、今はどちら

も汚れものはなくなっている。」「特に蒲田駅東口の御成橋あたりの汚れがひどい。」  

 

 映画は別のシーンでさらに蒲田駅ビル、商店街、京急蒲田駅へのアーケード、を撮

り、仲之橋手前のビルから呑川を俯瞰する。  

(右上へ) 

(左下から) 

柳橋、弾正橋そして京急電車が写っている。その場面に屋上ネオンがあり「金時」と

見えるが、これは現在も続いているパチンコ店だ。 

 だれかこの商店街、京急蒲田駅へのアーケードが現在のどこかわかりませんか。な

お小説の「砂の器」では呑川は勿論、蒲田周辺で川を感じさせる記述はない。とする

と脚本の段階で橋本忍、山田洋次氏のいずれが挿入したのだろうか。 

 

 これからも映画や小説の登場する呑川を集めてゆきたいと思います。皆さんも気付

いたらご連絡ください。また蒲田駅前図書館、文化の森情報館では大田区が登場す

る文芸作品等を集めています。それにもご協力を。                

＇福 五（ 

号のトップに戻る   (次の頁へ) 

 

 

 
 

戦後から高度成長前頃の 

呑川の思い出＇後編（ 

折戸 清 

 呑川は大きく東へ左折して JR 鉄橋をくぐるが、この手前右岸の現在日本工学院の

０号館のあるあたりで、当時は１本のドブ川がここで合流して呑川に流れ込んでいた。

鋭い観察者ならその排水口の形跡を護岸に読み取ることができる。このドブ川のひと

つは女塚小学校のそばを流れ、もうひとつは相生小学校のそばを流れていたが、現
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在は一部が緑道化されている。当時は家庭からの生活排水が流れ込みドブ川化して

いたが、昔はいずれも六郷用水から付近の田んぼへ灌漑用水を引き、用済みになっ

た水＇これを「悪水」と言うが、汚れた水のことではない。（がここで呑川に排水されて

いたようだ。 

(右上へ) 

(左下から) 

狩野川台風時の大雤で当時の女塚一帯は床上浸水の大被害をうけたが、その後こ

の呑川への注ぎ口に女塚排水場が設置された。大雤時にはこのポンプで排水するよ

うにしたので、水害は軽減された。この排水場も下水道が完備されると撤去された。 

 ところで、この現在の日本工学院の０号館は、当時は１階建の小さな毛糸機械の学

校で、新しがり屋のおふくろも習いに通ったことがある。ユザワヤと共に、日本工学院

のその後の目覚しい発展ぶりには、ただ驚くばかりである。なお現在のこの学校の敶

地西半分には、横浜正金銀行のアメリカ支店長をされた穂積さんの大きな屋敶があ

った。当時の屋敶はこんもりした森のようで、鳥がいっぱい居たのを憶えている。  

 当時の JR 鉄橋はレンガ造りの橋脚が櫛のように多数あった。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 
架替前の JR 鉄橋(蒲田付近) 

 

 この部分は多尐川幅が広かったが、狩野川台風時の大雤で女塚一帯の床上浸水

がひどかったのは、上流から流れて来た畳などの大きなごみがこの橋脚に引っ掛か

り、川の流れをせき止めたからだと聞いている。現在はこの鉄橋は橋脚のないものに

架け替えられた。  JR 鉄橋の手前で川が大きく東へ左折するところは、当時尐し川幅

が広くなっており、左岸には草の生えた大きな州ができていた。現在でも大潮時に潮

が引くと、割にきれいな黒砂の州が姿を見せる。  

(右上へ) 
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(左下から) 

 
現在の JR 鉄橋 

 

 当時は大雤が降ると道路はよく冠水した。女塚小学校のそばを流れていたドブ川は、

現在の大平橋公園にある交番の付近からは道路に沿って流れていた。大雤で増水

すると道路と川の境界がわからなくなるので、おふくろから川と反対側を歩くようによく

注意された。川沿いの商店へは、それこそ「ドブ板を踏み鳴らして」買い物に行った。

現在はこのドブ川のあった部分だけ道路が広くなっており、ハナミズキの並木のある

歩道が設けられている。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 なお昭和２２年 9 月の狩野川台風時の大雤による女塚一帯の大規模な床上浸水に

ついては、忘れることができない。 

 

 我が家の前の住人は戦前に家を建てたとき、浸水しないように０／cm 位土盛りした

したそうだ。しかし呑川流域の開発が進むと、保水と遊水の機能が失われ、昭和１３

年のキティー台風時の大雤では、我が家も納戸は床上浸水したとのことであった。 

 そして昭和２２年の狩野川台風時の大雤では、ついに我が家も全部床上浸水に見

舞われた。最初は玄関の下駄が浮き出したり、掘りごたつの横木が浮き出したりして

面白がっていたが、そのうち床上まで浸水しそうだということで、家族総出で畳を上げ

ることをした。行政からは双流橋上流にある池上第１小学校へ避難するよう勧告も出

された。別に堤防が決壊して濁流が押し寄せるわけではなく、増水した呑川へドブ川

の水が排水できないため、じわじわ水位が上がって来るという状況であったので、あ

まり心配はしなかった。  

(右上へ) 

(左下から)ただ汲取便所の汚物が廊下へ流れ出してきたのには尐し閉口した。なお水

が引いたあと壁に染み付いた水の跡から、台所が座敶より４cm 位地盤沈下している

ことが判明した。 

 この大浸水後、近所の医者の家では早速床上げの工事をした。我が家も昭和３／年

に家を建て替えたときには、浸水にこりていたので床を尐し高くした。その後川幅を広
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げたり掘り下げたりして川の流量を大きくしたほか、中原街道の地下に多摩川へ通じ

る放水路を設置するなどの治水対策が進んだため、最近では浸水の話はあまり聞か

なくなった。そんなことで、昭和４５年に建て増しをしたときは、「のどもと過ぎれば熱さ

を忘れる」のたとえのように、床を高くするようなことはしなかった。先述した電電公社

の寮は狩野川台風直後だったので、０m 近く土盛りしてから建てられた。       

＇H０４－２－０６（  

号のトップに戻る   (次の頁へ) 

 

 

 
 

会ニュース 

バックナンバーの懸架 

 このたび呑川の会ニュースのバックナンバーが蒲田駅前図書館と文化の森図書館

の協力により懸架されました。  

新入会員・退会会員のお知らせ 

 今度、工藤英明さん＇西馬込在住（が入会されましたのでお知らせします。工藤さん

は多面にわたって活動され、人脈が広く、パソコンが得意な方です。 

 なお亓十嵐正巳さんと市川光一さんが退会されました。これまでの協力ありがとうご

ざいます。  

(右上へ) 

(左下から) 

会費の納入のお願い 

 総会に出られた方はその席上、会費の納入をお願いしましたが、来られなかった方

はお手数ですが、同封の振込み依頼書により送金をお願いいたします。 

※ 年会費１＋／／／円  

編集後記 

・ ０８８７年前後の古い会ニュースがみつかったので会ニュースの通算発行号数を

変更しました。 

・ 原稿が多く活字を小さくして写真を入れるか、活字を大きくするか迷ったのですが、

活字を大きくしました。 ＇福 五（  

号のトップに戻る 
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１／／２年６月０日号 以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のみがわ   ＇呑川の会ニュース改題（   

１／／２年 ８月 ０日 発行 

呑川の会・ホームページへ戻る 

 

 
横１段組にしてみましたので、ブラウザの画面は大きいほうが楽だと思います。 

 

目次 

呑川とゴミ 

渋谷川散策記 前編 

呑川と文芸作品 

会のうちそと 

 

 
 

呑川とゴミ 

 呑川にはゴミが多いというイメージがある。实際に城南の目黒川、立会川、内川等

他の河川に比べるとどうなのだろう。呑川を描いた文芸作品、映画等でも呑川という

とまずゴミのイメージが強い。そのイメージでとらえているのは 前号の会ニュースで

紹介した松竹の映画  野村芳太郎監督 「砂の器」、文芸作品では 富田均、「東京

映画名所図鑑」、の他、本誌別掲の向田邦子 「幸福」、その他 小里直哉＇オリナオヤ（

悩流し」等がある。 

../index.html
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 区は今双流橋、馬引橋、菖蒲橋の２箇所にフェンスを張りごみを回収するとともに、

自転車等は年に数回、回収している。 

 
 

 

(右上へ) 

 
(左下から) 

呑川のゴミを回収している南六郷土木事務所、および平和島土木事務所等によると

呑川のゴミの概要は次のとおりである。 

 フェンス＇写真参照（によるものは 

回収場所 
年間回数 
＇０３年度（ 

回収量 

双流橋 ０１回 
７.１４立方ｍ 

13 年度は 8.095 立方ｍ 

馬引橋 ０８回 ０２.６５立方ｍ 

菖蒲橋 ０２回 ６.６５立方ｍ 

合計 
 

１８.６６立方ｍ 

で、これは３４リットル入りのゴミ袋５５０袋分となる。０回は原則として０週間設置する。

回収の場所と回数はここ０／年ほど変わっていない。だれも自宅前に回収フェンスを

張ることは嫌うので、この場所、回数を変更することはむつかしいとのこと。ゴミ袋５５

０袋を単純に計算すると０日に３４リットルゴミ袋 １袋分弱がＪＲ鉄橋上流で発生して

いることになる。 

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 自転車は年数回、舟により引き上げている。昨年は３回、全部で７２台回収。蒲田地

区が断然多く酔った勢いで川に投げ込んだものだろう。京急より下流側は舟から回収

している。昨年度は０８回实施。そのほか酸欠により魚が大量に浮いた場合もその都

度回収。その他若干性格は異なるが洪水対策のための河川断面の確保とスカム、悪

臭の原因となるヘドロ除去のため毎年土量３／／立方メートルの浚渫をしていている。  

 ０２年度以前のゴミ回収量の記録は廃棄され、現在残っていないのでゴミ発生量の

傾向がわからないのは残念だ。呑川のゴミ減量は管理対象にはならないとの認識が
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強いのだろうか。 

   ゴミには、自然に入ったもの＇落ち葉等（、うち置き方が悪かったもの＇ビニール袋

等（、間違って入ってしまったもの＇ボール等（、捨てたもの＇自転車（と区別されよう。 

 それぞれの割合がどのくらいか、正確にはわからない。自転車のように意図的にゴ

ミを捨てる人も中にはいるだろうが、大部分は自然に入ったものだろう。 

(右上へ) 

(左下から) 

 ただ橋の上＇雪谷地区 ５箇所、池上地区１箇所、蒲田地区０箇所（、橋のたもと、あ

るいは川沿いがゴミの集積所になっているところもあり、そのようなところは、ゴミの置

き方が悪いと呑川に入りやすくなっているかもしれない。また橋の上の置き場にもカラ

ス用のネットだけでなく、川への落下防止用の細かいネットを張っているところもある

が、カラス用のネットさえないところもある。 

 このうち落ち葉は見た目も悪くなく、呑川沿いの並木が増えれば落ち葉も増え、それ

に伴って魚の餌になる昆虫類の落下もあり、望ましい点もある。ただ仮に呑川の両岸

全てに落葉樹の並木ができると落ち葉も膨大で川底に沈み、ヘドロ化の原因となる。 

 呑川のごみは呑川だけでなく大田区のイメージにもマイナスに働く。そのためにも区

民の一人一人が呑川をきれいにしようとの意思を持ち、入らないように細かく注意す

ることしかないのではないか。きれいな呑川にしたいものだ。 

＇福五（ 

 

 (次の頁へ)  

号のトップに戻る  

 

 

 
 

渋谷川散策記 前編 

折戸 清 

 

０ 渋谷川の概略 

 渋谷川は新宿御苑を水源とし、途中渋谷駅付近で支流の宇田川と合流し、天現寺・

麻布十番・芝公園のそばを流れ、竹芝で東京湾に注ぐ都市河川である。天現寺橋よ

り上流の渋谷区内を渋谷川、下流の港区内を古川と称し、昔は渋谷川は流域の灌漑

用水として、古川は小舟による舟運に利用されていた。 

 現在は川面が見られるのは渋谷駅付近から下流で、上流は川に蓋がされ遊歩道や

一般道路になっている。渋谷川には川面を見ながら歩ける川沿いの道はないが、川

のそばを平行して通る道路があるので、橋の上から川の様子を見ることができる。 

 

１ 渋谷駅から天現寺橋まで 
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 東横線渋谷駅南口を出て首都高２号線をくぐると、稲荷橋という渋谷川に架かる最

初の橋がある。  

(右上へ) 

 

(左下から) ここから川は暗渠から２面コンクリート張りの川へ姿を表わす。鉄錆のため

か赤茶けた水がほんの尐しだけ流れ出している。川の両側にはビルが建ち並んでい

るが、ここからは明治通りが川に平行して通っている。なお稲荷橋という名称は、東横

線渋谷駅や東横百貨店が建てられた場所に以前稲荷神社があり、そこへ通じる橋だ

ったのでこのような名称が付けられたのだそうだ。地名は変っても橋の名前は変らな

いことが多いので、昔の歴史を知る良い手掛りになる。 

 並木橋のところで清流復活ということで、落合下水処理場で高度処理された下水処

理水が放流されている。現在の並木橋は巾の広い橋に架け替えられたが、もとの橋

も取り外されず残されている。なお渋谷区の地名についてはいくつかの橋のたもとに

説明板がある。 

 渋谷橋を渡って尐し西へ行くと JR 恵比寿駅に出る。歩いている途中で川底の藻を

除去しているのに出会った。熊手で引っかいて藻を取り、そのあと高圧放水で川底の

コンクリート面をきれいに清掃していた。ユスリカ対策のためかも知れない。 

 (次の頁へ) 

 

 

 
 

渋谷橋から天現寺橋までは最近河川改修が完了したためか、真新しい２面コンクリー

ト張りの川になっている。 

 

 天現寺橋は天現寺のあるところで外苑西通りが渋谷川を渡る橋で、橋の手前右岸

には都立広尾病院、橋を越した右岸には慶忚義塾幼稚舎・北里研究所が続く。渋谷

川と平行して通る明治通りと外苑西通りの交差点の手前左側には以前都電の広尾

車庫があったが、現在は都営アパートと広尾公園になっている。交差点を越した左側

には樹木が生い茂り落着いた雰囲気が漂う天現寺がある。天現寺橋から先は以前

の麻布区で東京の旧市街地であった。以前は東京の市電は都心からここまでしか通

じておらず、ここから渋谷へは郊外電車の玉川線が通じていたが、後に市電に併合さ

れた。なお天現寺橋のたもとで大きな暗渠が合流している。昔の地図をみると青山霊

園の方から流れ下る小さな支流がここで合流していた。現在は下水の幹線として使

用され、大雤のときだけ雤水が流れ込むようだ。  

(右上へ) 

(左下から) 

２ 天現寺橋から麻布一之橋まで 

 天現寺橋から下流はコンクリートブロックを積んだような古い護岸で、川底もコンクリ

ートで固められてはいない。ただし護岸が古く崩れ易いとのことで、現在この橋の付

近で護岸工事が始められている。 

 やがて川の右手から首都高１号線が近づいて来て川面を覆うようになる。この高速
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道路は河口の浜崎橋まで延々と川面を覆っている。高速道路に降った雤水は道路の

ほこりで汚れているとは思うが、未処理のまま樋で川へ放流されている。川が虐げら

れているようで、高度成長時代の負の遺産を見る思いがする。 

 亓之橋へ来ると左手の明治通りに面して光林寺がある。この寺も樹木が生い茂り落

ち着いた雰囲気が漂っている。この寺には幕末に日米修好通商条約の締結などで活

躍した米通訳ヒュースケンの墓もある。なおこの橋のすぐそばに現在は使用されてい

ない古い小さな橋が取り外されず残っている。 

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 古川橋で川は直角に左折する。この辺りから川は感潮域に入る。この橋の手前の

四之橋付近には小さな親水公園が作られているが、高速道路下で暗く休む気分にも

なれない。古川橋は私にとっては思い出のある場所である。私は戦後の昭和１３年ま

で目黒の居たが、そこから町なかへ出掛けるには目黒駅前から永代橋行の市電に乗

った。そしてこの市電の古川橋の停留所は橋の上にあった。当時そこから眺めた川

の風景は今でも良く覚えている。当時からこの辺りは市街地で川の両側には家が建

ち並び、ドブ川のイメージは現在とあまり変わらない。現在は南からやたらに広い桜

田通りが合わさり、頭上には依然高速道路も走り、車の洪水と言った感じで、川以外

のこの辺りの様子は一変している。 

 三之橋、二之橋を過ぎやがて川は一之橋に来る。ここで川は直角に右折する。一之

橋は最近有名になった麻布十番への入口であり、現在では地下鉄が開通し、麻布十

番駅も出来ている。  

 (右上へ) 

麻布十番はもともと以前は山の手で一番にぎやかな場所であったが、特に都電がな

くなってからは都心にありながら孤島のようになってしまった。現在は地下鉄の大江

戸線と南北線が通るようになって、また活気が出て来たようだ。古い歴史のある街な

ので、しにせの店も多いと聞いている。一之橋には水をテーマにした立派な親水公園

があるが、高速道路の下なので車嫌いの私には何となく落着けない。なお説明板に

よるとこの公園の水は湧き水を利用しているとのことであるが、尐しでもイメージアッ

プを図りたいとする地元の人の切ない気持ちが伝わって来る。 

 

