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「鶴見川との関わり」
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■■講演：鶴見川水系洪水浸水想定区域図の改定について
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鶴見川の防災について本日は話をいたします。鶴見川水系洪
水浸水想定区域図の改定1を平成 28 年 8 月 2 日に行っています
が、これは何かといいますと、
（配布資料

図の）左側が今まで

の想定区域図です。この色がついている部分が浸水する可能性
のある所ですが、2 日間で 405mm の降雨で想定していたものを
二日間で 792mm の降雨に増やしました。なぜ拡充させたかとい
いますと、
「洪水時の円滑迅速な避難に活用」してもらいたいか
らです。

改定後の浸水想定区域図

■鶴見川流域
鶴見川の流域について説明します。特に特徴的なのは流域内での人口密度です。全国で第一位になっ
ています。一平方キロメートルで 8200 人となっています。この流域内に 196 万人が住んでいます。川
の延長は 42.5 ㎞でほぼフルマラソンと同じ距離です。町田
市、稲城市、川崎市、横浜市とまたがっています。地形です
が、丘陵・台地が約 70 パーセント程です。一番高い所でも
およそ 170 メートルです。大きな山がないのが特徴です。
川の管轄については上流から、町田市は東京都が管理、中間
は神奈川県、梅田川や鳥山川などは横浜市、第三京浜から下
流域は海まで国土交通省になっています。
鶴見川水系
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鶴見川の歴史を紹介します。鶴見川の特徴は急激な市街
化です。昭和 33 年は市街地率は約 10％でした。緑の部分
が自然地です。それが昭和 50 年になると市街地率は 60％
まで上がります。人口は 120 万人。平成 12 年になると 85％
になり殆どが市街地になり自然地が少なくなっています。
人口は当時 184 万人です。
現在では市街地が約 86％、人口 194 万人となっていま
す。開発前と開発後の航空写真を見ると明らかに自然地か
ら町(市街地)が増えています。
■流域の市街化
市街地化が進むと川にどのような影響を与えるのかを説明します。洪水到達時間というのがあります。
これは降った雨が川までに流れ込む時間を言います。昭和 40 年ぐらいだとおおよそ 10 時間ほどありま
した。平成 8 年になると 2 時間ぐらいになっています。これは、いっきに川まで流れ込んむことを意味
しています。また流出量を見ると、市街地率が 10％から 80％に上がったことで流出量が 2.5 倍になっ
ています。水を浸透させることができる自然地がなくなると、アスファルトやコンクリートであれば水
がしみこまない。降雨は表面を流れていっきに川まで流れ込んできます。そのため川の水位は急激に上
がります。
平成 28 年の台風 9 号の時の状況です。上が雨（雨量）を示しています。下は降った時間帯です。1 時
間に 40mm ぐらい降った時間帯がありました。水位が一番上がります。洪水到達時間は 2 時間位です。
右は矢上川の状況です。降った雨がすぐに影響し水位が急激に上がります。到達時間は 1 時間です。鶴
見川はやはり他の都市化が進んでいない流域と比べると洪水のリスクが高いです。
■鶴見川の氾濫による主な水害2
次に過去の状況を見てみます。明治の頃に死者が出た洪水が起きています。床上浸水などの被害があ
りましたが大正に入ってもまだ床上浸水何百
件という状況でした。昭和 13 年には、大きな
被害があり矢上川が決壊し綱島や楢町が全町
浸水したりしました。亀の子橋でも決壊してい
ます。何千戸もの浸水被害がありました。
その後昭和 33 年の狩野川台風でも浸水しま
した。昭和 41 年の台風 4 号では約 18000 戸、
昭和 57 年の台風 18 号では 2700 戸ぐらいが浸
水しています。これほど広い範囲で浸水してし
まったのが昭和の鶴見川流域でした。

