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●川越五河岸の繁栄　斉藤貞夫

●流域人インタビュー　東松友一

●流域の街道を行く　廣野　淳

●他流域活動紹介一全国水環境交流会

●河川法の改正について

●水辺の楽校プロジェクトについて

●「東京都水環境保全計画を

　策定しました

●流域情報

●流域の生き物たち
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|川越五河岸の繁栄

　旭欄を背にして西へ約１００メ　トル

はど戻り、斎藤米倣店の17板をぷ折する

と、格子造りの９々とした店構えを残す

斎自家がＨに入る。河岸開設の江戸初期

から寓業していた新河岸のかっての船問

　　亀llｔ●Ｍ「伊勢安」である。

　HJ'.'.問Ｍの面彫を今に伝えるのは、こ

の伊勢安－軒で、同家に残る占文書は11j

指定文化財となっている。現存する建物

は明治３年(18 7 0)にｌ!築されたも

下新河岸 斎藤貞人1

ので、帳場などもそのまま保存されてい

る。中庭には元一年閥に雌てられた「そ

う山蔵」や文政期の「米麟」力（詮のまま

の形で残っている。庭の一角、松の根元

に芭蕉の句が剣まれた丸みのある句碑が

あり、IH家の趣をそえている。

　「このあたりllに見ゆる4､の

　　　　みな涼し　　　はせを」

　　「伊勢安」には、舟運華やかな頃の面

彫を求めてJ11運の研究家やカメフマンな

ど、訪れる人が絶えない。小屋には、舟

で使った１０メートル以11の帆柱や｜ろ」

　「かい１が残っている。また「そうめん

蔵」には、明治・人iE頃［伊勢安ｊで扱

った肥科の冊板が無造作にａて掛けてあ

る。また下新河岸の「縮河１は、家も人

も変-､てしまったが、野川市郷ll館に所

蔵されている天保１１年(18-12)の

　「関東醤油番付」にぱ川越　綿　綿Ｍ

３

Ｃ
Ｉ
Ｕ

ａ兵南’とあり、前頭にランクされてい

る程醸造が盛んであ･jた。また1’綿価」
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は綸賦礒兵衛を名乗り、いまは後継者は