「のみがわ」０１月号へ続く 

(次の頁へ) 

号のトップに戻る  
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呑川と文芸作品 

 今月は呑川を扱った小説を取上げてみます。これも蒲田駅前図書館の協力による

ものです。 

向田邦子「幸福」 

 小説は为人公であるお針子素子と姉、および父親の２人のそれぞれのだらしない男

女関係を扱っているが、素子のアパート付近の描写で、次のように描かれえいる。 

「大森から蒲田にかけて、林立する大工場に囲まれて取り残されたような町工場の一

画がこのあたりである。 

 ちょっと見には立ち腐れて死んだようだが、生きている証拠に機械油と切り子のや

ける匂いがした。切り子というのは旋盤やフライス盤で鋼材をけずり加工するときに出

るクズである。 

 町を区切って羽田の海へ注ぐ海老取川や呑川は、上げ潮なのか、むっとする海の

匂いとゴミの匂いがぶつかり合い、暗いのを幸い臆面もなく匂っていた。 

(右上へ) 

(左下から) 

 暗い水面はコールタールみたいに固く揺れ、まばらな明りをちらつかせている。ほと

んどの町工場はシャッターをおろしているが、細い光と音が洩れているのは残業をし

ているのである。オートメ化のすすむ大工場の下請けや試作品などで、景気もそう捨

てたものではない。」 

   なお参考に素子の姉の組子が和風スナック「こうじ」を開店するのが蒲田の裏通

りである。                                ＇文芸春秋社 昭和５１年

７月発行 向田邦子全集 第三巻 所収 初出 オール読物  昭和 55 年８月号（ ち

なみに向田邦子は大田区に住んだ経験はない。  

(次の頁へ) 

号のトップに戻る  

 

 

 
 

会のうちそと 

親と子で呑川観察 

 会員の千原さんが小学３年のお子さんと小学４年のその友人で夏休みの０日、工大

橋から JR 鉄橋まで観察して歩き、その結果をまとめたレポートを送ってくださいました。  

 調査項目は気温、水温、におい、色、パックテストによる COD、それらを橋ごとに、

写真と記事を対照する形でまとめた上に、生き物等のコメントがつく楽しいものです。  

流域連絡会の設置要請 
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 今年度の総会で提出が決まった流域連絡会の設置の要請文原案が世話人会で別

紙のとおり決まりました。ご意見がある場合は福五あて８月０／日までにお知らせくだ

さい。 １／日前後に提出の予定です。 

定例会兼世話人会報告 

 ７月度の定例会は１６日＇日（蒲田小学校で实施されました。出席者 ０１名 

 为な報告・作業内容・決定事項等は次のとおり 

(右上へ) 

(左下から) 

０－ 呑川マップについて 

  

流域を３区間に分割し、それぞれのマップに載せる事項、写真等を決め高橋さ

んと榊原さんで作成する。 

１－ 流域連絡会について 

  

都に提出する要請文の原案は別添の通りとし、会員に意見を諮る。 従ってご

意見のお有りの場合は８月０４日までに福五宛ご連絡ください。  

２－ 呑川テキストについて 

 
○今後のスケジュール 

  

次のとおり決定 

10 月末まで  一次原稿の作成 

11 月～12 月  意見交換、推敲、誌名決定および挿入写真等選定 

2004 年 1 月末  当面の完成 

※一忚の原稿の分担は決めましたが、呑川についてどんなことでも原稿をお

寄せください。従来の会ニュースの記事も極力取り入れる予定です。  

 
○助成金対象に採用 

  

呑川テキストの作成に＇財（リバーフロント整備センターの「川に学ぶ」活動助成

事業に忚募したところ全国からの忚募０８１件中、パスをした３１件の０件に選

ばれ、０／万円の助成が受けられることになりました。 

(次の頁へ) 

 

 

 
 

新入会員のお知らせ 

 次の方が新たに入会されました。 

山田 佳与子さん＇東雪谷（ 

松本 武士さん ＇西蒲田（ 

前田 克自さん ＇西蒲田（ 
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活動記録 

7 月 8 日 大田郷土博物館 芹沢銈介資料の照会 

7 月 17 日 南六郷土木事務所 呑川のゴミヒヤリング 

8 月 21 日 世話人会 文化の森呑川自为講座打合せ 

8 月 24 日 定例会 別記通り 

8 月 25 日 大田区生活衛生課 ユスリカ資料の受領 

8 月 25 日 都河川部 高潮対策資料の受領 

8 月 28 日 都第二建設事務所 
 

 

１／／２年８月０日号 以上 

(この号のトップへ戻る) 
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のみがわ   ＇呑川の会ニュース改題（   

１／／２年０１月 ０日 発行 

呑川の会・ホームページへ戻る 

 

 
横１段組にしてみましたので、ブラウザの画面は大きいほうが楽だと思います。 

 

目次 

流域連絡会について第二建設事務所から回筓 

文化の森講座終わる 

呑川の講座に参加して 

研修会・三島次郎先生 

呑川むかしむかし (8) 

渋谷川散策記 後編 

呑川と文芸作品 

新入会員のお知らせ 

 

 
 

流域連絡会について 

第二建設事務所から回筓 

「設置は当面困難 しかし積極的に協力」 

 本年５月の総会以来の懸案の流域連絡会については、前号の会ニュースで会員の

みなさんの考えをお聞きした設置要請書のとおり８月１５日に第二建設事務所に提出

しました。その結果、０／月１５日に下記のとおり回筓がありましたので、ご報告します。   

 

呑川の会 

代表 大坪 庄吾 様 

東京都第二建設事務所 

工事課長 中村 一郎 

 

呑川流域連絡会設置等に関する要望について 

              ＇回筓（ 

 

(右上へ) 

../index.html
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(左下から) 

 貴会ますますご清祥のこと慶賀に存じます。また、日頃の呑川流域での貴会の幅広

いご活動につきましては、敬意を表します。 

 さて、当事務所では呑川の他、古川、目黒川、立会川、内川、丸子川、呑川の計 7

河川を所管しております。このうち、現在は安全安心な都民生活を確保する観点から、

为に古川の洪水対策及び目黒川の高潮対策に関する事業を鋭意進めているところ

です。 

 一方、呑川については、時間４／ｍｍの洪水に対する河川改修と、伊勢湾台風級の

高潮に対する防潮堤の整備が概成しています。また、河川の環境整備については、

厳しい財政状況の中、予算の執行が凍結されているのが現状です。このような事情

から、現在呑川においては河川事業が行われておりません。  

 従いまして、呑川の今後の川づくりについては、現在事業が急がれる先述の１河川

の事業進捗を図りつつ、管内河川全体の事業執行のあり方を見渡しながら、時間を

かけて精査していく必要があります。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

呑川流域連絡会についても、今後の都の財政状況の好転を待って、設置について検

討していかざる得ない情勢にあると考えております。 

 なお、従来から行っております貴会への資料提供・意見交換等については、ご要望

の趣旨を受け、今後とも積極させていただきます。  

以上 

 

 流域連絡会そのものは昨今の財政事情から設置しても、その实効は乏しく当面設

置を見送りたいということですが、資料提供、意見交換については従来同様、積極的

に協力するということで、わたしたちとしても私たちの考え、あるいは都の立場の腹蔵

ない意見交換等により具体的に呑川の未来像をつくってゆきたいと思います。都建設

局河川部のスローガン「子どもの夢、東京の川」は私たちの目指すものでもあるでしょ

う。 

 呑川にかかわる箇所は勿論都建設局だけでなく大田区内の多数の部課、都下水道

局、環境局、港湾局等多岐にわたります。今後ともそのような部局と一層の交流を深

めてゆきたいと思います。  

号のトップに戻る  

 

 (次の頁へ)  

 

 
--2-- 
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文化の森講座終わる 

 ０／月３日から４週間にわたって行われた文化の森での講座「呑川とあなたの暮らし」

が無事終了しました。 

 資料提供してくださった日本工学院の猪口先生、多摩川のリバーミュージアム設立

に向けての研修会から駆けつけてくださった山道先生、講座の企画を受け入れてくれ

实現させてくれた文化の森運営協議会と担当の河合さん、多くの知識を既に持ってい

るにもかかわらず受講者として講座をサポートしてくれた会員のみなさん。ありがとう

ございました。 

 受講者数は１８名でした。５年前の池上文化センターでの講座が呑川周辺＇池上地

区（の方が受講者のほとんどを占めたのに較べ、今回は、大田区中央や馬込・山王

地域が多く、ついで久が原や蒲田が目立ち、あまり呑川流域に特定されない分布に

なりました。この受講者の中から、新しい会員も ４人増えました。 

(右上へ) 

 
(左下から) 

 また、講座最終日の００月０日は、文化の森の「収穫祭」にもあたっており、当会から

は「呑川マップ」３枚を文化の森０階に展示し、その縮小印刷資料を配付することがで

きました。 

 講師をつとめてくれた会員、サポートをしてくれた会員、皆で作ったマップの展示と、

文字通り会の総力をあげての事業となりました。 

 

 

号のトップに戻る   

(次の頁へ) 

 

 

 
 

呑川の講座に参加して 
工藤 英明 

 

 この度、大田文化の森講座＇運営協議会公募企画（「呑川とあなたの暮らし 全４回」

に申し込み参加しました。 

０／月３日＇土（の第０回“呑川の生き物” 

００月０日＇土（の第４回“呑川見学ウォーク” 

さらに文化の森講座につづいての００月８日＇日（の三島先生のお話＇石川町文化セ

ンター（までそれぞれ、毎回非常に興味深いものでした。 

 私は、ご縁あって今年から新たに「呑川の会」に新規加入させてもらった者です。 生

まれは、北海道の十勝平野真中の帯広市です。親父が北海道開発庁勤務でしたの

で仕事柄もあり、また住んでいた官舎が川べりに在ったこともあり“河川”とは身近に
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子供時代を過ごしました。しかし、学校を卒業して就職する頃は日本の高度成長時代

で世界ビジネスに雄飛する気持ちが強く“河川”とは全くといっていいほど縁をなくして

いました。 

(右上へ) 

 
(左下から) 

 それから３／年。日本の高度経済成長は、日本人に多大の富と物質的幸福というプ

ラスの面をもたらしたと同時に、ミナマタ病をはじめとする公害、即ち海・川・空・土を

ひどく汚すといった人にとってまた自然にとって非常に大きなマイナスの面ももたらし

ました。 

 やはり、人間にとって、また自然にとって一番大事なことは、このかけがいのないこ

の地球の自然の営みを大切にすることではないか！ 

自分にできることは何か？今まであまりにも自己＇人間（中心为義的過ぎたのではな

いか？ 

人間の“便利”のために、また“快適”もために“物”を大量に生産し“消費”＇实は“ゴミ”

としてその辺に捨てる（し過ぎたのではないか？と自問自筓するようになりました。 

 この講座の第３回 折戸講師のお言葉・お話に非常に感銘を受けると同時に共感を

覚えました。曰く「根本的には、日本人は いや 人類は その価値観を改め、生活様

式そのものを改めることこそが必要では！」とのこと。 

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 その他、呑川の堤防＇と言ってもほとんど三面コンクリート（ネットフェンスの基礎コン

クリートに吹き寄せられた土の中から近くのお宅から飛んできた種からいろいろな植

物・草花が咲いている姿にももっと目をとの高橋講師のお話にも深くうなずきました。

このお話は、８日の三島先生のご熱心なお話“わたしたちを雑草と呼ばないで”に結

びつくものでした。 

 人間に限らず、生けるもの全てが、このかけがえのない地球という唯一の天体で、

“水”と“空気”＇酸素など（によってその生命を維持できているということを再認識・再確

認したいものです。   以上  

 (右上へ) 

(次の頁へ) 

号のトップに戻る  

 

 

 
 

研修会・三島次郎先生 

自然が好きですか 
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研修会とウォーキング 

 ００月８日＇日（、三島次郎先生＇桜美林大学名誉教授（をお迎えして研修会と呑川

上流ウォーキングを实施した。当日は今にも雤の降りそうなどんよりしたてんきであっ

たが、会員以外の参加者を含め０３名が参加。 

 石川町文化センターでの研修会で三島先生が繰り返し強調されたのは「自然が好

きですか」と問われれば、だれも自然が好きと筓えるだろう。しかし本当の自然の営み

を理解して自然が好きといっているのだろうかという問いかけのように思う。 

 人間にとって都合の良い自然だけが切り取られ大事にされ、人間に不快な感情を

与えるもの、好ましくないものは嫌われ排除されていないか。 

 例えば居なくなったツバメは帰ってきて欲しいというときツバメの食料となる蛾や蚊

などの昆虫類もいないとツバメが呼び戻せないことがどれだけ理解されているか。 

(右上へ) 

(左下から) 

好きな生物と嫌いな生物が複雑に関係し合って一つのシステム＇生態系（ができあが

っている。人間にとって不快な蛾などの昆虫なしにツバメは生存できない。 

 自然保護ということで愛鳥週間を設け巣箱を架けているが、他の鳥から見たらなぜ

巣箱を利用する鳥だけが保護されるのかと見られるだろう。カワセミの保護でカワセミ

が増えたらそれは魚の迷惑になる。 

 ガーデニングブームである。ガーデニングはそれとして良いのだが、それは本来の

自然保護、あるいは自然が好きということとは全く別物であることははっきり認識する

必要がある。屋上緑化までしながら一方玄関前の草を抜くのはおかしいではないか。

等々、具体的な人間の身勝手さを指摘されながら、本来の自然の付き合いかたにつ

いてわかりやすく話され、感銘を受けた方もおられたと思う。 

 研修後は呑川最上流の島畑橋から新幹線鉄橋まで歩いたが、時間が不足していた

のと、暗くなってしまったのは残念だった。 ＇文責 福五（ 

(次の頁へ) 

号のトップに戻る  

 

 

 
 

呑川むかしむかし (8) 

久が原の用水とわき水 中島政治さんからの聞き書き 

大坪 庄吾 

 

○ 中島政治さん 久が原 2-4-10 在住 

道々橋の南側の呑川右岸にそって生産緑地の表示のある畑があります。ナス、にん

じん、さといもなどの野菜が植えてあります。畑の世話をしている方は中島政治さん

(昭和４年生まれ)宅に伺ってお話を伺いました。中島さんの家は畑の北側のやや高
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いところにあり、家の北側は武蔵野台地のがけになっています。ずっと農家をしておら

れ、今は野菜を作っていますが、以前は家の東側は呑川にそった水田で米を作って

いました。中島さんの家の前の畑のわきに「農業用洗場」と書かれた長方形の池があ

り、いまでもこんこんと水がわき出ています。あふれた水は畑の水路に落とされ、すぐ

わきには蓮と「くわい」が植えられていました。  

(右上へ) 

(左下から) 

○ 久が原の水田と用水 

久が原の呑川ぞいには戦前までは水田が残っていました。久が原の耕地整理が行

われたのは 1926(大正 15)年からで、そのころの呑川はやや蛇行(くねくねとまがった)

して流れていました。耕地整理後はほぼ第二京浜国道のある池上橋まで直線になり

ました。 

   呑川の左岸も右岸も水田になっていました。左岸の方は洗足池からきた千束用

水が台地のわきを流れ、水田に注いで下池上(今の本門寺近く)で呑川に落されてい

ました。右岸は道々橋のすぐ下流(現在の豊田商店付近)に「せき」を作り水かさを上

げてから、取水口を作って取水していました。取水された用水(久が原用水)は台地よ

り東側を呑川にそって流れ、水田に使われていました。水路のあとは今のダイシンの

前の道路になっています。水路は大字徳持との境付近で呑川に落されていました。 

○ 豊かなわき水も水田に利用 

久が原台地のきわにはたくさんのわき水(湧水)があります。呑川の水はいつも豊かに

流れているわけではありません。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

春から夏にかけて水田に水が必要な時期には上流の水田でもたくさんの水を使いま

す。湧水は水田の補助水としてなくてはならないものでした。久が原には今の天使幼

稚園付近にあった亓万石という水源、西部八幡神社の近くの水源、本光寺付近から

の水源、久原小学校南側からの水源があり、たえずきれいな水がわきでていました。 

 それぞれの水源から引かれた水路が呑川ぞいの水田につながっていたのです。今

残っている水源は本光寺のわき水と中島家のわき水だけです。また、久が原小学校

わきからの水路の跡は、久が原図書館の裏に一部緑道として残されています。。昭

和になってから水田はつぎつぎになくなり、畑になり、宅地や工場になりました。敗戦

直後(1945 年) まで残っていた中島家の水田を最後に水田はなくなりました。 

○ 呑川水害と水田 

 久が原付近の呑川ぞいはよく水害がおこりました。短時間でも１／ミリを越える雤が

降ると今よりずっと川はばかせまく浅い呑川はあふれます。あふれた水は水田いっぱ

いになります。 

(右上へ) 
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(左下から) 