鶴見川の氾濫による主な水害の歴史

■総合治水対策の推進
こういったことへの対策として鶴見川では総合治水対策を進めてきています。一般的には洪水に対し
て河川対策というのを行います。河川の川幅を広げたり堤防を高くしたり、川の中を掘削してたくさん
の水が流れるようにする。これを河道整備といいます。また、洪水調節施設といって、一時的に川の水
をため込む施設、例えば鶴見川多目的遊水地3。こういったものを作って対応することが多いのですが、
鶴見川はすでに都市化が進んでしまっているのでこれだけでは追い付かないので、総合治水対策という
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ものを昭和 54 年より行ってきています。総合治水対策の一環として、流域対策があります。これは自
然保水や遊水機能の保全、流域に設置される流出抑制施設―防災調整地といわれるものです。川から離
れたところにも水をためようという施設です。そういったものをたくさん作っています。下水道対策と
しても、雨水貯留管といって一時的にためておくものや、内水―川の水が氾濫したものではなくて、降
った雨が場所にあふれてくるもの―これをためておくといったものと一体的に対応しているのが鶴見
川の治水対策になっています。
■河川対策
・河道整備
これは昭和 47 年ですが、潮鶴橋というところです。昭和 59 年に川幅を改修し広がり、掘削して深く
しました。約２倍流れるようにしました。
（河道能力を２倍に） これは河道ショートカットですね。JR
京浜東北線の橋梁のところですが、昔は蛇行していました。平成 11 年にまっすぐに流れやすくしまし
た。蛇行しているところは溢れやすいのです。まっすぐのところは早く流れるので溢れにくいのです。
・洪水調整施設
鶴見川の多目的遊水地です。田んぼのエリアだったところを開発し貯め込む施設として作り、さらに
ここにスタジアムや公園を設置し、平常時は使えるようにしています。これは、平成 15 年にできまし
た。この多目的遊水地以外にも、川崎市麻生区に恩廻公園調整池があります。この図の赤い部分に水を
ため込むようになっています。都筑区にある川和遊水地のように地下鉄車両基地の下の水をため込む施
設だったり、鳥山川遊水地といった鳥山川にもため込めるような施設を作っています。
保水地域・遊水地域の保全として、鶴見川源流保水の森の開発が進まないように保全してきたり、農
地の保全をしたりしています。川沿いを市街化調整区域にして開発が進まないようにしています。ここ
に水があふれても浸水被害が起きないようにしています。
流域対策の防災調整池です。霧が丘調整池が緑区にあります。平常時はテニスコートとして利用して
いますが、洪水時は水をため込む施設になります。雨が止んでから少しずつ水を戻して、川の水位が急
に上がらないようにしています。また学校の校庭に貯留させたり、ビオトープがあるような調整池が洪
水時は水をためるようになっています。
・調整池
では、調整池がどれぐらいあるかというと、鶴見川流域内で、平成 27 年度で 4800 か所ほどあります。
昭和 43 年からずっと増えてきています。
このような対策をとってきた結果、これが、昭和から平成にかけての鶴見川の大きな洪水の時の浸水
被害の状況ですが、だんだん被害の数字が小さくなっているのが分かります。平成以降の被害は、川が
氾濫したというのは一件もありません。被害は、内水氾濫によるもので洪水被害はありません。川の氾
濫は昭和 57 年で終わっています。内水対策も今後より進めていく必要もあります。
■なぜ洪水浸水想定区域図を改定したのか
鶴見川の治水ですが、紹介しているように整備が進んできているように見受けられると思います。が、
今回洪水浸水想定区域の雨の降水量を増やしました。というのは今までの想定を超えるような雨の降り
方が増えてきたというのが最近の傾向です。1 時間に 50mm 以上の雨が発生した年間の回数が年々増えて
きているのが分かります。1 時間に 100mm 以上も年々増えてきています。雨の降り方が変わってきてい
ます。特に、
「避難所にしていた所が 2 階まで浸水して避難所として使えなかった」ということが起き
ています。想定しうる最大規模の洪水に対して避難体制をどのようにとるかということで、水防法が改
正され、最大規模の洪水に対応した浸水想定区域を出しました。
（浸水範囲の拡大）鶴見川の場合は、405mm から 792mm に改定されています。この赤枠の中が港北区
ですが、この黒丸をしたところ、ここは以前の 405mm だと浸水が想定されていなかった区域ですが、
792mm になると浸水が想定されるエリアになります。こういったところが出てきています。
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この 792mm という雨を経験されたことがある人がいるかという話ですが、なかなかいらっしゃらないか
と思います。鶴見川流域でこの 792mm は降ったことがありません。343mm が過去最大の雨です。降った
ことがありませんが、関東地方でみますと、鬼怒川の決壊が平成 27 年で、二日間で 600mm 越えました。
この赤い部分がそうです。こういったことは鶴見川でも十分起こる可能性があるということです。屋根
から救助された人や、町全体が浸水した状況を覚えておられるかと思います。浸水が解消するまで 10 日
間かかりましたし、住民が 4300 人逃げ遅れて救助されました。
■鶴見川多目的遊水地の流入実績
鶴見川には多目的遊水地があります。H26 年、この時には 322mm 降りました。近年この多目的遊水地
に水が入ることが増えています。できた頃は大体一年に一度程度だったものが、最近では 2 年で 5 回と
か流入しており、雨の降り方が変わってきている傾向が鶴見川でも見られます。鶴見川でも鬼怒川で起
こったことが起きないとは言えない・ということで洪水浸水想定区域図を見ていただければと思います。
■想定最大規模の鶴見川水系洪水浸水想定区域図の見方
色ですが、浸水深、浸水の深さを表しています。黄色い部分は 50 センチ未満になります。50 という
のは大人のひざ下程度です。大人であれば
何とか歩ける程度です。オレンジ色は、0.5
から 3m 未満。2 階建ての家の１階までの部
分になります。こういった所では、2 階に
いれば助かるけれども１階では危ないとい
った目安になります。薄いピンク色の部分
は、港北区あたりに多いのですが、浸水深
が３m から５m 未満です。2 階まで浸かって
しまいます。通常の 2 階建ての家では危な