転居しでしまぅた。「綿価」は川越いも

をだいぶ扱っていたようだ。秦ｒも少な

い時なので、独特の英味しさから、江戸

い十‾ﾐ111半」と川鏑１での●離を詠み込

んだ名宣伝も手・、て111越いも’の名　．゜

は、たちまち全国に知れわた･、ていぅた．

なお川越博物館では、.1こ下新一l;!、牛Ｔ

巾中に多くの焼芋Ｍが現れた。お江戸Ｕ　河岸の復元模型や運貫表などを展示して

本橋から川越まで、1･三里(rj5 2キロ）いる。

あるので「九!経（栗）より（凹11!）うま

會會會會

　　　‾　　　‾‾‾‾　　　　　　　●

流域の機丿違を行（

新河岸川の歴史と文化

　流域ａ古社寺靉（１）北野天神社

　　　　　　　　　　　廣野　淳

　本河川の支繊のひとつである東川

は、所沢市域の痢郎を西から束に向

sJて所沢・rl絢街道に沿りて、やや

ｰ･一線に流れる。そＬて市街地の中

心部より上流へ約４キロメートルは

ど行･１だ小１指字北野の森の奥探く

に脇座するのが』ﾋ野天神社（11物部

神祉・一朗地蔵神社）である。

　その祭神は、申すまでもなく甲安

時代の事件で藤原呻平の計略に遭･っ

て京の盾から九州太宰府に左遍され

死した菅原選良公である。

　その後、京都では醍醐大９が病死、

大納ｊ･●μ哨興が落雷による感電死、

そＬて京都北野岫方に･再三の落貨で

人火とな、たことから、選践公の怨

霊の仕－であるとして、これを蝕め

るために北野の地に小●iを鯉て、怨

鳶色雷神をilりたのが天神社（天満

宮）のはじまりである。

　峰貪時代に鍋かれたr北野天神甘

起絵を」は国宝に鋤定され、Ｑti!や

国氏の多くに頷しまれている。

　ところで本励の所沢北野大神社が

勧続されたのは、lt伝によると一条

天空の長徳元(995)年で、武蔵bl･A

菅原億成が父祖を祀、たことによる

としている。それ以前は古墳が周辺

に配する吻地にして、その中心に繭

　　　　　llｒjalｙＵ●4S●あこt行j¶0年に櫛.E鮪itim (物部氏の

祖神）と八Ｔ矛神の２神を物郎氏・

族が119たのが物部神社であったと

する。これに.t地神であるＮ・岫籤

神社を介蘆1し、さらに明曲期に近郷

の小ltを合祀して曳在sこ至る。また

境内には室町時代に再llLた当時の

祉か保存されていたのか注目をひく。

I BASH lEIS　Vol.J

鳶．ｌ:msMtm丿恥ｇ　　　　　去る７月５日、東京有明のビツクサイトで全国の市民や行
　　　　　　　　　　　　　政関係者ら500名が参加した川の日ワークシ・ップを　催

　　　　　　全国水環境交流会

【11　要】

　　r水環境に関わる「産・学・官・野」の幅広い人たちか

交流し、ノウハウや情報の交換を行うことを通して、水環

境の保全と創造に資する事を日的」として、1993年にスタ

ートした任意団体です。また、地域の現状にあわせた地域

単位での「水Ｓ境ネット」を構成します。そして、これら

の地域活動を原点にした全国的なコミュニケーシ。ンの場

MiiJ9111:VO;ttｔp:／/wｗｗ.

全国水環境交漉会IN北海透

水環境ネット東北

水環境ネットワーク九州

である「全岡水環堵交流会」を構成しています。「全国水取境交流会」と「水環墳ネット」

はぞれぞれの立場で運営し、パートナーシップを組んで交流と連携を図ぅています。

【胆旅】

＜交流会組織の性格＞
　社会的な諸活動を「私的なもの」、「公的なもの」
および「中間的なもの」に大別した場合、中間的な活
動は公共的（コミュニティ）活動といえます。また、
人々の立場も「公的」か「私的」かに分かれます。価
値観等が多様化する現在、「中間的立場」での物事へ