 以前の呑川ぞいの農家は、やや高いところに家があったため水害で家が水につか

ることはほとんどありませんでした。住宅の多い池上橋より下流は、大雤があると床

上浸水になることが毎年のようにありました。あふれた水をはやく排水するために水

門がつくられ、水門の上げ下げは近くの農家があたっていました。戦後は何カ所かに

ポンプ場が設けられ、強力なモーターで排水するようになりました。水害は戦後の方

が多く、呑川の改修のあった 1958(昭和 33)年ころを最後にようやくなくなりました。 

○ 六郷用水と水田 

久が原の南側には六郷用水が流れて水田の水としても使われていました。久が原台

地の南側にも湧水が各所にあり、六郷用水に注いでいました。この水路は、今緑道と

なり「六郷用水物語の道」として残っています。湧水の多くは埋められて残っていませ

ん。今久が原に残っている湧水はわずかですが大事にしていきたいものです。  

(次の頁へ) 

号のトップに戻る  

 

 

 
 

渋谷川散策記 後編 

折戸 清 

３－麻布一之橋から竹芝の河口まで 

 一之橋からは川を挟んで両側に大きな道路が並行して通っているが、以前都電が

走っていた道路は南側のものである。麻布中之橋近くから左手に東京タワーが見え

てくる。昔の地図をみると川の両岸には川岸が連続しており、もとからあった自然の

川を舟運に便利なように堀にして整備したようだ。赤羽橋の手前右手には済生会中

央病院、三田国際ビルがあり、橋の左手前方には芝公園のうっそうとした森が見えて

来る。 

 芝園橋を過ぎ金杉橋近くに来ると、川の両岸に屋形舟や釣舟が係留されており、い

よいよ河口が近いことを感じさせる。JR 鉄橋をくぐると、左手に芝離宮庭園がある。浜

崎橋でやっと頭上の高速道路から開放され、竹芝ふ頭に出る。竹芝ふ頭からは東京

湾が良く眺められ、東南方向にはレインボーブリッジも見える。なかなか良い景色で、

頭上には空がいっぱいに広がり、何とも言えない開放感がある。  

＇以上／２年５月２日に歩く（ 

 

(右上へ) 

(左下から) 

４－渋谷駅から渋谷川の上流をたどる 

 渋谷川は渋谷駅付近で支流の宇田川と合流していたが、現在は渋谷駅から上流は

いずれも川に蓋がされ、遊歩道や一般道路になっているところが多い。 
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 先ず渋谷川の本流をたどってみる。宮益坂を下った JR 渋谷駅ガードの手前に自転

車がたくさん置いてある遊歩道の入口がある。遊歩道の左手には宮下公園が線路沿

いに続いている。この公園の下は駐車場になっており、上が公園になっている。現在

ではこの公園の樹木は大きく成長している。明治通りの一つ目の交差点を渡り、右斜

めに入る道をしばらく行くと、車の通らない遊歩道になる。ここはキャットストリートと称

し、若者好みの店が並んでいる。  表参道を歩道橋で渡った交番のそばに昔の渋谷

川の説明板があり、また以前渋谷川に架かっていた表参道橋の欄干も残っている。さ

らに遊歩道を行くと竹下通りに行く道と交差する。ここからは一般道路になるが、以前

の川筋を思わせるように道は蛇行している。途中に原宿橋の欄干が残っているところ

もある。 

 さらに行くと仙寿院の手前で外苑西通りに出て、これ以上川をたどることは困難とな

る。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

しかし昔の渋谷川は外苑西通りを北に新宿御苑まで続いていたようで、明治公園の

付近に観音橋と称する交差点がある。＇注（昔は四谷大木戸で玉川上水の余水も渋

谷川に放流されていた 

５－渋谷駅から宇田川をたどる 

 宇田川の渋谷川への合流点ははっきりしないが、西武百貨店の横から五の頭通り

をしばらく行くと交番のところで左斜めに入る道路がある。この道路は以前川が流れ

ていたようで、遊歩道とは行かないがガードレールがやや広く設置されている。この

辺りの地名は宇田川町となっている。やがて道路は遊歩道になり、ところどころに植

栽などもある。平行して通る五の頭通りの向う側に NHK や代々木公園がある。 

 小田急線代々木八幡駅近くで宇田川は広い道に出て、これ以上川をたどることは

困難となる。しかしその手前右側に以前宇田川の支流であった河骨かわが流れてい

た小さな蛇行した道があったので、そこを行く。  

(右上へ) 

 
(左下から) 

右手に代々木公園の森の緑を窓越しに見ながら小田急線の線路に沿って参宮橋の

方へ行くと、右手に小公園があり、そこに小学校唱歌「春の小川」のモデルになった場

所だとの説明板がある。道は参宮橋の手前で広い道路に出て、これ以上川をたどる

ことは困難となる。ここはもう明治神宮の北門に近い。  

＇以上５/5 に歩く（ 

＇以上、／２年５月７日記す（ 

(次の頁へ) 

号のトップに戻る  
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呑川と文芸作品 

今回は佐藤正午 ジャンプ ＇光文社  １／／／年８月１４日発行 初出 Gainer(光文

社) ０８８８年０月号～１／／／年７月号連載（から 

 

 小説は、５ヶ月前から付き合い始めた女性の蒲田のマンションに翌日の札幌への出

張のためには近くて便利だということで泊めてもらうことになったことからはじまる。  

 「サンクスを過ぎてまもなく左の脇道に入った。それから呑川という名の川にかかる

橋の手前でまた脇道に入ると、すぐそこが南雲みはるの住む亓階建ての白いマンショ

ンだった。 

 亓階建てと言っても、一階にあたる部分がまるまる駐車場になっているので、住居

は二階より上の四フロア分である。」＇ｐ０２（ 

  「南雲みはるの部屋は一番上の階の４／２号室だった。」＇ｐ０２（ 

(右上へ) 

 
(左下から) 

「窓を開けると新鮮な空気が流れ込んだ。同時に微かに潮の匂いを嗅いだと思ったの

は気のせいかもしれないけれど、でも目の前を流れる呑川をずっと下流までたどって

ゆくと、東京湾にたどり着くはずだ。 

 川面がちらちらと赤く輝いているのが、ふと目に止まった。ベランダに出るために置

いてあるサンダルを履こうとしたが僕の足には小さすぎる。靴下のままベランダに出

て、川面の赤い輝きに目をこらした。 

 それはネオンの照り返しだとやがて気づいた。僕たちがさっき歩道橋を渡ってきた第

一京浜のもっと西寄り、京急蒲田を越えたあたりに聳えるビルの、ローン会社の赤い

ネオン看板がこのマンションの前を流れる川の水面に反射しているのだ。＇ｐ０６（ 

 「それはちょうど僕がマンションの階段をのぼり、南雲みはるに渡された鍵を使って

彼女の部屋に入り、ベランダに出て、目の前を流れる呑川の川面に、ローン会社の赤

いネオンがちらちらと映っているのを目にとめていた頃だったかもしれない。」＇ｐ７３（ 

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 小説に書いてあるとおりに蒲田から歩いて行くと、夫婦橋から一つ下流の天神橋右

岸に立つ舞台となる亓階建てのマンションにぶつかる。マンションについての記述も

小説のとおりだ。 

 「ジャンプ」という小説自身が生活感を感じさせないおとぎばなし風に仕上がってい

るが、その中で呑川についても都会的な点景に描かれているといってよく、マイナスイ

メージは全くない。ただ残念ながらまだ「呑川という名の川」と記載されているが、将来
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は単に「呑川」だけで済む全国区の知名度にならないだろうか。 

 そのほか「蒲田警察署」＇ｐ４４（、「東邦大学付属病院」＇ｐ７／（、「大森町駅」＇ｐ０／

０（、「大田区大森中３丁目８，３」＇ｐ８６（等の地名が登場する。 

 

なお折戸さんから呑川が冨田均「住所と日付のある東京風景」＇新宿書房、０８７６－６－

１／発行（に紹介されているとお知らせを受けました。 

  内容は前々号の「呑川と映画」の中で紹介した冨田均「東京映画名所図鑑」と同じ

で、呑川はドブ川となっています。  

(右上へ) 

 
(左下から) 

映画の中の東京を紹介している本は川本三郎「銀幕の東京」＇中公新書 1999.5.15 発

行（があります。その中で呑川は取上げられていませんが、「早春」の章には蒲田界

隇、大森が紹介されています。京急の六郷土手駅が出てくるのはうれしくなります。

「大森に行く」ということが男女関係ができていることを意味するとは始めて知りました。

たしかに漱石の「虞美人草」にはその意味で使われていました。荷風の「つゆのあとさ

き」にも出ているそうです。 

号のトップに戻る  

 

新入会員のお知らせ 

新たに次の方が入会されました。ありがとうございます 

６名。氏名は省略 

 

 

１／／２年０１月０日号 以上  

 

 

 

 

のみがわ   ＇呑川の会ニュース改題（   

１／／３年 ２月１／日 発行 

呑川の会・ホームページへ戻る 

 

 
横１段組にしてみましたので、ブラウザの画面をなるべく大きくしてご覧下さい。 

 

目次 

お花見ウォーキングへどうぞ 

../index.html


160 

「呑川は流れる・１／／３」の編集会議の開催 

リトルターン・プロジェクト講演会の報告 

子どもたちのつくった歌―東蒲小学校 

都市河川新法に思う＇前編（ 

世田谷・目黒区内の呑川 をあるく 

呑川とユスリカ 

地下鉄の水が呑川に＇池上梅園経由（ 

 

 
 

お花見ウォーキングへどうぞ 

 下北沢から北沢川緑道をへて羽根木公園へ、お花見をかねて次のとおり实施しま

すので、頃はよし、ご参加ください。  

日時 4 月 3 日(土)  午前０／時集合厳守～午後２時＇予定（ 

集合場所 京王五の頭線 下北沢駅北口 

参加費 500 円 昼食ご用意ください。 

雤天の場合 小雤決行します。ただし微妙な場合は７時から７時２／分の間に福五あ

て電話ください。 

メール利用者には７時までに实施の有無を連絡します。 

コース 下北沢駅～森厳寺、北沢八幡をへて北沢川緑道(せせらぎの水と緑道

散策) 

円乗院・代田八幡をへて羽根木公園(昼食とお花見)へ。 

  樹林帯やプレイパーク見学、＇案内 大坪代表（  

午後２時ごろ 

現地解散 

帰りは小田急線 梅ヶ丘駅より乗車。 

 

 北沢川は目黒川の上流で新宿の落合浄水場より分けた処理水をもとに川を再生し、

植栽をしたすばらしい緑道になっています。また、羽根木公園は梅林とともに桜も多く

整備されている。当日は混むかもしれませんがお花見の雰囲気はたっぷり味わえる

はずです。今年は葉さくらかもわかりませんが。  

(右上へ) 
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(左下から) 

呑川は流れる・１／／３の編集会議の開催 

 

 昨年来、取り掛かってきた「呑川は流れる・１／／３」が大勢の会員の共同作業でこの

ほど完成しました。統計表含め本文０１５ページ、それに呑川マップ３ページがついた

冊子です。大田区教育委員会が昭和３０年に作成した「呑川は流れる」からほぼ３／

年経過し、現在の呑川がどこまでとらえられたでしょうか。「呑川は流れる」というタイト

ル使用と昭和３０年版から一部の転載については教育委員会の了解も得ました。 

 また＇財（リバーフロント整備センターからの０／万円の助成金も近日中に受領できる

予定です。現在、再校正と体裁の見直し作業を進めており、その編集会議を次のとお

り開きますので、ご出席ください。その後印刷し、みなさんにお配りできると思います。 

日時 ３月８日＇金（０７時２／分～１０時＇予定（ 

場所 池上文化センター 第一集会室 

(次の頁へ) 

 

 

 
 

リトルターン・プロジェクト講演会の報告 

日本工学院と共催し、リトルターン・プロジェクト代表の増田さんを迎えて２

月５日＇土（講演会を開催 

 当日は参加人数は１／名足らずとやや尐なく残念でしたが、会員、工学院関係者以

外に自然１０の方々、横浜市からの方などの参加もありました。 

 多くの写真を使い、１／／０年のいきさつから１／／１年、１／／２年へと絶滅危惧種の

コアジサシの営巣地として、多くのボランティア、都下水道局、大田区の協働作業で

育っていった過程がわかりやすく説明されました。 

 その結果、１／／０年には育ったひなが 5 羽だったものが１／／１年には約５／／羽、１

／／２年には約０５／／羽となり、関東では最大、全国でも２大繁殖地の一つとなったそ

うです。 

 講演後、活発な質疑忚筓もあり、市民活動、地域、行政、企業、マスコミ等との関係

の持ち方からコアジサシそのものの今後の保護、育成のあり方までいろいろ示唆の

富んだ内容でした。 

 それとは別に現实問題として、営巣場の草刈りについてリトルターン・プロジェクトか

らの強い要望がありますので、お伝えいたします。できるだけ協力をお願いします。  

号のトップに戻る  
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リトルターン・プロジェクトからのお願い 

コアジサシがあなたの力を必要としています！！ 

 

コアジサシが、2001 年に森ヶ崎水処理センターの屋上にやってきてから、今年の夏で

4 年目になります。昨年も、ボランティアのみなさんや東京都、大田区などの連携によ

り、約 1600 羽の幼鳥が巣立ってゆきました。 

 ところが、今や営巣地はたくさんの草でおおわれ、本来ならば草におおわれていな

い河原や砂浜で子育てするコアジサシにとって、営巣地の現状はあまりいい状態で

はありません。今年もコアジサシが安心してやってこられるように、みんなで草むしり

をしませんか？コアジサシの子育てのため、みなさんの力を貸してください！！ 

 

【日時】 2004 年 3 月 20 日(土・祝日)、21 日(日)、22 日(月)、27 日(土)、28 日(日)、4

月 10 日＇土（、11 日(日) 

） ０日、半日のみの参加も可です。 

 

詳細は別添のチラシまたは 

 http://www.metro-npo.net/littletern/ 

をご覧ください。  

 (次の頁へ) 

号のトップに戻る   

 

 

 
 

子どもたちのつくった歌 呑川の四季 

――東蒲小学校―― 

０－ 春の日は 花ゆらぎ 夏の日は 風わたる 

遠いあの日は 清らかに 豊かないのちを 育ててた 

この町に 生まれた わたしたちに 

語って おくれよ 呑川よ 

１－ 秋の日は まつり舟 冬の日は 烏飛ぶ 

いつまでも かがやいて 未来の世界へ つなげたい 

この町に 生まれた わたしたちから 

伝えて いこうよ 呑川よ 

 この歌は東蒲小学校の子供達が地域のお年寄りから話を集め、歌詞を作り、それ

に音楽の先生が作曲されたもので、学校行事等で母親コーラス部で歌われているそ
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うです。 

 東蒲小学校の PTA 役員の徳田憲幸さんが知らせてくださいました。 

 徳田さんのメールにもありますように、子どもにも大人にも呑川はドブ川のイメージ

しかない中で、このような歌が生まれたということは呑川の未来に期待が持てます。

各地の小学校で呑川が積極的に取上げられているのはうれしい限りです。  

(右上へ) 

 
(左下から) 

  号のトップに戻る   

(次の頁へ) 

 

 
--3-- 

 
 

都市河川新法に思う＇前編（ 

折戸 清 

 

０－はじめに 

 昨年の秋、図書館で河川の専門誌をみていて、平成０５年度より都市河川新法＇特

定とし河川浸水被害対策法（が施行されることを知った。  都市型水害についてはこ

れまで私なりにいろいろ考えては来たが、いまひとつその原因究明と対策に飽き足ら

ないところがあった。その後、保水と遊水に重点をおく総合治水対策が展開されるよ

うになって、ある程度満足できるようになった。ところが今回都市河川新法が施行され

ることを知って、行政も都市型水害の重大性を認識した上、かなり本質的な対策を構

じるようになったと、やっとひと安心できる気持ちになった。 

 

１－都市河川と下水道の関係 

 私は以前にも感想文を書いたことがあるが、最近の都市河川は下水道と密接な関

係を持つようになったと思っている。 

 河川は本来流域に降った雤水を一手に集めて海まで排水する機能を持っていた。

ところが下水道が敶設されると、これまで河川に流れ込んでいた雤水は一旦下水道

に取り込まれるようになった。  

(右上へ) 

 
(左下から) 

合流式下水道の場合は雤水のほか汚水を排除する機能を持っているので、とり込ま

れた雤水はその後は人目に触れることなく地下の長い下水管を通って下水処理場ま

で運ばれる。しかし下水管の容量を超える大雤が降ると、流し切れない汚水まじりの

雤水は河川に流れ出し、忚急処置として河川の排水機能が利用される。 
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 ところが下水道が大規模になると、河川本来の自然流域を超えて雤水を集めるよう

になる。例えば呑川下流にある森ヶ崎下水処理場は、呑川流域だけでなく目黒川流

域に降った雤水まで処理している。また中原街道の地下に呑川放水路が敶設された

ので、呑川流域に降った大雤の一部はこの放水路を通って多摩川に排水されている。   

 平成０１年の東海豪雤のときには、下流で破堤して洪水を起こしているのに、上流

の下水道ポンプ場で付近に溜まった雤水を川に排水していたという事例があった。こ

れなどは河川と下水道の関係が充分考慮されていない悪い事例である。 

 さらに都市における最近の水害は、川の堤防が決壊したり堤防から溢れたりして生

ずる外水氾濫ではなく、集中豪雤により水位の上った川へ排水できないためマンホー

ルから雤水が噴き出し、あたり一面が水浸しになろという内水氾濫の方が多いという

情報もある。 

 したがって都市型水害の対策を構じる場合には、河川だけを考えるのではなく、現

在では巨大な地下河川となった下水道も一緒に考えなければならなくなったと思う。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