浸水深(想定最大規模)を表示

い所です。3 階以上なら何とか大丈夫とい
う所です。赤い所は 5m 以上になり一部都筑区、港北区にありますが、ビルでも危ない地域だと考えて
ください。
■鶴見川水系洪水浸水継続時間4の見方
浸水が始まってから増えて、次に 50 ㎝まで下がった時間を示しています。薄い水色が 12 時間で水が
引いていきます。濃い青色だと丸一日かかります。鶴見区あたりに多いです。黄色は 3 日間、オレンジ
は 1 週間かかりますということをこの図が表しています。
この二つの情報、洪水浸水想定区域図と浸水継続時間を見ていくとどのように避
難したらよいのかが見えてきます。都筑区の例で説明します。洪水浸水想定区域が
堤防決壊してから浸水地域が広がっていきますが、その様子を見てください。×の
地点が決壊した場合です。第 3
京浜の下流のあたりです。0 時
間、決壊直後ですが色がすでについています。降雨量
が 792mm だと降る雨が多すぎで決壊する前にすでに
内水氾濫が発生しています。川が氾濫する前に内水
氾濫が起きています。3 時間後では範囲が広がり色も
黄色からピンク色の部分が出てきています。川の水
があふれてきて、浸水深も深くなりエリアも拡大し
てきます。6 時間後あたりで色が濃くなり、最大です