⊇･

合

公式的症場

国の入

it≪ai*≫カÅ

彙爾の入

個人的電場

HKftK・学・
巾民的立場の

　　　　公人

対応する姿勢が
重要になってき
ています。交流
会は従来のしが
らみを越えてコ
ミａニケーショ
ンの場をつくろ
うとするもので
す。

＜活動内容＞

○交流悄報交換会の開催

○各地の取組みなどに関する情報

　瞎の発行

〇水環境改善に向けての提案活動

○水を軸とした地城環境づくりの
　研究

○地域ネットワークづくりの推進

〇その他

　〔事嘉局〕

〒105東京都港区西新橋2 11 5

ＧＯピル3F地域交流センター内

n03-3581-2700 PAX03-3593-1374

【ﾎﾟｲﾝﾄ】

　○人と情報のネットワーク

　　　水環境についての広い分野のテーマを総合的にとらえ、よりよい水環境づくりのために

　　　情報と人とのネットワークを形成します。

　○合意の形成に向けて

　　　地域には地域固有の問題と課題があり、人々の価値観も異なります。賛成、反対といっ

　　　た事象も生じますが、重要なのことは共通の目標にμ】けての合意の形成です。

　〇コミュニケーシ・ンの場づくり

　　　そこで、水間－に関わっている様々な分野の人たちのコミュニケーシ。ンの場をつくり、

　　　人の交流を促進することを通して、水環境の保全および創造に役立てたい。

　○水環塊をとりまく多様なテーマ
　　　水環境のテーマ分野としては、川、ダム、湖沼、海、雨水、飲み水、地下水、用排水、

　　　森林などの水環境テーマ、生物、植物、都市づくりのテーマ等、広範囲にとらえます。

　○産・学・官・野の複合的交漉

　　　住民（野）、企業（産）、行政（官）、大学・研究者（学）等の複合的交流をめざす。

　○破み上げ型のしくみづくり

　　　地域活動を重視して、地域からの積みｈげ!11!のしくみづくりに十分な配慮を。

３

|芯｀よぶITk、続けられる農業を

　一三富を搬るようになったのは

　最初は平林寺だったんです。以前はど

こからでも人れましたね。そのうち周り

に楯ができてしまった。

　郡会に住んでいると、ｔのところが懐

かしいというか、とても蜻しくて、この

あたりの農家の林に四不を通じて通って

いるんです。ドングリの芽っていうのは、

１年おきに川るんですよ。

　いいなあと111ったところには何回でも

行くんです。

　甘通、武蔵野というと多摩の方をさす

人が多いんですが、あ、ちはli陵で甲地

じゃあないので、あまり好きではないん

です。

　深大寺なんかは、人に見せるような略

じで、自分たちの暮らしとは緑がないと

いうか。三富は、秋から木の鳶が落ちた

１１月頃が一番いいですね。

　こんなになだらかで見通しがよくて、

林があって、ていうのは、今ではこの辺

ぐらいじゃないですか。

　一は、バスの便が１時間に１本ぐらい

でしたね。

ることがあるし、

　1寓を偏り続りる
　ｎｌ一

｜

嶺ろうとして嶺れるも

のではないですね。光の感じなど、偶然

が大きく作用しますから。

　－什と今とで写真を搬る上での違いは

　ありますか。

　雑木林の跡に倉庫ができたりして、写

貞を撮りにくくな、たのは確かですね。

良家の人もそれぞれ生活があるから、仕

方ないとは以いますが。

　林がなくなるのは、相続税を払わなけ

ればならないからで、個人ではどうにも

ならないことですからね。観制をなんと

かしないと。雑木林を良岫として認める

とか。

　残すといｰ、ても金をかけて残すのでは

なく、下草を刈るぐらいでいいんです。

　剛和３０年代に「１ ００円ハイキング１そこの人たちは生活をしてるんだから。

という本があぅて、その頃は渋谷一池袋　　行政の中に、人れ込む人がいないと鴛

が１０円でしたから、都内からこの辺ま　しいかもしれませんね。

で本肖に１００円で往復できたんです。

　駅の貸し白ｌ申屋で１日貸しというの

がありましたね。今でも断所沢の駅前に

は貸し自転車屋がありますから、それを

使って祠ります。

　　　　　　　　--

　　　　　゛’ｆ｀゛　’⌒
　　　　　　　　　　や　ヽ

　　　　　　　　　　　　へ　ｔ　　　　　　ｌ

　　　　　　　　　　　　　ｊ･ヽ、
　　　　　　　　　　　　　●ｉ　へ

　　　　　　　　　　　　　　　ー

　ー写良がメインのお仕事なんですか。

　写真だけでは食べていけませんよ。観

光地ではないですから。

　写真というのは、たまたま行りて撮れ

　古い民家でもおなじです。

　農家など、「ちょっと扱らせてドさい」

りて声をかけます。中には「ダメ」りて

いう家もありますが、他人にのぞかれる

気がするんでしょうから仕方ないですね。

何度も足を運んで’ＯＫ°というところ

もあります。

　占い家など地元の人は見價れているか

ら人切と思わないようなところがあｰ。て、

外から米た人とのギャップもあるんです。

　それと、残してほしいけれど、残すと

いうｊ葉はちょぅとひぅかかります。残

　　　　　　　ｐａご１すというのは価人事で、続けるというの

は自分も参加できるっていうような、ね。

残すだけでなく続けてほしい、そのため

には続けていける辺境をっくらなければ

いけないんだと思います。
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の改正について

１、河川法はその時代にあった形で変わってきました。

　平成９年、「河川法」が新たに改正されました。これは近年、川に求められてき

たことが変わってきたために、それをふまえた形で自然にやさしい川づくりを進め

ることを目指しました。

　「河川法」は、明洽２９年に川による災害を防ぐことなどを目的として制定され

ました。

　しかし、その後の工業化などによる社会経済の変化により都市部などでの水の利

用が問一となってきました。そのため昭和３９年に「利水」を考慮した河川法改正

が行われました。

　そして、今回の改正により、多自然型川づくり、水質の浄化、魚道の設置など、

河川環境の整備や保全を目的として改定されました。そのため、阿川管理の原則と

なる河川法第一条に、新たに「河川環境の整備と保全」を目的として位5゛1づけがさ

れました。

[萌阿i芦司

２、河川法が改正された所は．｀･ヽ

　自然が豊かで美しい河川環境を目指して、環境について考慮しました

（「河川環境の整備と保全」の位ａづけ）

｜河川整備計画の中に地域の意見を反映するようにしました

(新たな河川整備計画制度の創設)