すなわち従来の河川の自然流域のほかにそれと関連する下水道の集水区域も加え、

新しい意味の流域を設定し、この流域全体について一元管理をしなければならなくな

った。  

 なお余談になるが、水害だけでなく都市河川の水質改善についても同じような考え

方で対策を講じる必要があると思う。 

 

２－都市開発と都市型水害との関係 

 以前多摩丘陵は一面が雑木林に覆われ、降った雤はよく保水された。またふもとの

田圃には降った雤はよく貯留された。ところがその後大規模な住宅開発が行われ、そ

れまであった保水や遊水の機能が失われ、降った雤はすぐ川に流れ出すようになっ

た。そのため鶴見川などは洪水対策に追われるようになった。 

 目黒川でも上流や高台の河川改修や下水道の整備が進み水はけがよくなると、こ

れまで水害が発生したことがない下流や低地で水害が多発するようになった。 

 これに関連して環境社会学の講義の中で船橋教授は次のように述べておられる。

「自分の行った行為の環境負荷が自分自身にはね返ってくるような自己回帰型の構

造を持った環境問題は、比較的解決が容易である。自分で自分の首を絞めるような

行為は、そのメカニズムが理解されればそのような行為を継続することはないだろう。

しかし自分の行った環境負荷を外部に転嫁するような加害型の構造を持った環境問

題は、解決が困難である。またそれが市場のメカニズムにより加速される場合は、解

決が一層困難になる。 

 (右上へ) 

 例えば従来雑木林であった川の上流地域を大規模に住宅開発したため、下流地域

で水害が多発するようになったケースを考えてみる。この場合環境負荷の外部転嫁

が行われていて、受益者である開発業者と受苦者である下流住民とが分離しており
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重ならないので、この環境問題の解決は困難である。また開発業者は市場のメカニ

ズムによって行動するので、解決は一層困難になる。さらにその開発によって上流地

域に居住するようになった一般の人達は、言わば無自覚的にその構造に巻き込まれ

ている。こうなると問題解決のための広範囲かつ強力な行動を起すのは容易ではな

い」。 

 ところで一方でさらに問題を複雑にしたのは、総合治水対策が实施されるまでは、

川を狭い河道に押し込め絶対に溢れさせないとする水害対策を続けてきたことである。

そのため以前は川の氾濫原だった低湿地にも人や財産が密集するようになった。 

 これらの問題については、ただ市場のメカニズムにだけ任せておくのではなく、総合

的な見地から法律で規律するなり経済的に動機づけるなりして解決する必要がある

と思う。 

 なお余談になるが、水害だけでなく都市の景観保持についても同じような考え方で

対策を講じる必要があると思う。＇例えば公園の眺望を利用して建てられた高層マン

ションが付近の景観を損ねているなど。（ 

以下 次号へ 

号のトップに戻る  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

    

世田谷・目黒区内の 呑川をあるく 

首藤 知哉 

 

目黒区・世田谷区の呑川は、大田区のそれとは様相を一変する。大田区が「三方護

岸コンクリート」という無機質な形状ではあっても、目に見えるかたちで川を残したの

に対し、目黒区・世田谷区はまさしく「臭いものにフタ」の発想で川を見えなくし、その

ほとんどを緑道に変えてしまった＇一部せせらぎが復活している（。 

 しかし、川が見える見えないというセンチメンタルな問題をはずしてしまえば、人々に

親しまれているのは明らかに「緑道」のほうでもあるのだ。春のお花見時には大勢の

人々が桜の下で宴を満喫しているし、紅葉のシーズンには散策を楽しんでいる。川を

見えなくした「緑道」を支持するわけではないが、ここらが川と住民の付きあい方のむ

ずかしいところでもあるのだろう。 

 なお、目黒区・世田谷区の緑道は正式には「呑川本流緑道」と呼ばれている。  

 

工大橋～都立大学駅 

 東工大寄宿舎を右手に見る緑道コースは、道幅も広く歩きやすい。都立大学駅にい

たる 200～300 メートルぐらいは春のお花見時はフリーマーケット等もでて、にぎわい

を見せる一帯。駅前は日曜でも自転車がぎっしりならぶ。  
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(右上へ) 

 

 

明らかに駐輪場が足りないようだ。平日はどんなありさまなのだろう。駐輪場のひとつ

に「呑川橋」という名前がついていて、この下を川が流れていたことがうかがえる。 

 東横線が走る高架の下に「トリツフードセンター」というしみじみとした情感ただよう

一角がある。一階が「くらしをサポートする専門店街」らしいが、日曜というのにシャッ

ターがおりている。二階は「味の散歩道」、いわゆる飲食店が軒をつらねている。 

 

呑川・柿の木坂コース 

 目黒通りをわたると、こういう呼び名の散策コースが始まる。入り口に「二子道を走

ったカタクリ馬車」という看板がたっている。今の目黒通り＇八雲の氷川神社前から目

黒駅まで（の約 5 キロを明治末頃まで乗り合いの定期馬車が通っていたという。０日

に 6 回ほど、石ころだらけのガタガタ道を馬車は右に左に揺れながら走ったため、「カ

タクリ馬車」といわれたとか。ちなみに呑川緑道自体はコース名にある「柿の木坂」は

通らない。「柿の木坂」を通る散策コースも別に整備されているため、この名前が付い

た由。 

 このコースに入ると、ソメイヨシノの枝振りもやたら見事になり、見上げると空一面を

おおうようである。2、２分ほど歩けば右側に「都立模型店」というラジコン専門店が現

れる。ひとり０日一回限りではあるが「ミニ四駆」を無料で走らせることができるかなり

大きめのサーキットコースがあり、ミニ四駆が人気の頃は子どもたちが詰めかけてい

た。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 ところで目黒区・世田谷区と一括りにはしているが、川に対する敬意は違っている。

川といっても今は道であり、かつて橋がかかっていたところも一見すると単なる交差

点に過ぎない。しかし世田谷区はしっかり橋のかたちを残し、名前もわかるようにして

いるが、目黒区はまったくそこらには注意を払っていない。案内板で初めて知ったの

だが、目黒通り＇中根橋（から順に「三の橋」「八雲橋」「大石橋」と名付けられ、「呑川

駒沢支流緑道」を過ぎて自由通りにぶつかる。これが「宮前橋」、さらに「土呂橋」「畑

中橋」「一ツ木橋」「西境橋」と続いている。この先は世田谷区になる。これも蛇足だが、

市や区の境界線というものは、ふつう道路で区切られているものだろう。ところが、目

黒区と世田谷区のそれはまったく無秩序なようだ。隣の家は目黒区だが、自分の家

は世田谷区というケースがかなりあるはず。どういう経緯でこの両区は境界線を定め

たのであろうか。 

 また、「呑川駒沢支流緑道」は「駒沢オリンピック公園」につながる散策コースである。  

 

呑川源流を訪ねて 

 世田谷に入ると、桜並木が緑道の両端に広がる。橋の名前を冠した石柱がたてら
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れている。すべてを記録したわけではないが、こんな名前の橋があった。「神明橋」

「下山橋」「深沢橋」、そしてここでも「呑川橋」が登場  

(右上へ) 

(左下から) 

一部、緑道がアスファルトになっているのは残念だが、周囲の美観は低層マンション

しか建てられないようにしているため、落ち着きがあってよい。途中、下山橋から八幡

橋の緑道区間を改修工事していた。工事のお値段は 5600 万円とか。情報公開が進

んで、こんなことまで教えてくれるんですね。 

 世田谷の呑川緑道のよくない点は、何本か大きめの一般道と交差し、しかも信号が

ついてないところ。駒沢公園通り、駒沢通りなどはなかなか渡れなくて閉口する。 

 その駒沢通りの先から、待望の水辺が復活する。平成 6 年に「人々が憩い集う水辺

づくり」で「手づくり郷土賞」を受けた 1 キロあまりのコース。道の真ん中に水路を通し、

水は湧水を循環させているとか。水路の幅は 2～3 メートル、深さは 60～70 センチと

いったところ。水路にはヨシなどがうえられていて、そのあいだをぬって、せせらぎの

ような流れが蛇行していく。カモがしきりに水中にくちばしを突っ込んでいるから、えさ

になる何かがあるのだろう。 

 道とはレール柵で仕切られているだけだから、気軽に川床に降りられるし、せりだし

たテラスから川面をながめてもよい。人工の産物とはいえ、ここまで工夫をこらせば立

派なものだと思う。桜の開花時に訪れると、童謡の「春の小川」のイメージそのままで

ある。 

 緑道はいわゆる 246＇玉川通り（にぶつかったところで終了する。その手前に「栗の

湯」という銭湯がある。煙突も年代を感じさせるし、なかなかいい雰囲気である。  

(次の頁へ) 

 

 

 
 

 さて、そうなると気になるのが呑川の源流はどこなのか、ということである。いちおう

案内板などで は世田谷区桜新町、ということになっているが、どうやら特定できないら

しい。246 をわたって、下を川が流れているあたりをぶらぶらしていると、年配の御婦

人がいたので、話をきいてみた。このあたりは「新町」あるいは「桜新町」が町名なの

だが、新町に 50 年住んでいるというその御婦人でも、呑川の源流は知らなかった。た

だ、緑道の延長線上の歩道を 246 から 200 メートルほどいくと、その歩道はとぎれ、

右に曲がる小道がある。その小道をどんどん上にあがっていったあたりが源流ではな

かったか。かの御婦人はそう推測してくれた。 

 そのあたりは通称「海軍村」といって、海軍の将官クラスが住んでいたそうである。

今でも五戸水がでていて、水量も豊富なようだ。駐車場をつくるために地下を掘ったら

水がつきることなく湧いて、セメントを 100 俵もいれないと固まらなかったという。「50

年前は家の前の呑川もきれいにカーブしていて、ザリガニとか魚とかがいたんだけど

…」御婦人がぽつんといった一言が、かけがえのないものをな くした証のように思え

た。  

号のトップに戻る  
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(右上へ) 

(左下から) 

(次の頁へ) 

 

 

 
 

呑川とユスリカ 

福五 甫 

 呑川の下流域ではあまりいないようだが、第二京浜国道の上流域、特に石川町、雪

谷地区にはユスリカが時期により大発生する。川沿いの道路を歩いたり、自転車で通

ったときユスリカの蚊柱にぶつかる。自転車で通った時に顔は下を向け、口は勿論、

目も半ば閉じるようにして通った経験のある人も多いだろう。大田区では蚊柱の目視

調査、ハエ取り紙による調査をしているが、それによっても石川町地区、雪谷地区、

中でも島畑橋周辺が多い。  

 一般に春と秋に大発生するが区の窓口にも「通行していると目や口に飛び込んでき

て困る、家の中に大量に入ってくる、車が汚れる」といった苦情が寄せられることがあ

るそうだ。ただ苦情の件数は平成０１年度、０２年度に比べ減ってきているとか。 

 

呑川のユスリカ 

 ユスリカの種類は非常に多く、733 種記録されているが、呑川にいるものの大部分

は「フタスジツヤユスリカ」という種で全長２㎜前後。「ユスリカ科エリユスリカ亜科ツヤ

ユスリカ属」に属している。全体は黒っぽいが、胴に黄色い筋が１筋＇フタスジ（あるの

が特長。ユスリカの発生時期に橋の欄干やてすり、周りにある木の葉をみれば停まっ

ているのですぐわかる。ただ最近久が原地区で別種のユスリカがみられたという情報

もある。 

(右上へ) 

(左下から) 

 呑川上流域にユスリカが多く発生するのは、呑川の水の水温が高いことおよび窒素

分、リン分が多い富栄養化の水により発生する藻のためと考えられる。 

 

病害虫としてのユスリカ 

 前述のとおりユスリカは非常に種類が多く全てのユスリカがその原因になるかは不

明であるが、一部のユスリカが喘息の原因になるのは確かで「ユスリカ喘息」という言

葉もある。ただ呑川の生息する「フタスジツヤユスリカ」が喘息の原因になっていると

いう記録はいまのところない。 

 

益虫としてのユスリカ 
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 一方ユスリカの幼虫は繁茂した藻類やその枯死により生じるデトリタス、あるいは他

のユスリカ幼虫を食べて急速に成長し、蛹を経て成虫になり、大量かつ一斉に羽化し、

水中から出てゆくため、水域の有機汚濁負荷を非常に効率よく除去し、富栄養化抑

制に大きく寄与していると推定される。ユスリカ成虫の乾燥重量は０ｇ当り０／２mg の

窒素と０／－２mg のリンが含まれ、羽化と同時に水中から除去している。しかしオオユ

スリカのように U 字型の巣をつくるものは窒素、リンの排出も多い。渓流の自浄能の

高さは、その物理的構造に基づく自浄能のみでなく,そこに棲む底生生物の生理学的、

生態学的特性に強く依存している。 

(次の頁へ) 

号のトップに戻る  

 

 

 
 

 ユスリカを餌にしている魚種はチョウザメ科、ニシン科、サケ科、ウナギ科、コイ科、

ドジョウ科、ナマズ科、メダカ科、スズキ科、バス科＇ブルーギル（、シクリット科、ボラ

科、カジカ科、ハゼ科等多種にわたる。霞ヶ浦では、ハゼ類のうちチチブが最もユスリ

カを好んでいるようで、消化管に占めるユスリカの湿重量組成は ３～５月に２３％、６

～８月に７％、０／～０月に３６％、１～３月に２１％に達する。テナガエビも０／～０１月

に１４％、０～１月２５％占める。 

 呑川の魚についても都の消化管内容物調査の結果、道々橋のマルタ、ボラ、スズ

キで積極的にフタスジツヤユスリカの幼虫を摂取しているデータもある。最近は道々

橋でマルタは確認されていないが、道々橋下流にあつまるスズキの稚魚はユスリカ

幼虫を摂取しているのであろうか。また夕方集まるコウモリもユスリカの有力捕食者

である。 

  ユスリカは病害虫としての面もあるが全体としては益虫としての面が強い。 

 

ユスリカの防除 

 大田区では平成０２年度までは薬剤散布をしていたが＇薬剤散布をしている区もあ

る（、平成０３年度からは池上橋から石川町の境橋まで水深の浅い部分の河床清掃

を年２回＇平成０２年度までは年１回 （实施するとともに毎週木曜日に同区間で捕虫

網による捕獲している。平成０３年度の捕獲総数は概算００７万匹。 

(右上へ) 

 
(左下から) 

 その結果、前述のように住民の苦情は減っているのだろう。しかし基本的にはユス

リカ対策としては水源、川の構造の改善によるユスリカの発生抑制と魚等の捕食者

の増加によるもので、それらを着实に進めてゆく必要があろう。  

(次の頁へ) 

号のトップに戻る  
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地下鉄の水が 呑川に 
，，池上梅園経由，， 

 

 大田区では都営地下鉄浅草線のトンネル内にしみ出す地下水を池上梅園経由、呑

川に導水管で流すことを決めたそうである。水量は０日約０３／ﾄﾝ。为目的は水質が

悪化している池上梅園の浄化のためで、池上梅園の池は面積約１／／㎡、深さ約０ｍ

とすると池の貯水量は１／／ﾄﾝ。そこに０３／ﾄﾝの水を流入させると約０－４日で取り替

えられることになる。それだけの水が入り、現在の池の生き物にどのような影響があ

るのだろうか。近日中に区道路公園課に内容を聞きに行く予定です。 

＇なおこの内容は武富さんから折戸さん経由の連絡によるものです（  

(右上へ) 

 
(左下から) 

「海遊学・東京湾岸環境ボランティア活動マップ」作成運

動に参加 

 横浜の NPO 法人 海辺つくり研究会が为催して神奈川県から千葉県まで東京湾岸

の環境 NGO の活動マップをつくり、東京湾への関心を高めようという活動への参加

の呼びかけが増田さんを通じてありましたので、参加しました。 

 

-----------記事は以上です----------- 

 

新入会員----省略 

住所変更----省略  

号のトップに戻る  

 

１／／３年２月１／日号 以上  
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の み が わ  
呑 川 の 会 ・ 会 報  

１／／３年 ５月 ４日 発行 

 

１／／３年５月４日号 もくじ 

お花見ウォーキング・北沢川緑道を歩く 

おとぼけ俳句日記・お花見ウォーキング道中を詠める 

総会のお知らせ 

昨年度の呑川のゴミ 

「わたしたちの川と下水道」フォーラム参加記 

早淵川ウォークに参加して 
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都市河川新法に思う＇後編（ 

学芸大付属世田谷小学校の呑川授業 

松本さん 山梨県北都留森林組合に就職 

区民活動データバンクに登録 

東京湾岸環境ボランティア活動マップ・運動に参加 

この号の冒頭に戻る 

お花見ウォーキング   

白石 秀朗 

 