4

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000652301.pdf

4

が、5m から 10m 未満あたりまで行きます。
こういった浸水の情報と家屋倒壊等氾濫想定区域を合わせて公表しています。赤く着色した部分は川
からあふれた水によって家屋が倒壊する可能性があるというエリアです。港北区、都筑区あたりに集中
しています。実際に起きた例ですが、平成 16 年 10 月に、台風 23 号で、ここが堤防決壊地点ですが、溢
れた水が家を押し流していきました。川から離れている家も押し倒しました。平成 27 年の鬼怒川の例
ですが、青い矢印に沿って溢れた水が流れていきますが家が流されました。こういった可能性のあると
ころをピンク色で着色して示しました。倒れた家にいたら当然命が危ないです。こういった所に住む人
は避難が必要になります。
■家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

想定しうる最大規模の降雨のみ作成

現象を説明します。どんなところで起きやすいかというと、浸水深と流速の両方が関わります。決壊
地点の近くで浸水深も流速も大きくなりますので、その側は危ないです。離れた高台のところであれば、
家が倒れるというところまでは行きません。水は高い所から低い所へ流れますので、道路が低くなって
いる所では氾濫した水が流れてきます。大きな道路で低い所では、家屋倒壊の危険性のあるエリアにな
ります。
この例として、第三京浜のこのあたりが決壊すると、地盤の高さの関係で右側から左側へ水が流れる
傾向がみられます。青いところで土地が低いです。緑、黄色、オレンジ、赤に従って高くなります。こ
のあたりだけ青が多くて低いのです。水がきますので家が流される可能性が高いということで着色して
います。
もう一つの例は恩田川と鶴見川とが合流するあたりですが、Ｖ字型に家屋倒壊のエリア5を設定してい
ます。地形を見ていただくと、この狭いエリア、
黄色オレンジ赤の間の緑の低い部分に、青葉
区あたりで水が溢れた時にここを伝って行き
ます。緑のところを氾濫する水が流れていき
ます。ちょうど道路がありますが、周りより低
いのでこういったところを氾濫した水が流れ
ていき、周りにある家を倒す可能性がありま
す。ということでＶ字型に着色しています。こ
氾濫流の例

ういったものが家屋倒壊などを引き起こす氾
濫流です。

■家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
河岸侵食というものがあります。川が削られていくと川沿いにある家も倒される可能性があります。
鶴見川流域全川、計算上その可能性があるという結果になっています。多摩川の昭和４９年の狛江水害
の状況ですが、川が堰の裏側を回って川を削っていった。そのあたりの家が崩れてしまいました。こう
いったものを河岸侵食といいます。近年では平成２４年の九州北部豪雨の例ですが、河岸侵食が起きる
前はこの赤いラインのところが河岸ですが、削られてしまって家が崩れています。
崩れる前に速やかに避難しなくてはなりませんので、ちょっと考えていただかなくてはなりません。
河岸侵食の状況はだんだん川の水が多くて堤防が削られていき家が崩れます。護岸がある場合でも、護
岸が倒れると同じ現象が起きる可能性があります。河岸侵食による家屋倒壊エリアは、川からおおよそ
20 メートルから 40 メートルの範囲です。
以上をまとめたいと思います。今回公表した内容では洪水浸水想定区域図は深さと範囲、浸水の継続
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時間、家屋倒壊等氾濫想定区域です。これによって洪水の時にどこへ避難すればよいのか、判断するこ
とができます。
・水平避難と垂直避難

判断は

家屋倒壊等氾濫想定区域に該当する場合は、家が倒れる所に留まってはいけないので、水平避難をし
ましょう、他の場所に避難しましょうとなります。浸水継続時間が長いところは水平避難をした方が良
いでしょう。高いビルに避難したとしても長い時間、例えば 1 週間外に出られない状況だと食料などの
問題が出てくるので避難所に行った方がよいでしょう。ただ浸水時間が短い場合、24 時間とかであれば
高いビルなど 3 階以上に避難して、一日しのいでから外に出る。これが垂直避難です。浸水深が浅いと
ころでも二階建ての家で 1 階部分だけが浸かるようであれば、2 階に避難する。短くて浅いのでそうい
った避難になります。
今回説明をしていませんが、地下街であれば、他の場所へ逃げてください。水は低いところへ行きま
す。こういった情報を迅速な避難に活用をしていただきたいと思います。