・・・・などがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以下次９)

建設省関東地方建設局　荒川下流工事事務所調査葬

水辺の楽校プロジェクトについて

7豆I SBIIGikS重1 II V01

１。水辺の　校プロジｚクトとは

　子どもたちの健やかな成長のためには、学校とともに家庭や地域社会において様々な体

験を重ねることが必要であると言われていますが、近年の地域社会を取り巻く都市化等の

環境の変化に伴い、自然体験や生活体験、遥びなどの機会が少なくなっている状況にあり

ます。

　一方、河川等の水辺の環境は、人々の感受性や情緒等を育む場であり、とくに子どもた

ちにとって、遊び、自然体験等を通して、人格のＭ礎を培う格好の場でもあります。

　水辺の楽校プロジェクトは、このような水辺のもつ機能を活かし、河川等を身近な遊び、

自然体験の場として整備し、その積極的な利用を推進していこうというものです。

２。水辺の楽校のめざすもの

　水辺の楽校の目指す方向には、３つの方向があります。一つ目は、水辺で何をするのか

などソフトが中心にあって、ハードはその結果であること。二つ目は、遥び、楽しみとい

う子どもの視点を中心にして進めること。三つ目は、地域が主役となって、子どもたちを

見守り、息ながく継続されることです。この３つの方向が、水辺の楽校のベースとなって

います。

３。プロジェクトの進め方

　水辺の楽校プロジェクトを進めるには、市区町村が取りまとめ役となり、協力いただけ

る地域の自治会、ＮＰＯ、教育関係者等の地域の方々と協力しながら、水辺が子ども逮の

身近な遊び、自然体験の場として利用・活用されるような仕組みを作ります。

　仕組みを考える上で、子ども運がいかに水辺で遊び、自然を体験する機会を増やしてい

くか、それを地域に定着させていくか、さらに、地域の自治会、ＮＰＯなどは楽校をどの

ように支援していくか、を考えることが必要です。また、水辺で子ども達が安全に活動で

きるように、安全教育、安全に関する広報のあり方、施設の維持点検についても考えるこ

とも必要です。

　その上で、水辺の自然の状態を極力保全、あるいは、瀬や淵、せせらぎ等の良好な生物

の生息・成育環境を創出するとともに、水辺へのアクセス改善のための緩傾斜河岸の整備

等を通じ、子ども達が自然と出会え安全な水辺をつくることになります。

４。おわりに
ｰ

　水辺の楽校プロジェクトは、子どもが川で様々な活動をできるようにするため、地域の

方々の理解と協力が必要となるプロジェクトです。このプロジェクトを通して、川と人と

の新たな関わりが生まれ、子どもたちを中心とした地域社会が形づくられることを期待し

ています。

建設省河川局河川河川計両課河川計画調整官　佐藤　直良
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　蓼゛印象の悪い?不老川