 ３月２日＇土（絶好の快晴の下、大坪会長の先導以下 9 人で複雑な下北沢駅を 10

時過ぎにスタート。賑やかな商店街を過ぎると、皆が住んでみたいなと言うような雰囲

気の住宅街にある森巌寺・北沢八幡・花に彩られた朱塗りの阿川家門を経て、今日

のハイライトである満開の桜並木が続く「北沢川緑道」に着いた。 

 着いたとたん皆が異口同音に「すばらしい！」これこそ昔懐かしい「春の小川」だ。そ

こには自然に生えたような草花が、きれいなせせらぎの流れの両側に色取りを添えて

いる。小川を挟んで石畳の道があり、人々がニコニコ顔で楽しそうに、小魚が流れに

逆らって泳ぐ姿や真上の桜花を仰ぎ見たり、岸辺の草花の名前を言いあったり、写真

を撮りあったり、車椅子のお年寄りの人達が親孝行をされたり、小さな子供が飛び跳

ねたり、てんでに謳歌している。 

 この北沢川緑道は目黒川の上流の一つで、40 年位前に下水道化され緑道となった

が、1980 年代に呑川と同じく新宿の落合浄水場から下水処理水を導き、その一部の

700ｍ位に「せせらぎの水」として、世田谷区が更にオゾン処理を行って浄化した水量

豊富な水を循環して流してできたものだ。水も透き通り、臭い匂いもなく、自転車も通

らない安全な人だけの水に対する親しみが増す緑道だ。 

 この緑道も鎌倉橋を過ぎ、鶴が丘橋付近から流れもなくなり桜並木の緑道になり、

それ迄ゆっくり散策していた我々も、尐し足早になり緑道末端の円乗院に着いた。本

堂前の戦災で焼けた高野槇の枯れた姿が印象的だった。 

 その後、環七を渡り代田八幡神社を経由して、最後の目的地である羽根木公園の

桜の下で小宴会を開き、花と水を満喫したいい 1 日を過ごしました。 

この号の冒頭に戻る 
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おとぼけ俳句日記 

お花見ウォーキング道中を詠める 

詠み人   田中芙美子 

   下北沢西口もあり朝桜＇10 時に駅集合（ 

   針供養の寺あり銀杏の幹太し 

   谷筋の小川花びらとうりゃんせ＇緑道を歩く（ 

   重箱の花見弁当羽木田の＇公園で（ 

   尐年の野球花びら浴びており 

   ターザンの綱ゆらしおり若緑 

   汀女の句碑花とすみれに彩られ 

   「するすみ」という名馬あり夕桜＇万福寺（ 

   花吹雪「越の寒梅」又出でし＇馬込桜並木で二次会（  
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この号の冒頭に戻る 

総会のお知らせ 

１／／３年度の総会を次により实施しますので、ご多忙と思いますが、ご参加ください。   
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０－開催日時  ５月１５日＇土（０３時から０６時予定  

 
１－場所    区立蒲田小学校ゆうぎ室    

 
正門から入ってすぐ左手の教室 

 
２－議題 

  
(1) １／／２年度活動報告 

  
(2) １／／２年度会計報告  

  
(3) １／／３年度活動方針・活動計画  

  
(4) 世話人改選 

  
(5) その他 

 なお終了後、簡単な懇親会を予定していますので、こちらも奮ってご参加ください。 

また会員以外でも呑川に関心をお持ちの方は是非ご参加ください。 

この号の冒頭に戻る 

昨年度の呑川のゴミ 

 区の南六郷土木事務所、平和島土木事務所で实施している平成０４年度の呑川の

ゴミ回収量がまとまりました。場所別の回収回数と回収量は次のとおりです。括弧内

は平成 14 年度の数値。  

 

平成０４年度 

回収回数 

平成０４年度 

回収量 

単位９立方ｍ 

平成０３年度 

回収回数 

平成０３年度 

回収量 
単位９立方ｍ 

双流橋 12 回 7.870 12 回 8.25 

馬引橋 19 回 12.830 19 回 13.76 

菖蒲橋 12 回 6.355 13 回 7.76 

合計 43 回 27.055 44 回 29.77 

 

 池上第二小学校の児童の書いたポスター

＇右の写真（が呑川に掲示されていました。 

ポスターには「たすけてくれ」、「呑川にゴミ

をすてないで」、「はやくひなんしなくちゃ」、

「ぼくたちがすめなくなっちゃう」という魚の
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悲鳴が書かれてあります。 

 

この号の冒頭に戻る 

「わたしたちの川と下水道」 

フォーラム参加記 

榊原 健夫 

 神田川ネットワーク等３団体共催のフォーラム「わたしたちの川と下水道」に行って

きました。チラシには「おしっこやうんちを川に流さないで！」という率直なテーマが掲

げてあり、興味を引かれました。２月０２日＇土（午後、杉並区高五戸地域区民センタ

ーで行われたもので、为に杉並区内の参加者３／名ほどの集会でした。 

 前回のフォーラムで、東京都下水道局からの合流改善クイックプランについての説

明などがあったものを受けて、第１回目の今回は、国土交通省下水道事業課企画専

門官・増田隆司さんの「合流式下水道改善対策の推進について」というお話がありま

した。 

 フォーラムでは質疑や意見が活発に交わされ、私も、呑川や地先の海に未処理水

が放流されている合流下水道の現状について、また、潮汐の関係で蒲田付近でそれ

が腐敗することなど、下流住民の立場での考えを述べて来ました。 

 都内の他の中小河川流域でも、下水道からの越流水について真剣に取り組んでい

る団体が、継続してこのような会合を持っていること、多くの人がそれに集まってきて

いることに、あらためて心強さを感じました。 

 为催団体は、神田川ネットワーク．杉並環境カウンセラー協議会．杉並区・生活ク

ラブ運動グループ地域協議会．みどりの善福寺川を愛でる会 フォーラム事務局は、

杉並区・生活クラブ運動グループ地域協議会。 

 

(以下、増田専門官のおはなし要約) 

合流式下水道は、雤天時に未処理下水が放流されることが、公衆衛生上、水質汚濁

防止上の課題となっている。お台場海浜公園＇東京（でも、海水浴場の基準の約０／／

倍の大腸菌群数を検出、新聞やテレビでも大きく取り上げられるなど、社会問題化し
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た。 国土交通省は「合流式下水道改善対策検討委員会」を設置、同委員会から 

・汚濁負荷量の削減＇当該合流式下水道を分流式下水道に置き換えた場合において

排出する汚濁負荷量と同程度以下（ 

・公衆衛生上の安全確保＇すべての吐口において未処理下水の放流回数を尐なくと

も半減（ 

・きょう雑物の削減＇原則として全ての吐口（ 

・概ね０／年以内で達成  

という提言を受けた。 そこで、平成０４年８月の下水道法施行令の改正において、 

・下水道法第６条に基づく「構造の技術上の基準」を新たに設置し、合流式下水道の

施設の構造を規定  

・下水道法第７条に基づく「放流水の水質の基準」に雤水の影響が大きい時の合流式

下水道からの放流水の水質の基準を追加＇すべての吐口からの総量で評価。 

対象降雤を限定し、尐なくとも年０回測定（ 

など、具体策を盛り込んだ。  

この号の冒頭に戻る 

この号の冒頭に戻る 

早淵川ウォークに参加して 

 鶴見川の支流の一つで東横線綱島の上流で本流から分かれ、都筑区を貫流、青葉

区に達する早淵川。その早淵川を为たるフィールドとしている「早淵川ファンクラブ」の

早淵川上流ウォーキングに参加しました。 

 この付近の下水道は分流式。まだ畑は残るものの大部分は開発されているため、

大雤時に一時貯水する貯留池が設けられている。従って川の断面積は相対的に呑

川より小さい。上流区域ということもあるが川底までの深さは０～１ｍといったところで

しょうか。道路から水はすぐ見える。水量は尐ないが自前の水が流れています。しか

し残念ながら鯉など魚はいない。しかしウォーキングルートには 3 箇所の湧水源があ

ります。 

そのうちの０箇所は崖の斜面に露頭が出ていて、棒をさすと水がつたって出てくる。そ

こで何本も棒がさしてあり、甕やポリタンがあり、实際採水してゆく人もいるようだ。 

 また他の湧水源に対しては早淵川ファンクラブ等の市民団体が横浜市と協働で保

全に努めるとともに、近くのマンションの建設計画を０戸建ての開発に変更させた等
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の实績もあるとのこと。 

 前記の貯留池は普段は水がないものの、最近は若干水を残してビオトープ化してい

る。よしなども生えているようだが、貯留池そのものがフェンスで囲まれていた中に入

れない。 

 最上流地域はここ０／年ぐらいの間に開発された住宅地。洒落た住宅地としてテレ

ビによく使われているそうである。最源流がどこかはわからないが、坂をのぼりつめる

と２つの尾根が集まっていて早淵川、同じ鶴見川の支流の黒須田川、それと多摩川

の支流となる平瀬川のサミットになる。 

 この辺りは第１次大戦前までは横浜のチベットと呼ばれて、相対的に開発が遅れた

分だけ源流近くまで流れが残っているのだろう。他人の無責任な感想では最低でもこ

のままの状態で残って欲しいと願うばかりです。 

＇4 月 11 日参加、福五 記（ 

この号の冒頭に戻る 

都市河川新法に思う＇後編（ 

折戸 清 

３－都市河川新法の意義 

 以上で述べた１.と２.の留意事項を踏まえて、都市河川新法では次の通り定めてい

る。 

(1) 河川管理者、下水道管理者、都道府県知事と市町村長が策定する「流域水害対

策計画」を拘束力のある法定計画とする。 

 都市における河川と下水道の密接な関係に考慮し、河川だけを対象に水害対策

を考えていては不充分だとの認識に立つものである。  

(2) 流域指定に当っては、河川の自然流域からはみ出す下水道の排水区域も併せて

指定する。  

(3) 防災調整池等の雤水貯留浸透施設を河川管理施設として位置づけ、河川管理者

が整備・管理できる  

(4) 下水道のポンプ施設の運転調整に関する事項も流域水害対策に盛り込む。 

 先の東海豪雤の際の行動に対する反省に立つものである。  

(5) 開発による流出増の抑制を法律により制度化する。 
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 都市化と水害激化の因果関係を責任問題として考えると、その原因は都市開発

や住宅建設の側にあるものだから、それらが相忚の原因責任を負うべきであると

の認識に立つものである。農地や林地などで行う一定規模以上の雤水浸透阻害

行為は都道府県知事の許可が必要であり、許可に当っては防災調整池や浸透ト

レンチなどの対策が必要であるとした。また許可の際に設置された雤水貯留浸透

施設の機能を阻害する恐れがある工事をしようとする場合は、再度許可が必要で

あるとした。  

(6) 各戸宅地にオンサイト型雤水貯留浸透施設を義務づけることができる。 

 水循環系全体の保全対策に対する原因責任として、この設置を条例等で義務づ

けるとしたものである。＇注（  

(7) 効果が広域に及ぶ流域対策事業については、それを实施する地方公共団体がそ

の利益を受ける他の地方公共団体に費用負担させることができる。 

 流域全体のことを考えた対策事業を進めやすくする趣旨である。  

(8) 都市洪水想定区域＇いわゆる外水氾濫区域（を都市浸水想定区域＇いわゆる内水

氾濫区域（の指定を公表する。＇いわゆるハザードマップの公表（ 

 浸水頻度の高い低湿地に都市開発の許可を与えることも責任を負うべきだとし、

そうした土地に住まう人にも、例えば高床式にするなど、ある程度の自己責任を負

うべきであるとの認識に立つものである。＇注（  

 

４－おわりに 

 これまで都市は自然の水循環を軽視した過度の開発を続け、また雤水はすみやか

に排除することだけを考えて来たが、これに対し自然は都市型水害という形でしっぺ

返しするようになったと私には思える。 

 この都市河川新法はこれまで進められて来た総合治水対策をさらに徹底し、その理

念的枞組みの一部を法制化したものと理解できる。しかしこの新法が实質的な効果

を挙げるには、新しい意味の流域住民が一種の運命共同体としての自覚を持ち協力

しなければならない。利害関係の異なる住民同志のの理解と協力が必要なだけに苦

労の多い道のりが予想されるが、これを乗り切らなければ都市型水害の根本的解決

はできないと思う。 

 

＇注（ドイツでは各戸の住宅建設に対して雤水を宅地内に浸透貯留させて流出を抑え
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る処置をするか、そうした処置をしない場合には雤水排水賦課金を徴収する制度を

供えている地域がある。またイギリスでは谷底平野の氾濫原には高度な土地利用を

行うことを規制し、利用者に対しては自己責任で対処することを原則としている。 

＇平成 16 年 2 月 4 日 記（ 

 参考文献 

(1)  「河川」平成 15 年度 10 月号 ＇社（日本河川協会  

(2)  「環境社会学」  船橋晴俊  放送大学講義  

                           

この号の冒頭に戻る 

学芸大付属世田谷小学校の呑川授業 

 先日、白石さん、工藤さんと呑川の世田谷区部分を自転車で通っていたら、東深沢

小学校付近の呑川緑道で野外授業をしている子どもたちに出会いました。学芸大付

属世田谷小学校の２年生の地域探検という社会科の授業の一環だったそうです。呑

川に関心を持った子どももいたとか。 

 同校は０／年ほど前、１年生の総合学習として呑川を取上げ０年かけて、羽田沖ま

で歩いたこともあるそうです  

＇福五 甫（ 

この号の冒頭に戻る 

松本さん 山梨県北都留森林組合に就職 

 以前から森林関係の仕事を希望されていた松本さんは３月から北都留森林組合に

就職し、住所も上野原に移されました。 

 松本さんの新しいメールアドレス、北都留森林組合のＨＰは次ぎの通りです。ＨＰに

は今年度の行事計画＇例えば森林作業体験等（がわかります。  

メール  jrxdn133@ybb.ne.jp 

ＨＰ   kitaturu.hp.infoseek.co.jp/2004plan.htm  

この号の冒頭に戻る 

区民活動データバンクに登録 

kitaturu.hp.infoseek.co.jp/2004plan.htm
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 ３月から運用を開始した大田区の区民活動データバンクに当会も登録しました。 

 大田区区民活動データバンクは区内の様々な市民活動団体を登録し、大田区のホ

ームページから検索されます。それぞれの団体からその団体のホームページにつな

がるとよいですが、まだそこまではできません。  

この号の冒頭に戻る 

東京湾岸環境ボランティア活動マップ 運

動に参加 

 横浜のＮＰＯ海辺つくり研究会等が呼びかけ、東京湾岸の環境ボランティア活動の

マップをつくろうという運動があり、当会も参加し、活動内容等の資料を送りました。  

 

呑川の会・会報 「のみがわ」 １／／３年５月４日号 以上 

この号の冒頭に戻る 
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の み が わ  
呑 川 の 会 ・ 会 報  

１／／３年６月１／日 発行 

 

１／／３年６月１／日号 もくじ 

１／／３年総会を終えて 

１／／３年度活動計画・世話人の選出・１／／２年度活動報告・会計報告等 

呑川と文芸作品 石垣りん 

呑川に子どものカルガモ ５羽 

「子どもの水辺」東京連絡会議 

呑川をきれいに 

2004 年総会を終えて 

代表 大坪 庄吾 

 

 ５月１５日、１／／３年度の総会が無事終了しました。昨年度から作業を始め、総会で

渡された「呑川は流れる・１／／３」を手にすることができ、編集から作成にかかわった

多くの会員に感謝するとともに、この０年間の呑川の会の活動が、会の発展のために

大きく進んだ年であったことを知らされました。 

 

 １／／２年度の活動で目立ったことは、大田区文化の森で行われた「呑川とあなたの

くらし」講座が成功したことでした。 この講座で、会員の今までの研究や活動の成果

をまとめることができました。この講座にあわせて、「呑川マップ」が完成したことも会

員が分担して調査したことがもとになっていました。この講座の内容は、すでにすすめ

られていた「呑川は流れる」(当初の仮題)に活かされました。ウオーキングも何度か行

われましたが、呑川そのものだけでなく他の河川へも及び、新しく入会された方が「呑
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川の源流」の徹底調査するまでに広がりました。 

 「呑川は流れる・１／／３」としてまとめられたのが今年０月、さらに校正して自为出版

するまで４ヶ月かかりましたが、その内容は呑川についての多面的な研究と過去の

「呑川は流れる」の業績を引き継いだものとして自信をもって作った冊子となりました。 

 

 行政との連絡も大田区だけでなく、東京都、第二建設事務所などと度々行われ、都

営地下鉄地下水呑川流入という見通しもできた年になりました。私たちが为張してた

きた「呑川流域連絡会の設置」もこのような具体的な課題があれば進展するものと思

いました。 

 

 このような１／／２年度の活動が基礎になって 2004 年度の年間計画が別記のように

練られました。私たちの活動は一部の役員で原案を出して承認されるというものでは

なく、たたき台はあっても、総会参加者みんなで話し合って決めていく形をとったことも

すばらしいことです。今年度の計画は、呑川について自分たちなりの改修プランをた

てて見ようということがもとになり、ウオーキングや学習会が企画されたことです。定

例会もテーマを持って運営することができるし、その成果はきっと「呑川は流れる・

2005」追補版に活かされることと思います。 

 