事前に提出していた質問に対して
■ハザードマップ、計画規模について
・ハザードマップについてですが、浸水想定区域に避難所を落としたものです。各区で今のような情報
を入れて公表しています。
・計画規模についてですが、405ｍｍのものも更新して出しています。地盤のデータが以前より精度が上
がったことで、浸水の地域が以前より精度よく着色できています。
■情報伝達について

情報の届け方

・洪水浸水想定区域図は、京浜火炎事務所のホームページで掲載しています。まだ鶴見川水系洪水氾濫
シミュレーション6もここで見ることができます。区域図をクリックすると、先ほどの図面が出ます
ので選ぶことができます。
・河川の防災情報の入手先
雨のレーダー雨量なども見ることができますし、雨量も見ることができます。川の水位も見ることが
できます。ライブ映像も提供しています。また、地デジからも見ることができます。Ｄボタンから見
ることができます。防災情報についてはパンフレットを活用してください。
・行政からどのように情報が伝わるか
例えば台風が上陸しました。京浜河川事務所からは水防警報や洪水予報といったものを横浜市へ出し
ます。ある一定の水位に達した時に、避難準備などを必要としますといった情報を出します。横浜市
長だったり、区長が避難準備情報を出し住民へ届きます。携帯メールに届いたり、自治体によって方
法は違いますが届きます。川の水位情報や雨量情報などはインターネットで見ることができます。い
ろいろな情報入手の方法があります。
・792ｍｍの基準点はどこになるのか
鶴見川流域全体に雨量観測所が 10 か所あります。これを平均しています。平均して最大の雨を取っ
ています。ですので一点といったことではありません。
・鶴見川は異常な降雨にも耐えられるのか
どのように避難したらよいかについて今日は話をしました。792ｍｍの雨に川だけで耐えるというの
は現状無理です。難しいです。405ｍｍに対応する整備についても 2－30 年で終わるかというと終わ
りません。川の整備というのは非常に長い年月のかかるものです。また莫大な予算がかかります。先

6

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/water_flood_sim/tsurumigawa/
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ほど説明したように、300 何ミリでも川の氾濫は無くなるところまではきました。昔よりは明らかに
安全にはなってきましたが、405ｍｍ、792ｍｍに対応するためには時間がかかります。雨の降り方が
変わってきています。ですので 792ｍｍの雨が降っても命だけは守りましょうということで、どのよ
うに避難したらよいかということで情報提供をしています。川の整備も進めますが、避難という面も
同時に進めて洪水に対する対策をとっていくのが方針になります
■■各区報告
1)青葉区