　　　８月２３日川越市の不老川で゜不老川で魚つり’という

　　イベントを行いました。瑞浹としてSよ今福堀との合流点で、

　　下見をした時には１０ａ程度の小魚をや、と発見した程度

　　で、とても魚が釣れる状況ではないとの認ａはしていまし

　　たが、そういうタイトルのイペントを公表する喩によって、

　　流域の人魂にどういう反応があるか、とにかくや、てみよ

　　うと実施した訳です。

　　狭山市の広報に掲載し、立派なチラシも作り、返くの小

　　学校にご協力をしていただいて1 S 00枚ほど全校生徒に

　　al付してもらいました。直接会員に問い合わせがあぅたり

　　して、反応はまあまあかと期待して当llを迎えました。

　　ところがｉ日の参加者は２０名と少なく、チラシを見て

　の小学校からの参加者は○という結湯になりました。

　　先日収省会を行いましたが、チラシで人集めは難しく、

　　やはり口コミが一昌とかいろいろな意見が出ましたが、結

　　μΓ供通の籾の感覚として、不老川は汚いし危険とのイメ

　　ージが強いからではないかという事になりました。恥ずか

　　しながら会としてこのイベントを行うにあたり、胸までの

　　長靴を川�したくらいでilから。

　　もっとも、汚いから綺麗にしようと活動している訳で、

　　自分達が汚いと思･,ている以1こはこんなイペントをやるべ

　　きではないと深く反省させられた次第です．

　　　　　　　　それ4こつけても、いつにな,｡たら不老川で

　　　　　　　　　　　子供達が魚釣りをする風景か見ら

　　　　　　　　　．　　　れるようになるのでしょうか。

　躾　

不老川扱域川づくり市民の会

　　　　　　　ES
z一　　　　相馬　和彦

　　　　「ちょっと‾言J」､･

　mm/mｶ'0mc/ t，

　日ｌヽゝ

%

　浄水橋下池域にかか-,てき

　ました。

　新斉梅ttriOに架かる浄水禍は既に完成しております。折

　泗に沿･5て流れてきた川の流れはこの橋から右にカープし、

　櫛営住宅萌を遍って現在完成している八坂神社前の新一に

　つながります。ここには図のような鵬水公園が出来る予定

　です。橋下は水衝郎になります。

　ここに乱杭か水制を投け、直線化した河辺に変化をつけ、

　魚の植める環堵を追って欲しいらのです。ここ以外にSまで

　夫する場所がありません。

　また、国追剥の三角地は管理用道路のためにわざわざ区

　切らずに公園と一体化させた方がよいと考えます。右岸の

　都営住宅側も道路郎分だけでも余分に提供して欲しいもの

　です。なぜなら、その分Sよ付加価値が付くことによ･､て繍

　われるからです。現在の桜並木は一時移植して工事の進捗

　に合わせて元に戻して欲Ｌいと思います．ぜひ多自然型川

　づくりを実現させましょう。

　　　　「空堀川に清流を取り戻す会」小林　寛治

m一回奏
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尚鷲≧　　楽しかった黒目JIIｳｵｰﾁﾝｸﾞ

'参り　黒目川流城川づくり懇談会1,は、９月２０

　１．　・　□、ウオッチング&ウオーキングを行いました。

久し振りの秋晴れのなか､朝霞水門から朝霞第三中学校付

近までを、ゴミを拾いながら歩きました｡川に流れ込む湧

き水を見たり、セりやクレソン､小魚の群れなどに喜んだ

りしたあと、見たり気

付いたりしたことを書　　ｔ

いてヽ地図に貼9てい　｀　　ｉ

きました　

吸

　　　　　　　　s?･　、　　
ご　mW 'i　　　　　　　　j建白

μ蜷一献Wμ

　9 ;j 2 6 n、狭山市の人問公民館で、第４回新河岸川流

域川づくり連絡会が開催されました。当11はあいにくの雨

空でしたが、東京都、埼玉県の河川担ｉ者からそれぞれの

川づくりについてお話が聞けるということで、いつもより

夕いＪり61ﾘ●a』

者があり、河川法

の改止によヽて今

後どう住民の腐見

を反映できるのか

など、活発な議論

が交わされました。

　情報をお寄せください！

　兄て、闘いで、歩いて感じたこ£や他

の人にも伝えたいこと、これからの予定

や参加者柘集のお知らせ、チラシなど

を･郵便まなはFAXでお送りください.