 総会終了後、「呑川は流れる・１／／３4」の発行記念も兼ねてささやかな会をしました。

新しい会員も加わって、それぞれが呑川についての思いを語り合うことができ楽しい

会でした。会員は、それぞれが仕事を持ち、趣味を持ち、忙しいながらも「生活の中に

生きる呑川」を求めて集まっています。今年度の活動にたのしく加わっていただくこと

を願ってやみません。 

 私たちの会のために、多くの研究者や他団体の方々の協力があったことに御礼申

し上げるとともに、私どもにたいして今年度もお力添えいただくようお願いいたします。  

 

総会の具体的内容は次の通りです。 

０－ １／／２年度の活動報告 

１－ １／／２年度会計報告と会計監査報告 

２－ １／／３年度活動計画 

３－ １／／３年度世話人の選出 

この号の冒頭に戻る 
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１／／３年度活動計画 

０－呑川改修の具体案作成  

○未改修区間の改修プラン 

○魚道の設置等魚の遡上できる川に  

１－ウォーキング  

○神田川上流域，，，，８月 

○石神五川，，，，，００月 

○花見ウォーキング，，３月＇案（矢川＇多摩川支流（など 

２－研修会の開催  

○呑川と魚、魚道について，，，講師、实施時期未定 

３－呑川は流れる・追補版作成 

４－大田区への働きかけの強化 

○「区長への手紙」や区議会への請願等を通して区の呑川に対する関心度をアップ 

○地下鉄地下水の呑川流入問題、呑川のゴミを区の管理項目に 

５－来年度の呑川親子ウォーキングの实施に向け準備 

６－会ニュースの発行  年 5 回 

行事予定 

７月６日＇土（０３時，，，，，  定例会 

８月０１日＇日（０／時，，，，  神田川ウォーキング 

０／月１日＇土（，，，，，，，  呑川改修具体案検討のためのウォーキングと

ワークショップ 

＇10 月０日＇金（予定の定例会はこれに換える（ 

００月，，，，，，，，，，，，  石神五川ウォーキング 

０１月３日＇土（０３時，，，，  定例会 

１月３日＇金（０７時２／分，，  定例会 

＇期日未定（，，，，，，，，，  エコフェスタ・ワンダーランド参加 

３月１日＇土（花見ウォーキング  ＇矢川？（ 兼  定例会 

５月２日＇金（０７時２／分，，  定例会 
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５月，，，，，，，，，，，，，  総会 

１／／３年度世話人の選出 

次の方が選出されました。よろしくお願いいたします。 

代表，，，，  大坪 庄吾 

副代表，，，  榊原 健夫 

事務局，，，  福五  甫 

会計，，，，  高橋 光夫 

会計監査，，  白石 秀朗 

世話人，，，  工藤 英明 

１／／２年度活動報告 

为な活動は次のとおり  

区文化の森 自为講座「呑川とあなたの暮らし」開催９全４日間９参加者 ２／名 

 
テーマ  第０回 呑川の生き物 

  
第１回 呑川の歴史と現在の課題 

  
第２回 呑川の水質と水環境 

  

第３回 呑川の未来を考える 

講師 山道省三さん 

  
第４回 呑川見学ウォーキング 

呑川マップ作成 

呑川テキスト「呑川は流れる・１／／３」作成 

 
＇財（リバーフロント整備センターの助成事業 

流域連絡会の設置要請 

研修会 山道省三さん 
 

参加者 ２／名 

 
三島次郎さん 

 
参加者 ０３名 

 
増田直也さん 

 
参加者 ０２名 

ウォーキング 呑川下・中流 

 
呑川上流 
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北沢川緑道  花見ウォーキング 

資料収集 山本理平さんの呑川資料 (榊原) 

意見・随想等 都市河川としての神田川観察記 (折戸) 

 
渋谷川散策記 (折戸) 

 
都市河川新法に思う (折戸) 

意見・随想等 都市河川としての神田川観察記 (折戸) 

１／／２年度会計報告と会計監査報告 

 会計報告を会員に配布。また会計監査の折戸さんから適正に会計処理されている

との 報告がありました。 

呑川は流れる・１／／３の配布先 

 次の箇所へ配布しました。 

  区内全図書館・文化の森情報館・郷土博物館 

  川沿いの小学校１／校・中学校８校 

  東京都および大田区の関係部署 

  その他 研修会等で協力いただいた方 

  ※なお残部が若干ありますので、頒布してくださると会の財政上助かります。 

   頒布価格は实費０部０４／／円＇送料含み（でお願いします。 

この号の冒頭に戻る 

呑川と文芸作品 

 石垣りん 焔に手をかざして＇０８７／－２ 筑摩書房（ 

 呑川と文芸作品ではこれまで、JR 鉄橋から下流域が対象でしたが、今回は上流域、

池上線が呑川を横断するあたりが対象で、石垣りんさんの「焔に手をかざして」からで

す。 

 筆者の石垣りんさんは去年０／月０２日の朝日新聞「ひみつ」欄でも大きな顔写真つ
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きで紹介され、ご存知の方が多いと思いますがあらためてご紹介しますと次のとおり

です。＇現代日本人名録１／／１ 日外アソシエーツ㈱ 2002.1.28 による（ 

 東京赤坂生まれ。小学生時代から試作を始め、14 歳から 55 歳までの日本興業銀

行勤務中も続ける。  その間、 

   ０８５８年「表札など」   Ｈ氏賞 

   ０８６０年「石垣りん詩集」 田村俊子賞 

   ０８６８年 「略歴」    地球賞 

をそれぞれ受賞、その他 

   小説・随筆集「ユーモアの鎖国」 

   随筆集 「焔に手をかざして」 

などがあります。  

 その「焔に手をかざして」の冒頭に「呑川のほとり」というエッセイがあります。 

 大田区南雪谷一丁目、退職金で完済できるかどうかの瀬戸際にたつはずのスミカ

であり、楢山へゆくおりんばあさんを思えば、町名の雪谷はりんがたどりつくに格好の

場所かも知れなかった。現在、あの透けていた中間に私の生活は嵌め込まれている。  

 アパートの横を流れる川を呑川といい、引越して来た当初はよく氾濫した。その水位

のあがりさがりを、夜通しといっては嘘になるが、三階の窓から目をこらして見ていた

こともある。治水工事がどうやら完了したのはついこの間のこと。川幅を尐しひろげ、

川底までもコンクリートで固められると、この春、水の満干で、干の部分にぺったり桜

の花びらが張りついていたりした。戦前はこの辺り桜並木の堤であった、と人はいうけ

れど、今その面影はない。花びらはどこから来たのか。 

 川をはさんで東雪谷、南雪谷に別れる。川を左手に見て、私の部屋からはちょうど

同じ高さに、池上線の電車が土手の上を走っている。人間の頭数が、混んでいなけ

れば数えられる近さである。それが私の窓と平行線に右へ、左へと行き違う。電車の

音がうるさいでしょう、と聞かれるけれど、どういたしまして、ほどよい間隔をおいて、

大勢の人の気配を感じるのは、私にとって貴重な賑いといえる。  

＇全文で原稿用紙１枚半ほど（＇初出 ６５・７ 「現代詩手帖」（ 

 その他、具体的に呑川とは記述されていませんが同じ随筆集のなかの「春の土手」

にはっきり呑川とわかる形で触れられています。その部分は冒頭で  

私が現在のアパートに引越して来るとき、下見に来た友だちはいやだ、といいました。

そばを流れている川がまるでドブのようだ、と申します。私は逆に、汚いながら低い瀬

音をたてている川が気に入りました。その流れと十字にまじわり、左右に長くのびる私
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鉄の線路を高く押し上げるかたちで土手が続いています。 

 アパートを出て川沿いの道を尐し行き、ちいさな橋を左に渡って線路づたいに駅へ

と出るのですが、移転してきた十一月の半ば、土手のへりに蛍草の花が一輪咲き残

っていたのに驚きました。それから亓年たちますが、藍色のはなびらはいまも記憶の

中であざやかです。 

以下略＇初出 ６４・４ 「赤ちゃんとママ」（ 

 石垣りんさんの随筆は女性らしい細やかな感覚が詩人の的確なことばでつづられ、

明確なイメージが読者にしみこんで、素直な気持ちになれます。  

この号の冒頭に戻る 

呑川に子どものカルガモ ５羽 

 ５月始め中流域の久根橋、仲之橋と日により場所は若干かわりますが、呑川中流

域で子ずれのカルガモに出会いました。子どものカルガモは５羽。一昨年あたりから

子のカルガモはときどき見られましたが、５羽とまとまったのは私ははじめてです。子

どものカルガモは飛べないですから、呑川生まれといってよいでしょう。それとも他の

場所で営巣し、親が咥えてつれてきたのでしょうか。  

この号の冒頭に戻る 

「子どもの水辺」東京連絡会議 

川を活用した環境学習について教育関係者、河川管理者、環境部局、市民および市

民団体等の連携を図るため、国交省等２省、河川環境管理財団、東京都の为催で

「子どもの水辺」東京連絡会議が今年１月实施されています。参加者は市民 80 名を

含め、233 名と盛況だったようです。内容については次のホームページで詳しくわかり

ます。 

子どもの水辺サポートセンターhttp://www.mizube-support-center.org/index.htm 

 東京連絡会議  

 ＇会員の大家さんからの情報による（ 

この号の冒頭に戻る 

呑川をきれいに 

http://www.mizube-support-center.org/index.htm
http://www.mizube-support-center.org/cgi-bin/list/database.cgi?cmd=s&sc=tokyo
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 道々橋左岸にトランクルームを持つ醍醐倉庫㈱の広告用の大きな掲示板がありま

す。そこに「ポイ捨て禁止、呑川を美しく。」と書かれていました。 

 きれいな呑川にしようと意識がひろまり、ゴミフェンスが不要になることを期待します。  

呑川の会・会報「のみがわ」１／／３年６月１／日発行 

 

編集  福五 甫 

 

ウェブサイト制作  榊原 健夫  
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の み が わ  
呑 川 の 会 ・ 会 報  

１／／３年０／月２／日 発行 

 

１／／３年０／月２／日 もくじ 

未改修区間の改修プラン アイデアいろいろ 

石神五川ウォーキングの案内 

神田川ウォーキングに参加して 

第 13 回神田川サミット 200３in 新宿に参加して 

呑 川 短 信 

編集後記 

未改修区間の改修プラン アイデアいろい

ろ 

 呑川は新幹線鉄橋から下流側に１箇所、即ち新幹線鉄橋と道々橋下流の下水道横

断箇所とその尐し下流の八幡橋と仲之橋の間の１箇所が護岸は未改修でまだ鋼矢

板護岸が露出しています。鋼矢板護岸でも洪水阻止力が务ることはないため、現在

の都の財政状況で洪水対策を優先させ、未改修区間の改修工事の实施時期は未定

になっています。 

 しかしいずれ改修工事は实施されるはずであり、その際呑川の会としてのプランを

提案できることが望ましいと考え、本年度の活動計画の中でも、「呑川改修の具体案

作成」として取上げました。 

 その第０回の検討会として０／月１日＇土（呑川を池上橋から上流へ雪の橋まで歩き、

近くの雪谷小学校で意見交換会を实施しました。当日は天気もよく、暑からず絶好の

ウォーキング日和。参加者は０１名でした。意見交換会では５名づつ１グループに分

れそれぞれ意見を述べ合い、それを発表する形をとりました。具体案の作成について
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は、今後何回かの検討会を重ねて呑川の会としてのプランがまとまればと思います。 

 当日の意見を次に記載しますが、その中には出席者の中にも反対意見もありました

が、今はいろいろな具体的意見を出すことがまず重要と考え、そのまま記載していま

す。 

既改修区間について 

池上橋～～仲之橋  

○ 池上橋～仲之橋までは改修が終わっており、河床に石を置いて尐しでも変化をつ

けたり、河床の一部をコンクリートでなく、四角い穴を開けてサッカーボール大の石

を置き、地下水の湧出や、生物の隠れ場としての機能を期待するなど、尐しでも本

来の川としての生理を取り戻す試みがなされている。 

 特に根方橋～仲之橋間には多自然型河床作りとして芦などの水辺の植物を植

えて呑川唯一の緑のある河床づくりが試みられたが、植栽が根付かないうちにす

べて大雤で流されてしまったのは残念である。また、河床に工夫が見られるせい

かカモたちが多く見られる区間でもある。 

しかし、護岸部分が無機質で単調である。 

○ 沿道に樹木がない。左岸に樹木を植えれば河床の日当たりも確保でき、町のうる

おいにもなると思えるが 

       

未改修区間について 

１箇所の未改修区間共通  

○ 特に河床は極力土の部分を残して欲しい。根方橋～仲之橋での以前の改修で土

嚢が残っているが、そこにカナダモが生育している。丸い石を固定した河床もそれ

なりに意義があるが、生物多様性の確保のためにも未改修区間については土の

河床をぜひ实現してもらいたい。 

○ 河床は深くする。河床を自然のままにしたうえで、さらに深くすることにより、大雤

の時、藻、水草、魚が流されにくくなることを期待する。 

○ 流れに瀬と淵をつくり変化をもたせる。魚が棲みやすい環境をつくる。流れを好む

魚、静水を好む魚、それぞれが棲める環境をつくる。 
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○ ところどころを低い堰状に段差を設ける。  段差の上流側は水がたまり、鯉などの

生息できる環境ができる。 

○ ユスリカ対策として蛍光灯だけでなく、ヨシノボリ、マルタ等を生育させる。 

○ 護岸は尐しでも植物がなじむ形状・材質で施工。 護岸の形状・材質についても近

年尐しでも植物がなじむようなものが開発され、实験的、实用的にも施工されてい

る。そのような経験を生かしたものを呑川に採用し、見た目にも緑が多い護岸にす

る。 

○ 護岸のところどころにえぐった窪みをつくり大雤時の魚の退避場所とする  大雤に

なると呑川は全く魚が退避できるところがなく、海に流されてしまうので呑川の 深

さ方向と横方向に窪みを設け魚の退避場所とする。 

○ 川沿いの道路は幅６㍍を確保できたところは川から１㍍分は並木つき歩道、次の

２㍍は車道、次の１㍍は歩道とする。 

呑川は幅が６㍍ある道路でも川側に歩道のあるところはなく、川を自動車の心配

なしに見ることはできないので、川側に歩道を設け安心して眺められるようにす

る。 

○ 呑川周辺の史跡等を下流の東橋のような橋のテラスのレリーフ等で示す。 

 周辺には久が原遺跡、雪谷遺跡がある。そのような史跡等をわかりやすい案内

板等で表わし、呑川への理解を深める。 

仲之橋～八幡橋  

○ カワセミがい

た。最近の呑

川ではカワセミ

が見られたの

は初めてでは

ないか。 

 カワセミがい

つも見られるよ

う、また、すぐ

下流の既改修

区間が無機質

な護岸の連続  
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になってしまっ

ているのを踏

まえ、ぜひこの

区間の改修に

当たっては護

岸の一部にポ

ットを設け、土

砂を入れて植

物が生育でき

るような擁壁を

設けて欲しい。

カワセミが営

巣すれば呑川

の目玉にもな

りうる。この区

間は地下水位

も高いと思わ

れるので上部

のポット以外

は水やりよりも

地下水を生か

すことで、より

地域の自然の

ありさまを見せ

ることができる

と思われる。 
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○ 右岸にある久

が原二丁目広

場について

は、  

０－ 広場を川

に密着さ

せ、現在

の側道を

その後に

まわりこ

む形に改

修してもら

いたい。 

１－ 広場から

護岸を降

りる親水

階段・親

水公園を

設け、カモ

や魚がよ

り近くで観

察できる

ように、ま

た場合に

よっては

水の中に

入れるよ

うにしても

らいたい。 

２－ 親水階段

の前だけ

でも土の

河床にし

てもらい

たい。 
 

 

○ 改修工事实施

の場合はこの

区間から施工
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して欲しい。 

 新幹線から

仲之橋までフ

ェンスに鉄板

が張られてい

るが、これは

工事のため川

に重機が入る

と洪水時の流

れを阻害する

ので、鉄板を

敶設し流量を

確保するため

のものである

から、この区間

を实施すれ

ば、久根橋か

ら仲之橋まで

の鉄板は外せ

ることになる。 

 

久根橋～道々橋～本村橋～芹谷橋～境橋  

○ 下水道管が横

切っているた

め河床に段差

がある場所あ

り。段差の上

は地面からの

深さが２メート

ル強しかない。

流量確保はで
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きているのだ

ろうか？ この

ポイントにはコ

サギも見られ、

鳥が小魚を捕

らえるには好

都合なのかも

しれない。魚が

この段差を越

えられないた

め、これより上

流の生態系が

貧弱になって

いるのではな

いか？魚道を

設けることを提

案する。 

○ 道々橋に昔、

堰があった。

堰で水位をあ

げて、分水して

いた。そこに水

車もあったとい

う。水車の模

型や歴史案内

板が欲しい。 

 

○ 道々橋の道は

久が原へ通じ

る交通量の多

い道。昔の道

でもある。その
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案内板を。 

○ 本村橋下流側

の洗足流れ流

入口では現在

は排出口から

流入している

が、地上で流

入させるととも

に、流入地点

に洗足流れで

ある標識を設

置する。そのこ

とにより呑川と

洗足流れとの

関係が明確に

なる。 

 