鶴見川との関わり

「鶴見川（谷本川）と青葉区」青葉区民会議

加茂千津子（自然・環境部会長）

鶴見川は青葉区内では谷本川と地元の人は呼んでいます。青葉区の
川との関わりを考えた時に区内には 3 本の川が流れています。こち
らが早渕川、鶴見川（谷本川）、奈良川と恩田川があり、ここに恩元
線という道路がありここは緑を考えた道路づくりということで、水
緑を考える時にはこの 3 本の川と生
き物、生物が行き来できるための水と
緑の環境づくりには非常に大事な 4
本の線となります。まちづくり指針の中で 20 年変わっていません。
管理区域が課題
鶴見川のことを考えるときに直面する問題は、青葉区はここですが、青
葉区の鶴見川は京浜河川事務所ではなくて神奈川県横浜川崎治水事務所
の管理になっています。横浜市でもないため、川を考えるときに私たち
はどこに相談に行ったらよいのか、質問をしたら良いのかが、いつも大
きな課題になります。上流は町田市であったり、川崎市であったりします。
区民会議は提案をしたり要望をしたりが活動ですが、今までもいろいろな要望を出してきています。
今、取り組んでいることは、鶴見川の本線―谷本川をも
っと市民に親しんでもらえるような川にしたいとマッ
プで紹介したいと考えています。市が尾駅から川までい
き、そこから谷本川を上流へ歩き、寺家川との合流点ま
でまで行きます。寺家川沿いに歩いて寺家ふるさと村を
めざすというものです。このコースを健康づくりのウォ
ーキングにもあるので今日はこの川沿いの道を紹介し
たいと思います。
スタートは市が尾駅です。田園都市線の人道橋のところ
から歩きます。ここには親水護岸があり、これは水辺に
親しむために作られました。青葉区では、川まで遠いの
で、このような川のそばまで下りることができるというのは大変大事な要素です。
市が尾高校の前にある「市ケ尾水辺の広場」に平成 16 年
に完成しました。子どもたちが環境学習や川の勉強をする
時に利用できるようになっています。水辺に降りたり花を
植えたりしています。ここでは夏休みに、川の自然教室とい
うことで、青葉区の市民団体が「いかだで遊ぼう谷本川」と
いうイベントを 30 年近くも開催してきています。継続もな
かなか難しくなってきていますが、竹でいかだを作りそれ
に乗ったり、おさかな調べを行ったりして川に親しもうと
いうことをやっておられます。
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川の問題を考えたとき、私たちは区民の立場として水辺に親しめる、自然に親しむということをもう
少し伝えていこうということをメインの活動としています。最近では防災についても考えなくてはとい
うことで 2 年前には「防災と自然」ということで岸先生にも来ていただき公開講座もやったりしていま
す。
この川にはコガモがいますし、ダイサギがいます。鶴見川には川と生き物の情
報が書かれたバクの掲示板というのがありますが、光が当たってこのように
劣化しています。ここをきれいにしてほしいという提案をだしたところ区役
所でも考えていたところでこのようにきれいになりまた。
神奈川県治水事務所管理のところが区内は多いのですが、黒須田川は横浜市
管理で、これで分かるようにここには、管理が分かるようになっています。
川沿いを歩いていると、このように草が生える時期にはこのようになってしまうところがあります。
これでは自転車でも人でも通りにくくて大変だと担当の河川事務所に写真を撮って話をしたところ翌
年からは、草刈の時期が工夫されこのように通りや
すい状態にしてもらいました。市民の目線でこのよ
うになって欲しいとう要望をこれからも伝えていき
たいと思います。
また、黒須田川との合流地点は野鳥の宝庫でもあ
るので、ぜひ皆さんも来られた時には目をとめてみ
てください。
青葉区には高水敷というところが鉄町に一か所し
かなくて、ここは生物多様性を考える時に大変重要
な場所です。市民活動団体が草刈を行い「オギ」原になっています。この川沿いの道の中で一番美しい
景色があるところなので是非歩いてください。高水敷というのは堤防の内側で、低水路ではない所で、
水が増えると高水敷の上まで浸かることがあるのですが、水のない時には生物が非常に育ちやすいとこ
ろになっています。私たちが歩いた時には、ちょうど幼稚園児が
マラソンをしたりしていました。
かつてここでは田んぼに水を引いていたところで、ゴム堰とい
うのがありました。この部分が空気を入れるとゴム堰になり、堰
の上流では水を田んぼに引くということがあったようです。手前
では水が無くなるの
で、川底を歩いたり生
物調査ができたのです
が 10 年ほど前に壊れてしまいました。この写真は最後の時に
私が撮ったものです。
鶴見川を沿って寺家ふるさと村へ行くコースを推奨してい
るので、横浜市へこのような案内の看板があっ
たらという提案をしたところ昨年 12 月に川沿
いにこのような看板を立ててもらえました。
寺家川沿いを歩いていくと寺家ふるさと村へゴールします。四季の家まで歩いていく紹介
になりました。ぜひみなさんも来てください。
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2)