≪3S1朝霞市刺忠ｹ匠3-4-2-201

MHinmiiくＭＵ馨I享韻

TEL/FAX. OM-474-3504

一

　　　　　　　　　　　東京都水環境保全計画を策定しました

　この４月から、循環、共生、参加など新たな視点を加えた水環境に関する計画がスター

トしました。

　この東京都水環境保全計画では、水環境行政における都の施策展開の道筋を明らかにす

るとともに、都民、市民団体、事業者等の参加を得ながら、循環型社会の形成を目指し、

都市と自然とが調和した豊かな水環境をつくることとしています。

１　基本理念と目標

　　「かつての人と水環境とのかかわり方を再認識して、また新たな関係を改めてっくりだ

すことを目指す」という基本理念のむと、①水の流れを豊かにする、②水を清らかにす

る、③水辺の生きものと共にくらすという三つの目標を掲げています。

２　目標別計画

　目標を達成するため、特に積極的に取り組むべき重点施策として、「水の流れを豊かに

する」では、①雨水の地下浸透の促進、②緑地の保全など４項目、「水を清らかにする」

では、①高度処理の導入、②窒素・りんの上乗せ排水基準の設定など６項目、r水辺の生

きものと共にくらす」では、①移植・放流に対する配慮、②自然に配慮した水辺づくりな

ど４項目を示しています。

３　水域別計画

　東京の川や海を３２の水域にわけ、水域の特性を踏まえながら、それぞれの目標と施策

の方向を明らかにしています。

　新河岸川を例にすると、r流れには、マルタ、キンブナ、ギンブナ、ドジョウ等の魚類

が生息する。また、身近に親しめる水辺空間として、緑の中で水辺を見ながら、散歩、ジ

ョギングが楽しめる。水質は、環境基準を直ちに達成・維持し、さらに改善を目指す。」

という目傾を掲げるとともに、これを実現するための課題や施策の方向、河川情報等を掲

載しています。この他、流域の概況やＢＯＤ平均債の経年変化等を図化しています。

４　都民等とのパートナーシップづくり

　重点施策として、①市民による環境科学の推進、②意見交換の場の設定など４項目を掲

げるとともに、具体的な行動メニューを提案しています。

　　　　　◇　　　　　　◇　　　　　　◇　　　　　　◇　　　　　　◇

　なお、この東京都水環境保全計画は、都民悄報ルーム（都庁第１庁舎３階）等で販売

　（１部1300円）しています。

問い合わせ先

　東京都環境保全局水質保全部計画調整課　計画係

　所在地：R163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号　第一庁舎北側３７階

　酋：03 (5 38 8) 3505　　FAX：03 (5 38 8) 1378
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新河岸川流域イベントスケジュール

０月１０日（土）
第２９闘柳瀬川ウオッチング
　柏町２丁目タラプ中野前７

２９闘柳瀬川ウオッチンフ
柏町２丁目タラプ中野前7:00勁
共催　ヱコシティ志木／紡埼■・
　　　生態系保護協会　　　　　生態系保護協会

　　問合せ048-471-4275毛利

１０月１０日（土）

　第２目顧目川ワークシ●ップ

　　朝霞市溝沼市民センター10:00～

　　主催　黒目川ｼﾝ<;n実行委員会

　　問合せ048-<M-2785藤井

１０月１７日（土）

　気４回空壊川生物生息・水質狭量

　　東村山市青葉町お祭り広場10:00

　　主催　空堀川に清流を取り戻す会

　　問合せ0423-91-4003小林

１０月１８日（日）

　ふるさとを少いていもほり体験

　　丙武折宿雑人曽駅東口9:00集合

　　参加費500円

　　主催　不老川扱域川づくり市民●昏

　　問合せ042-965-1741相馬

１０月1 8B (日）

　北川クリーンアップ

　　東村山市民家圃

　　主催　北川かっぱの会

　　問合せ042-391-2355三島
１

１

１

１

0AZ3B (*)