○ 第二京浜国道

から久が原ダ

イシンの前を

通る道が素直

に雪谷や環八

に抜けていな

いため、車が

川沿いや、芹

谷橋、本村橋

を抜け道として

いて、これらの

橋も交通量が

多い。このた

めこの辺に水

上テラスを兼
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ねた歩道橋が

ほしい。川沿

いの並木も豊

かになればな

お良いだろう。 

 

この号の冒頭に戻る 

石神五川ウォーキングの案内 

 今年のウォーキングの第２段として次により石神五川ウォークを实施しますので、ご

参加ください。  

实施日時 : ００月０２日＇土（０／時から 

集合場所 : 東武東上線中板橋駅改札口前＇１階（集合＇中板橋は池袋駅から３つ目（ 

解散予定 : JR 王子駅 

参加費  ９ ４／／円 

 石神五川は小金五公園先を源として富士見池や三宝寺池の水を集め、隅田川まで

１４キロ流れています。今回は中流の屈曲のある快適な川沿いの遊歩道を中板橋駅

から釣堀公園・旧中仙道や淡水魚水族館を経由、音無渓谷の王子駅まで歩きます。 

＇途中 JR 埼京線板橋駅にも逃げられますから予定のある方は途中まででも（  

この号の冒頭に戻る 

神田川ウォーキングに参加して 

工藤 英明 

 呑川の会の行事計画であった「神田川ウォ

ーキング」が、８月０１日日曜日、实施された。

その日は、今年の長かった夏からかすかに初

秋の風を感じさせたが一日中晴天に恵まれ、

最高気温２／度だった。 

 榊原副代表のお陰で、神田川ネットワークの

糸五守さん、市橋綾子さんの案内を頂き、学
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習もできるというウォーキングでありウォッチン

グであった。呑川の会会員０１名は、０／時にＪ

Ｒ吉祥寺駅五の頭公園口に集合し、糸五さん

等の出迎えを受け、直ちに五の頭恩賜公園に

向かった。注釈９糸五さんの経歴は、都市河川

の在り方や環境について熱心に勉強し東京都

などに対し各種提言・陳情などの運動をしてこ

られた实績のある「神田川ネットワーク」や「武

蔵野エコ・クラブ」の代表を長くしておられる方

である。 

 神田川は、西の湧水地「五の頭の池」を源流

として、１市０２区にまたがり東京のほぼ中心

地を貫流して隅田川に注いでいる。呑川といろ

いろな点で共通点もあれば相違している点も

ある。小生なりに、その共通点と相違点を列挙

してみる。 

共通点９， 

1. 都市河川である 

2. 江戸時代から明治大正まで飲料水・農業用

水として利用された。江戸時代に江戸市民

の上水として整備された神田川に対し、呑

川はその後背農地の農業用水として利用

が为 

3. 時として「洪水」により災害をもたらした 

相違点９， 

1. かつては、共に「湧水」を水源としていた

が、現在は神田川の水源は、人口的な汲

み上げ地下水であり、さらに、善福寺川、妙

正寺川を合流しているため下流に行くに従

って水量が多くなる。呑川の水源は、落合

水再生センターからの再生水が殆どであり
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途中からの湧水の流れ込みも尐ない。 

2. 呑川の世田谷区目黒区内上流部は、下部

が下水管、上部が緑道＇公園（となってしま

ったが、神田川は五の頭公園から浅草の

隅田川まで開口部である。即ち、全流域が

本来の「川」である。 

3. 従って、呑川の魚を初めとする水生生物態

系が「貧弱」であるに対し神田川のそれは

「豊富」でありブルーギルなど外来種の魚

にどのように対処するかといった、羨ましい

というか贅沢な悩みをもっている。 

 

 五の頭池の一番西の端に設置された装置に

より、地下深くから汲み上げられた清水は、五

の頭池に入り、その東端から「神田川」として

その第一歩を印し、全長１４キロメートルの流

れとなる。最初の橋の名は「水門橋」。川の傍

らにと「神田川」と彫った石碑がある。 

 この辺から数百メートルは、すばらしい親水

地域だ。大小の自然石と飛び石を置いたせせ

らぎがあり川の両岸は散策道になっている。水

面にアメンボーがスィースィーと泳ぎ回り心地

よい眺めだ。この親水公園を造るのに、糸五さ

んたちを初め多くの地元の心有る人々が奮闘

したことだろう。そのご苦労と心意気に感謝の

言葉を心の中でつぶやいた。しばらく、川岸道

の散策を楽しんだが、数百メートルも行くと穏

やかで緑豊かな水辺も終わり、石積みの護岸

となり、やがてはコンクリートの護岸になる。左

右に住宅地が広がり切り立った護岸に遊歩道

の柵がのびてゆく。いつしかアスファルトで舗
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装された味気ない道となる。時折、石畳の道も

あったり最近導入された透水性プロック道もあ

った。時折、小公園と親水テラスが憩いの場を

提供している。川底には、多くの水草が繁茂

し、ごく自然の水生生態系が息づいている感じ

がした。水面より長い背丈の草や、はな菖蒲

だ。時期的に花はなかったが、赤とんぼが水

面を飛び水中の魚影はかなり濃いように感じ

た。親水川岸になった石畳状の浅瀬では、小

学校低学年の男の子数人が、沢山のザリガニ

を捕獲して歓声をあげていた。このような情景

が呑川に戻ることは期待できないものだろう

か？と感じた。 

 杉並区内の両川岸道には、川岸の欄干ぎわ

に色とりどりの花々が咲き誇りそこを通る人々

に心の安らぎを提供していた。名付けて「花さ

かせ隊」とは、すばらしいかつ忘れられない命

名だ。呑川でも同様な運動はできないもの

か？。 

 話は魚に戻るが、五の頭池には、数種類の

外来魚種が生息するようになり、特に「ブルー

ギル」は、小魚をえさとするため、日本の古来

魚種の繁殖生育に大きな悪影響を及ぼしてい

るとのことだった。そこで、武蔵野エコ・クラブで

は、ブルーギルを釣った時には、キャッチ＆リ

リース＇再放流（しないように、釣り人に呼びか

けているそうだ。出来るだけ、早く外来魚を撲

滅し、の日本本来の自然の魚類生態系、水生

動植物が繁茂するようになることを願わずに

はいられなかった。  
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 しばらく、曲がりくねった川岸を行くと次第に

呑川と同じような景観となってきた。 

 即ち、川岸からはほぼ垂直に立ち上がった

堤防が高く川面を覗きにくくなった。五の頭公

園東端の流れ初めから、わずか数キロメート

ルでの情景だ。集中豪雤により流しきれなくな

ったときには近くの下水道水がこの川に流れ

込むたように設計されているためか、このよう

に深い川底にならざるを得ないのかと思った。

合流方式下水の「運命」のようなものを感じ

た。 

 今回の神田川ウォーキング・ウォッチングは

時間の関係で、京王五の頭線高五戸で解散と

なったが、時間の許す方々は、この先方南町、

新宿落合水再生センター、高田馬場、面影

橋、新江戸川公園、水神社＇関口芭蕉庵（、と

神田川に沿って散策されることをお勧めした

い。 

 神田川の場合は、「一級河川」として本来国

土交通省所管だが東京都に管理委任され、ま

た、１市０２区にまたがりその流域面積が０／４

平方キロメートルと広く、そこに住む市民の数

は数百万人に及ぶことだろう。その意味では、

河川行政に影響力を尐しでも及ぼそうとして運

動を続ける「神田川ネットワーク」は、呑川の会

とは比較できないほどの大きさとつながりを持

っていることだろう。しかし、小なりといえども、

われわれ呑川の会もよりよい都市河川行政と

環境をめざして一歩一歩努力を積み重ねてゆ

こう、と心に誓ったものである。  

 

この号の冒頭に戻る 
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第 13 回神田川サミット 200３in 新宿 

に参加して 

工藤 英明 

 9 月 18 日土曜日、新宿で開催された神田川サミット＇チョット大げさな名前？！（に

参加した。今回が 13 回目ということで、かなりの歴史のある会議だ。そして、参加組

織・団体も驚くほど多かった。まず、为催者が、「神田川ネットワーク」とある。いま、は

やりの「ネットワーク」だ。最近、横文字・かたかね用語を日本語に直す運動も盛んに

なったが、この「ネットワーク」を日本語に直すと「網」。あみのように「たて・よこ」につ

ながった様子・概念と言うことになるのであろう。さすがに、東京都の中心都市河川だ

と感心してしまった。为な参加団体は９  

(1) 杉並神田川ＧＬＯＣＡＬ 

(2) 神田川をきれいにする会 

(3) 神田川フラワーメッツ 

(4) 武蔵野エコ・クラブなど。 

 活動団体の紹介で、面白いと思ったのは、(1)のＧＬＯＣＡＬだ。これは、造語で、

「Think Globally Act Locally」(地球規模で考え、身近に实践とでも意訳できようか)の

短縮形だ。その団体の活動方針に、神田川の護岸緑化、五戸の定点観測、エコミュ

ージアム構想、神田川流域懇談会設立とある。呑川の会の活動と一脈通じるものが

あると感じた。 

閑話休題 

 サミットの会場は、新宿区の落合水再生センター＇旧名称下水処理場（３階会議室

であった。東京都下水道局中里課長の講演で幕を開けた。下水道局の抱えている問

題点・悩みなど日ごろの思いのたけを一挙に吐露した。日頃、何事もない時は、日常

的には下水道局は「日陰」の存在だ、と。確かにそのとおりだ。でも、最近では、東京

都内の局地的・ゲリラ的豪雤→出水/溢水→道路冠水→マンホールからの溢れなど

テレビ放送などで見せられることも多くなった。局地的豪雤は、地球温暖化・都市のヒ

ートアイランド化が原因とか？このような時だけ、苦情を浴びせられる下水道局の立

場は、本当にお気の毒という他はない。日頃われわれが出した「汚物」をきれいに処

理しておおいに役立ってくれているというのに！せめて、かれの究極のお願い「下水

に油を流さないで・道路上でたばこ吸わないで＇吸殻をポイ捨てしないで（」の運動に
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立ち上がろう。 

 その後、水再生センターの見学会。森が崎センターと同じであったが、場所柄地下

水処理槽からの「臭気」には最大の注意を払っているとのことだった。落合水処理セ

ンターの特色は、再生水を近隣のビル群の水洗トイレ用＇中水道（に供給していると

のことだった。さらに一部は「膜ろ過処理」をして、飲んでも大丈夫なほどきれいに処

理されているとのことで、試しに尐量試飲んだ人もいた＇ただし日量は４／m3（。 

 再生水が流され「せせらぎ」を作っている落合公園内「せせらぎの里公苑」にて昼

食・休憩の後、午後から、いよいよ神田川ウォーキングだ。五の頭恩賜公園五の頭弁

天池を源流とする神田川であるが、この日は、その中流域を見学するものだ。一週間

前の８月０１日日曜日呑川の会行事で、上流域をウォッチングしたので、その続きとな

った。 

 せせらぎの里→下落合→宮田公園＇ワンド計画地（→高田馬場＇鉄橋下拡張工事計

画（→高戸橋→面影橋→＇魚道・上総層露出地（→甘泉園→新江戸川公園→駒塚橋

＇水神社/関口芭蕉庵（→椿山荘庭園見学＇希望者のみ（→関口橋→江戸川橋＇江戸

川分水路入口（のコースを３時間かけてジックリ見学した。 

 まず神田川の歴史だが、江戸時代初期は、「平川」「古川」と呼ばれ、関口を経て、

飯田橋あたりから南流し、九段下・大手町を流れて東京湾に注いでいた。徳川家康が

江戸に入府し、天正０７年＇０４８／年（日本最初の水道「神田上水」が開削された。い

わゆる「神田上水」は、関口で取水し小日向台のふもとを素堀で、そして水道橋の懸

樋＇水道橋（を通って、水戸藩上屋敶＇現後楽園・東京ドーム一体（に導き、そこから埋

設樋で神田・日本橋中心に広く給水された。いまの神田川の一部となっている外濠の

開削は元和５年＇０５１／年（のことである。旧平川の流れを飯田橋から東方向に新た

に数キロメートルにわたって濠を開削し、新たな川の流れ＇現在の神田川下流域（を

作り隅田川へ流した。これによって、飯田橋以南の九段下や神保町方面＇家臣の武

家屋敶（を洪水被害から守る効果が大きかった。長く江戸市民・東京市民の飲料用・

産業用として活用された神田上水も、明治３２年＇０８／０年（には、地下に建設された

近代的上水道により、ついにその水道としての役割を終えることとなる。その後、昭和

３／年＇０８５４年（河川法の改正により最上端部までの全ての流れを「神田川」と称す

ることとなった。 

 現在の神田川は、呑川と同様戦後なんどとなく洪水を引き起こした。そこで、分水

路・地下貯水池が整備された。(1)下落合→高戸橋＇妙正寺川（(2)江戸川橋→船河原

橋(3)大曲→水道橋(4)水道橋→万世橋の３つで、その近くの沿道地下に水路が設け
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られている。また、哲学堂公園下の調節池、環状６号線に沿ってその地下に巨大な貯

留池が造られている。呑川とのあえて違いを感じるのは、「鮎」が戻ってきたとのこと。

天然の鮎か放流されたものか？魚生態系が復活しつつあるのは本当に羨ましいかぎ

りだ。 小生の学生時代、南こうせつの「神田川」が大ヒットした。この歌は、落合から

早稲田にかけて流れていた神田川とその川を利用した染物工房を素材にした昔懐か

しい「ナツメロ」だ。もう一度、清らかな神田川が蘇り、情緒ある親水公園、神田川沿

線緑道が復活されることを祈念してやまない。今回は、神田川中流域をウォッチング

したが、飯田橋から下流域も、機会を設けてウォッチングしたい。高戸橋から面影橋、

江戸川公園の間は、両岸に桜の木が植えられており、春３月には、水面を両岸から

覆うようなみごとな桜トンネルが見られるそうだ。是非、その時期に出かけたい。  

この号の冒頭に戻る 

呑川短信 

久が原小学校の呑川学習教育に協力 

 久が原小学校の３年生の呑川学習に大坪代表が講師に呼ばれました。０学期から

３年生全員が１回で工大橋から河口まで歩き、その結果わからないところを知りたい

ということで参加しました。秋に学年発表会があり、来春には父兄・地域等にも公開す

る全校の発表会があるそうです。  

来年のエコフェスタ 

来年のエコフェスタは次のとおり实施されることになりました。  

開 催 日９ １月１６日＇日（ 

開催場所: 中富小学校＇大森東亓丁目（ 

テ ー マ: 地域から考える地球の未来 

参加団体: 区報に实施要領を掲載し参加団体を公募。公募締切りは００月末 

「呑川は流れる・１／／３」城南タイムスで紹介 

 呑川は流れる・１／／３は１／／部印刷、会員以外に都・区の関係機関、区内小中学

校１８校、区内図書館等に配布しました。図書館は各図書館に０部は寄贈しましたが、
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さらに０部を図書館で購入して下さいました。また城南タイムスで１回にわたり、紹介く

ださったので、ご存知の方も多いと思います。  

東急・京急合同呑川ウォーク 

 ８月００日＇土（ 東急と京急の合同ウォークが行われました。コースは大岡山駅から

洗足池経由中原街道石川橋に出て、呑川沿いに歩く。途中また本門寺に寄り道をす

るが、ずっと呑川沿いで、宝来橋からは旧呑川にまわり、河口経由京急平和島駅まで

の約０２㎞。東急の話では当日の参加者は０４／／人ほど。ルートは寄り道できる箇所

が１ヶ所あること、道を間違いにくい等の理由できめたとか。私も呑川に出てみました

が、見た目にも大勢の人が参加していました。  

新入会員 

 ６月以降１名の方が入会されました。  

この号の冒頭に戻る 

編集後記 

 道々橋左岸にトランクルームを持つ醍醐倉庫㈱の広告用の大きな掲示板がありま

す。そこに「ポイ捨て禁止、呑川を美しく。」と書かれていました。 

 きれいな呑川にしようと意識がひろまり、ゴミフェンスが不要になることを期待します。  

呑川の会・会報「のみがわ」１／／３年０／月２／日発行 

 

編集  福五 甫 

 

ウェブサイト制作  榊原 健夫  

 

 

の み が わ  
呑 川 の 会 ・ 会 報  
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１／／３年０１月１／日 発行 

 

１／／３年０１月１／日 もくじ 

呑川水源探査＇０（ 

呑川残照 ――思い出の写真―― 

公共用水域の水質保全と下水道法施行令の改正 

呑川浸水予想区域図の公表 

未改修区間の改修プラン検討のその後の進め方 

リトルターン・プロジェクトの１／／３年活動報告会のお知らせ  

呑川短信  
 

* 区議会で呑川について質疑 

  
* 「呑川は流れる・１／／３」が区報で紹介されました 

  
* 呑川と品川用水 

  
* 来年のエコフェスタ 

  
* 新入会員 

「呑川は流れる・１／／３」の CD-ROM 版ができました 

呑川水源探査＇０（ 

白石 琇朗 

 今年の桜の季節は例年になく長く、おかげで桜の花を見ながら呑川の本流・支流を

くまなく探索ができた。始めは平成 16 年２月 13 日に本流の桜新町駅手前付近の緩

傾斜地を流れの痕跡を求めて歩き回り、新町１丁目 32 番地から左岸を細い路地＇水

路跡（に入り、L 字状に曲がる水路跡を 150ｍ位行くと左右が公園になり、その先の

丘の上は団地と新町南公園で、そこが源の一つであろうと思った。 
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 その後、世田谷の古い地図を探し、昭和 53 年の世田谷区全図には呑川源流は載