緑区

鶴見川との関わり

現状報告

まちづくりネットワーク緑

田中

晃

まちづくりネットワーク緑は、主に防災とネットワークで活動しており三浦さんが自然と鶴見川を担
当していますので。まず概略を紹介します。そのあとで梅田川での
活動を三浦さんが紹介します。これが緑区のハザードマップです。
右側が液状化マップで、よく見ると 6000 年前の海底とつながって
いると、防災をやっている仲間で話しています。
今までの鶴見川に関する実施事項は、京浜事務所にお話しを聞い
たり、鶴見川マスタープランの内容を聞いたのが 2010 年です。ま
た鬼怒川の水害の関連で岸先生に来ていただき説明を受けたり、災
害の起きた広島へ調べに行ったりしました。 こういう集中豪雨が
あるのだと現場で勉強をしました。
川を親しむということでは、東本郷の自治会がまちづくりと川の
周辺で子どもたちと遊んだり、桜並木の保全や親水広場整備、5 月
にはこいのぼりを飾ったり遊べるところがあります。
恩田川や岩川ですが、あまり手が入っておらず、左側は集中豪雨
の様子です。住撰橋の監視カメ
ラのそばではこんなな状態が起
きています。恩田川ではカモもいますし、カワセミが増えてきまし
た。だれかが棒を置いたところにカワセミが止まっています。蛍も
増えています。
防災訓練ではスマホで川の様子を見るようにと住民には伝えてい
ます。
■一本橋メダカ広場水辺愛護会の活動について

三浦孝悦

梅田川は恩田川の最下流に位置し右岸に合流する 2100m の一級河川です。
源流は新治市民の森、三保市民の森で、横浜北部 4 区の中では、
最大の流域面積を持ち、きわめて恵まれた自然環境で水量は少
ないが安定しており、水質も良く、生物の楽園です。
一本橋メダカ広場水辺愛護会は、緑区新治町の会長宅を事務所
として、市の水辺愛護活動補助金交付要綱第 5 条に基づき、横
浜市より年 114,000 円の補助金をもらって、上流の梅田川橋か
ら下流の一本橋メダカ広場までの 8000 ㎡を清掃・除草を主に、
花木の剪定まで含めて毎月第二土曜日の午前 9 時からやってい
ます。
「海の日」に合わせて横浜市道路局河川管理課で毎年 7 月
中旬に「こども川の日」というイベントを行い、水辺の楽校協議会が中心となって子どもたちを集め、
川を学び地域と連携を強くしてゆく、私たち一本橋メダカ広場水辺
愛護会は水鉄砲の竹の切り出しから始まって、水鉄砲つくり、いか
だつくり、生物調査、そして水鉄砲、いかだ遊びの子ども相手など
全員参加で協力しています。400 名を超える子ども中心の参加者に
多くの梅田川の良さをアピールできたと思われます。
一本橋メダカ広場水辺愛護会では、近隣小学校の出前授業を行っ
ています。
・学校田