みずとみどり研尭●��孚習●

　一玉川」二水を生鐘？から見るー

　国分寺共同事務所20:00～21:30

　主催　みずとみどり研究会

　問合せ0423-63-S694 M野

０月２４日（土）

第３０一擲瀬川ウオ。チング

　クラブ中野前　7:00集合

　共催　エコシティ志木／生・系鯨エコシテ
日（日）
－ンエイ

橋近くの栗原節２

(り懇談公他

佐藤

近な川の環境ウオッチング
主催　入間市lUfunづ(･祓e9･力)
問合せ0429-65-1741相馬

１１月７日（土）８日（日）

　柳瀬川シンポジウム

　７日r柳瀧川周辺のネットワーク､1

　　　県立新座北高校14:00-16:00

　8日「原の森まで歩く」

１１

　黒

１１

　新座北高校　9:00集介

申込みnO48-47g-S151

　　　U04g-4g9-1030新座北高校

月８日（日）

目川川づくりシンポジウムP●「竃ｌ

　　一川づくりとまちづくりー

朗霞市溝沼市民センター13:00～

主催

問合せ
月８日

第２６
　松戸
　主催
　問合

黒
黒

fin＼rytm実行晏

目川織城川づ

04S-474-278S
（日）

割｡

くり

藤井

瀬川クリーン作歌
9:00集合
瀬川をきれいにす

貝会

懇談会

橋　9:00集合
　柳瀬川をきれいにする会
せ042-944-8074藤原

１

１

１月１４日（土）
剱４目空箱川クリーンア。プ
　冑奮町お祭り広場　9:3D集合
　主催　空堀川に清流を取り戻す会

　問合せ0423 91 4003小林
１月１５日（日）
.1

１
Ｎ
t

１

荒川クリーンエイド報告会

　主催　荒川クリーンエイドフ看

　　問介せ048-4･12-2276大石
１１月２９日（日）
　身近な川の一斉調査報告会
　　ｔ催　新河岸川水系連絡公
　　問合せ048-474-2785肖井

ﾗﾑ

　　　　　　β聯々－μμり鼎幻猷窟

　これまで、毎年５月に同催してきました〈新阿岸川フォーラム＞は今年度、新河岸

川流域の川づくりに関心を寄せられる市民と、流域自治体等の行政担当者との�見交

鷹を中心に来年１月ないし２月頃の開催を予定しています。詳細につきましては次号

にてご案内します。

　剛11審議会・水四小委員会中四告について

　昨年６月、建設大臣から「新たな水循環・国上管理に向けた総合行政のあり方について」

の諮問を受け、今年８月、中間報告が河川審藁会皿合政策餐員公水循環小委貝会から山さ

れました。中間報告の概要は次のとおりです。

　○これまで、水循環には様４な弊害が生じてきているが、今後はr皿想的水循環系』の
　　実現を【1指していくべきである。

○基本的考え方としては、（1）国土マネージメントに水循環の概念の取り入れ、(2) Pt
　川・流域・社会の一体的取り組み、（3）水循環を共有する圈域毎の譚履を踏まえた取
　組みが皿妥である。　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　○そのためには、圈域毎に同係機関、学識者、住民、事業者の代表等からなる組織を設
　　立し、水循環健全化のための総合的検討、水循環マスタープランの策定等を行い、各
　　絹計ｉに反映して、Ｕ体のmmを推進する体制が必妾である。

　○具体的施策は、環境・防災等の多機能な水面の確保、既作水源・施設の有効利用等に
　　よる水皿の確保、取排水体系の適iE化等による良好・安全な水質の確保、旋域におけ
　　る貯留浸透利用の促進、水循環型社会への伝換の促進等である。

　今回の諮問は、昨年の河川法の抜本的改正によ、て、折たな河川行政が始働したことが

背景にあります。また、様々な施策は多岐にわたる行政機関に関係しますが、中間髪告で

は「阿川行政が率先して取轜むことにより先導的役割を担うべきである」と述べています。

タゲリとハマシギ

　　～抑瀬川の宝物～
｜　　　締埼玉!騒生態系保護協会

　　　　　　　　　　　　　堂本泰章

　そろそろ木枯らしが吹き始める季節。

つい家に閉じこもりたくなってしまいま

すが、ちょ、と外に出てみましょう。見

慣れない烏たちに、出会えるかもしれま

せん。

　東武東上総の柳瀬川駅で降りて、広が

る田んぽに出ると、ハトくらいの大きさ

の烏が群れています。ピンと反り返る冠

羽。深い緑のピロードのように光る上着、

田んぽの貴公子、タゲリです。背は五十

羽以上が群なして飛ぷ姿がよく見られま

したが、今ではそうした群れも少なくな

っています。警戒心の強いタゲリが、私

たちに気づいたようです。ミュー、ミュ

ーと鴫きながら、ふわふわ飛んでいって

しまいました。

　今度は、柳瀬川を少し下、てみましょ

う。新河岸川との合流点、いろは橋付近

の中州には、おなかのゴマ塩模様が口立

つハマシギがいます。こちらもかつては

二、三百羽の大きな爵れがみられました。

むから左へ、すごい勢いで飛び去ったか

と戮うと、一斉に翼を翻して急降下。見

事なマスゲームに、［|をみはったもので

す。しかしこの群れも、次第にＭってき

ているようです。

　写真にみるように、かつてはこの地域

一帯に、休耕地やヨシ原など、のどかな

自然があふれていました。しかしその自

然も、年々様相が変わってきました。夕

ゲリやハマシギの「すみにくくなったな

あ」というつぶやきが、聞こえてくるよ

うです。懐かしい自然を取り戻し、釈か

ら五分でタゲリに会えるすぱらしいまち

を、未来に残していきたいものです。
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柳瀬川の左岸側の田んぼ。かつてはこんなに

広々とした野原が広がっていました。
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