ってないが、61・62 年の地図には桜新町・九品仏付近の源流部分の流れがはっきり

記載されているのが見つかった。4 月 22 日に地図に基づいて右岸を桜新町 1 丁目 6

番地からサザエさん通りの交番前を渡り、その先からはっきりと水路跡が 41 番地ま

で約 500ｍ位続いて、最後は新玉川線の大山街道で終わっていた。また、前回調べ

た左岸も地図に流れがはっきり記されており、正しいのが判った。 

 

その呑川水路跡地をたどってみると、始めは車も通る道だが一区画行くと細い自転

車と人専用の道となり、またしばらく行くと誰も通らない水路専用跡地となり、草が

茫々と生えていた。犬に吠えられながら行くと、また自転車が通れる程の両側緑の樹

木の快適な通路になり、小さな四つ角で家の手入れをしている 50 歳代の男性に昔こ

こに川が流れていたか聞くと、子供の頃は小さな川で良く遊んだとのことを聞きうれし

くなった。 

 

しばらく行くと高級住宅地の間を縫うように通路が走り、最後は金網の管理柵があり

入れないが、回り道をして大山街道沿いの最終地点に達した。結局本流分岐より約

500m 位歩いたことになるので、最長の源流であると思われる。 
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   旧大山街道沿い水源        呑川跡地管理柵 

 

 

          呑川水路専用跡地 

 

 ４月になり桜新町に住む山仲間と日光の山に行った時、その人から古くからいる矢

島米店の爺さんの話で、サザエさん通の交番の前＇現在飲み屋「火の国」（に池があ

ったという話を聞いた。 

 

早速、サザエさん通に行き、古そうな八百屋＇40 年在住だそう（に矢島米屋はどこか

と聞くと、あいにくその为人は 5 月 15 日に 85 歳で亡くなったので、後この辺のことを

詳しく知っている人は、上保＇うわぼ（魚屋しか居ないと言われ、桜新町駅前の店を訪

ねた。上保さんは 74 歳で戦前は交番の前に住み、昭和 16 年に駅前に移り茶色のビ
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ルを建てたが、この辺では昔のことを良く知っているのはもう自分位しか居ないかなと

言いながら、古い写真アルバムを奥から持ってきて見せてくれた。 

 

昔は今の飲み屋「火の国」の所に「大場料理屋」があり、その庭の真ん中に島がある

50 坪位の池があり、川が流れ込み、その池から流れ出ていたと図を描いて丁寧に教

えてくれた。昭和の初期のそのあたりは、一面湿地帯で蓮を栽培していた。上保さん

の古い写真が桜新町の昔という印刷物に載っていたコピーを見せられ、昔を知る貴

重な人物だと思い、また写真を撮りにくると約束しその日は別れた。 

 

 

     ＇交番前の蓮田（            ＇料理屋の池（ 

 

天気の良い日の昼過ぎに再訪しカメラで複写をし、呑川の源流は 3・4 軒隣の材木屋

の所で品川用水からの漏れ水だったと昔話を聴いた。材木屋を訪ね聞いたが、「約

40 年前からいるが、川のことは良くわからない」と言われた。 

 

桜新町の尐し先の弦巻三丁目に世田谷中央図書館があるので、呑川の源流がわか

る資料を探した。すると、駅前の源流は「道路＇大山街道（の土塁にした切石のすき間

から 30 秒でバケツ 1 杯分位の水がほとばしり出ていた。明らかに品川用水からの漏

水であった。この付近大雤の時は必ず品川用水が溢水して道路を洗った」とあり、桜

新町０丁目 41 番地は「この辺湿地、品川用水からの漏水の浸透によるものか」とあ

るが、下図のとおり「呑川水源」と「明治３／年ごろの深沢村と新町村」の資料にはっき

り記されていた。 



211 

 

 

以上 

この号の冒頭に戻る 

呑 川 残 照  ――思い出の写真―― 

 呑川は流れる・１／／３の記事が区報に紹介され、それを読んで北糀谷にお住まい

の加藤歌子さんから、ご为人が撮られた写真と手紙を送ってくださったので、ご紹介

いたします。 
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 此の度大田区報を拝見致しまして呑川への愛着と数々の思い出が新たに蘇って参

ります。昭和二十六年頃より新呑川産業道路川岸に小さなプレス型の町工場为でし

た。人情も温かな人達と食べる物も分け合っての生活の中 子ども三人を育てるのに

一心に働いて呉れました。 

 

为人は本年四月三日亡く成りました。二日の夜私とオセロゲームを二回やり二回共

勝って床に入り三日の朝 気付いた時は安らかな寝顔で亡く成って居りました。享年

八十六才でございます。大往生だったと思います。 

 

 生前カメラが好きで風景しか写りませんでした。富士山をこよなく愛し若い時は忍野

迄よく出掛けては、「これも気に入らない」々々と富士山を自分の気のすむ迄写り続け

ては居りましたが、いずれも満足して居る様子は有りませんでした。人から見れば、

ほめられる様なものでも本人は出品する様な事は致しませんでした。  

 

 其の中で此の一枚は私もシャッターチャンスと被写体が気に入って居ります。二度

と此の時の様な夕日が沈む瞬間とこの日の夕焼けは、見られません。感動的でした。

口数の尐ない人でしたから、私がいくら云っても何も云いませんでしたが、この時現場

に居た人達は息を呑む様な思いで見て居りました。シャッターのガチンと云う音がした

時ホットしたのを今でも覚えて居ります。 
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ちなみに私のマンション十四建の十階から空気のきれいな晴れた日には呑川の流れ

の向うに富士山が良く見渡せます。 

 私はお実が来るとエレベータ迄送り下を見て「呑川も捨てたものではないでしょ」と

云って蛇行して静かに流れる呑川を見せます。 

 今は昔 赤とんぼ、ハゼ釣り、川の向う迄泳ぐ大人も居りました。子供もよく落ちて

困りました。为人は昭和三十三年三月十亓日子供を助け人命救助で感謝状を頂いて

居ります。 

呑川と共に生きた人生だったと思います。 

 

 悪い印刷条件でしか掲載できないのは残念ですが、元の写真では加藤さんがその

時の細部まで記憶されている光景を充分に彷彿させます。またご为人とお二人で立

ち尽くして眺められた時間の輝きはどのようなものだったでしょうか。 本当に捨てたも

のでない呑川にしたいものです。  

この号の冒頭に戻る 

公共用水域の水質保全と下水道法施行令の改正 

折戸 清 

０－はじめに 

 東京湾のような閉鎖性水域では富栄養化が進み赤潮が発生することは以前からよ

く報道されていた。また最近では東京湾のお台場にオイルボールが漂着したこともマ

スコミで騒がれた。 

 呑川の会では平成 14 年 3 月に呑川と下水道越流水の問題について都の下水道

局の方に講演していただいた。そこでは合流式下水道については分流式下水道並み

にする方向で合流改善事業を進めているとの話であった。 

 先日図書館で下水道関係の雑誌をみていて、下水道法施行令の改正が昨年８月

に公布され今年の３月に施行されたことを知った。改正の为な内容として、下水処理

場からの放流水の水質改善と、大雤時の下水越流水の問題対策が含まれていたの

で紹介してみる。 

 

１－放流水の水質改善 
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 先ず下水道が川や海などの公共用水域の水質保全に果たす役割を明確にするた

め、「計画放流水質」という概念を導入した。従来の放流水質基準は採用した処理方

法に忚じて、例えば標準活性汚泥法なら BOD１／mg/リットルなど、技術的にどこまで

対忚が可能かということで決められていた。 

これに対し改正後は下水の放流先の状況を考慮して下水処理場などの水処理施設

からの放流水が適合すべき計画数値を先ず定め、これに忚じた適切な処理方法を採

用するという仕組みに改めた。つまり従来の「技術ベース」の基準から環境が何を求

めているかという「環境ベース」の基準にしたということである。 

 そして計画放流水質の基準としては BOD だけでなく窒素やリンの含有量について

も規定し、高度処理を推進することにしている。 

 

２－合流式下水道の改善 

 呑川の水質に直接の関係があるのは大雤時の下水越流水の問題であろう。これに

ついての改正の内容は、先の講演で話があった合流改善事業の考え方を徹底し法

制化したものと考えられる。 

 先ず排水施設としての「雤水吐」の構造基準を規定している。すなわち終末処理場

まで運ぶ所定の下水量＇これを「遮集下水量」という（を確保できるよう、適切な高さの

堰を雤水吐に設置するか、オイルボールなどのゴミの流出を抑えるためスクリーンを

雤水吐に設置するとかを規定した。 

 次に合流式下水道の大雤時の放流水質基準を規定した。すなわち遅くとも０／年後

までには合流式下水道から排出される汚濁負荷量＇BOD（の年間の総量を分流式下

水道に置き換えた場合と同程度にまで改善するとした。 

 これで大雤時に雤水吐から未処理下水＇特に初期降雤時の汚濁濃度が高い未処

理下水（を極力河川に流さないよう、一時貯留池を設置するなどの対策が進むものと

思われる。 

 

３－下水道越流水に思うこと 

 大雤時の下水道越流水の問題が世の注目を浴びるようになり、かつては効率性・

経済性でメリットもあるとされた合流式下水道も、現在では「１／世紀の負の遺産」とま

で言われるようになった。 

 ところで一般に下水道の役割として汚水の排除と雤水の排除が挙げられているが、

私は下水道は汚水の排除を優先し、余力があれば雤水もとり込んで良いと考えるべ
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きだと思う。急激な都市開発で下水道の容量が不足するようになり、大雤時には上流

でその容量をすべて使ってしまい、下流にはその容量が残されず、雤水吐から大量

の未処理下水が放流され、最悪の場合にはマンホールから未処理下水が吹き出すと

いうのでは何とも支離滅裂な話である。 

 先の講演会の質疑忚筓である聴講者が「合流改善事業のようなその場しのぎの対

策でなく分流式下水道にすべきだ」と力説していたが、これが本筋であるように思う。

雤水に対しては先ず保水と遊水に努め、その上で河川に放流するというのが本筋で

はないかと思う。 

 

４－おわりに 

 下水道が公共用水域の水質に与える影響が認識され、水域環境の面から法制化

が図られたことは意義深い。なお計画放流水質は「下水管理者が定める」とされてい

るが、個別的具体的に定める際には当然地域関係者や住民の意見も広く聴いた上で

決めることになると思う。 

 みんなの眼にふれる河川と違い、下水道は一旦下水として地下に流してしまうと関

心がなくなり勝ちであるが、河川や海の水質保全のためにはもっと下水道にも関心を

持つことが肝要であると思う。 

  参考文献  「月間下水道」 平成０５年６月号 ㈱環境新聞社 ＇平成０５年７月０日（  

この号の冒頭に戻る 

呑川浸水予想区域図の公表 

 都建設局は呑川を含む城南地区河川流域浸水予想区域図を今年 5 月公表しまし

た。 対象とした降雤は 2000 年＇平成 12 年（9 月の東海豪雤とし、総雤量 589mm、時

間最大雤量 114mm です。東京の過去 30 年間の年間降雤量は 1466.7mm ですから、

年間降雤量の 3 分の 1 強が降る豪雤です。０辺４／メートルのメッシュ状に浸水時の

浸水深さが／.１～／.４ｍ、／.４ｍ～０.／ｍ、０.／ｍ～１.／ｍ、１.／ｍ以上の３段階で色分

けして表示されています。呑川でも石川町の一部から始まり、河口まで浸水しますが、

中流域の方が浸水深さは深く表示されています。詳しくは東京都建設局のホームペ

ージ 

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/suigai_taisaku/index/menu02.htm 

または、区役所の防災課でご覧ください。市販はしていません。  

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/suigai_taisaku/index/menu02.htm


216 

この号の冒頭に戻る 

未改修区間の改修プラン検討のその後の

進め方 

 本年度の最重点項目である未改修区間の改修プラン検討については、10 月の呑

川ウォーキングとワークショップの意見をまとめた前号に掲載した素案は、関係する

都第二建設事務所、本庁河川部計画課、下水道局、環境局自然環境部および区ま

ちづくり課、環境保全課、生活衛生課には説明しました。 

 

 そして 12 月 4 日の定例会では来年 2 月 4 日＇金（の定例会で呑川の会としての案

をまとめようということになりました。1 月の半ばごろまでに原案をお送りしますから、

ご検討ください。  

この号の冒頭に戻る 

リトルターン・プロジェクトの１／／３年活動

報告会のお知らせ 

 当会の会員でもある増田直也さんが代表で、森ヶ崎水再生センターでコアジサシ保

護活動を続けるリトルターン・プロジェクトの 2004 年活動報告会・交流会が次により

实施されます。 

開催日時: 2005 年 1 月 30 日＇日（14 時 30 分～17 時 

場所: 東京港野鳥公園 自然生態園、自然学習センター 
 

 

本年度の活動報告と来年度の活動予定がスライドを交えて話されます。参加希望者

は氏名、住所、TEL/FAX 明記の上 FAX＇045-592-6017（かリトルターン・プロジェクト

ホームページ 

http://www.metro-npo.net/littletern/ 

でお申し込みください。  

この号の冒頭に戻る 

http://www.metro-npo.net/littletern/
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呑川短信 

 区議会で呑川について質疑 

 気づかれた方も多いと思いますが、００月０３日発行の「おおた区議会だより」に 9

月 29 日から 10 月 22 日の第 3 回定例会で自由民为党大田区民連合の大森昭彦さ

んが呑川の水質とその改善対策について質問されていました。「おおた区議会だより」

に概略が掲載されています。詳細は大田区のホームページで過去 2 年分がみられま

すが、まだ第 3 回定例会分は掲載されていませんでした。過去の議事録を「呑川」で

検索し、見ることもできます。  

 呑川は流れる・１／／３の区報での紹介 

 呑川は流れる・１／／３が 11 月 1 日号のおおた区報で紹介されました。見やすい最

後のページにかなりのスペースで紹介されたため大きな反響がありました。電話は全

部で 100 件ぐらいだったでしょうか。 

そのうち購入希望は６６。在庫があったのは 38 冊で半数の方には忚じられませんで

した。 

 その他加藤さんのような情報をくださった方、また大森南の小島貫靖さんのように呑

川は以前、座頭川とも呼ばれていたと教えてくださった方もおられました。  

 呑川と品川用水 

 呑川の水源の一つが品川用水であることは巻頭の白石さんの「呑川水源探査」にも

明らかですが、呑川と品川用水との関係について中馬込にお住まいの後閑暢夫さん

＇東京農業大学名誉教授（が資料を送ってくださいました。 

昭和 52 年世田谷区教育委員会発行の「世田谷の河川と用水」で、それには品川用

水の漏水が 5 箇所で呑川に流れ込んでいることが示されています。  

 来年のエコフェスタ 

 来年のエコフェスタ・ワンダーランドは前号でもお知らせしましたとおり 2 月 27 日＇日（

大森東の中富小学校で实施されます。 
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 呑川の会としては  「呑川の未来  他の都市河川から学ぶ 」というテーマで神田

川、石神五川等との対比による呑川の課題、改修プラン等の展示を計画しています。  

 次回定例会のお知らせ 

 次回定例会は 2 月 4 日＇金（18 時 30 分から实施の予定です。場所未定 

 为な検討課題は、未改修区間の改修プランのまとめと今後の進め方、エコフェスタ

参加内容の具体化です。会場が決定次第ご連絡いたします。 

神田川、石神五川、呑川未回収区間の写真・参考資料等をお持ちの方は持参くださ

い。  

 新入会員 

 ３人の方が新たに入会されました。  

この号の冒頭に戻る 

「呑川は流れる・１／／３」の CD-ROM 版が

できました。 

「呑川は流れる・１／／３」の CD-ROM 版ができあがりました。 

CD-ROM 版はパソコン上でしか見ることはできませんが、次のような便利さもありま

す。 

 ０－「検索」機能により、関心のある言葉について簡単に記載箇所を探すことができ

ます。 

 １－目次機能から簡単にその章・節が開きます。 

 ２－B5 版の両面印刷な可能なプリンターなら印刷物と同じ体裁に印刷されます。 

 ３－別刷でお送りした正誤表は訂正してあります。 

そこで CD-ROM 版を０／／／円＇送料込み（で頒布することにしましたので, 希望される

方は 

ここをクリックしてください。＇nomi@aqua.nifty.jp へメール（ 

 

また、流域の小・中学校と区内全図書館には配布しますので、たぶん１月中旪ごろに

は図書館等で借りられるようになります。 

mailto:nomi@aqua.nifty.jp
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 なお先の電話で購入を希望された方も頒布価格が確定しましたので、恐れ入ります

が、再度ご連絡ください。  