5 年生米作り

田起こし、田植え、稲刈り
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・梅田川生き物調査

4 年生

わくわくデーで発表

・全校川清掃です。生徒は 3 班に分かれ愛護会から一人ずつ担当を決めて行っています。
新治地区での蛍を守るため、新治里山公園、にいはる里山交流センター指定管理者の「わ」の会で梅
田川の「ほたる守り隊」をつくり、一本橋メダカ広場水辺愛護会からも 3 名の会員が入り、蛍調査と蛍
守り隊のチラシを配布、蛍見学者のマナーアップに努めています。
蛍守り隊では 4 月より梅田川の土手に「立ち入り禁
止テープ」をはり、土手に登った蛍のさなぎを守りま
す。梅田川の蛍は年々多くなり去年は新治小学校東側
だけで一晩に 250 頭の蛍が見られました。蛍見学者も
年々多くなり、マイカーで来た人がパトロールカーの
お世話になるトラブルも出てきていることから、蛍の
ことはここだけの話にしておいてくだされば私も蛍も
助かります。
三保地区の宅地開発が年々進み、2010 年は梅田川右岸の緑が無くなってしまいそうになり、河川管理
課に宅地開発の現状調査をお願いし、これ以上の開発はやめてもらう嘆願しました。2015 年 2 月市の努
力により一定の了解が示されましたが、これから生物多様性の川づくり、街づくりを期待する今は、も
っともっと行政指導の名のもとに先手を取って土地を広く確保していただきたいと思います。
20 年前は一本橋メダカ広場といってもメダカはいなくなっていました。今では、いつ行ってもメダカ
が取れるところになりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（時間切れで話せなかったこと）
私が緑区に転入した昭和 45 年頃、一本橋メダカ広場はウグイスがたくさん住む篠竹の藪で自然そのも
のでした。第一回の河川改修工事で竹林は消え、親水広場として今の「一本橋メダカ広場」に生まれか
わったのです。2006 年会長は、生物多様性のすすめで新治町の地主さんより休耕田を借用し、冬期の活
動日にビオトープの工事を行い、メダカ池は完成しました。春には在来種メダカ 20 匹を分けてもらい、
メダカ池に放流しました。やがてメダカ池にはザリガニ、カエル、ゴイサギ等が棲みつき土手の雑草も
伸びて池らしくなりました。7 年たち、去年の夏には 1000 匹強のメダカを数えるほどになりました。。
秋にはメダカの多くが田んぼ、用水路を経由して梅田川に下りメダカが笑い、多くの市民の遊び相手に
なり大変喜ばれています。
一本橋メダカ広場愛護会は 2014 年 6 月 11 日横浜市より環境活動賞、10 年間の水辺愛護活動で感謝状
をいただきました。私たち会員はもっと色の良いものを目指し、今後の楽しみに活動を継続してまいり
ます。休耕田ビオトープ脇ではサトイモを栽培して、秋にはみんなで調理し、
「芋煮会」を行って懇親を
深めいっぱいやることを楽しみにしています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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3)

都筑区

都筑区魅力アップ協議会／早渕川ファンクラブ

福富洋一郎

青葉区、緑区、港北区に囲まれた都筑区から来ました福富です。
鶴見川との関係ということで早渕川を紹介します。資料としてお
渡ししているものをご覧ください。早渕川ファンクラブの通信で
す。もう一つは「都筑には遊べる川がある」と言っていますが、早
渕川のことです。パリにセーヌ川、ロンドンにテムズ川があるがご
とく、都筑には早渕川がある。いい街には、いい川がある。都筑に
は早渕川があると言い続けて 20 何年。いや発足は 1994 年ですか
らまだ都筑区は無かったのですね。1996 年に都筑区が誕生してようやく、今言ったスローガンが出来た
のです。それまでは昔の都筑郡には早渕川があると言っていたのです。これを見てください。これは神
奈川県が作った流域図です。バクの姿が分かりますね。生麦から鶴見川の本流、谷本川があり恩田川が
あり、ここから始まります。これが早渕川です。青葉区の美
しが丘西を流れていた川が青葉区を抜け都筑区に入り港北
区の綱島で分か 7 れるまで都筑区の真ん中を流れる川が早
渕川です。この早渕川流域の形を我々は、バクではなくて
「タテゴトアザラシ」と呼んでいます。これが 20 年前に作
った早渕川のマップです。当時からバクの背中の上にタテ
ゴトアザラシがある！と、言っています。当時は何もなか
ったのですが、センター北とセンター南の真ん中に夢の親
水広場が 10 年前に出来上がりました。毎月第４日曜日に掃
除を早渕川親水広場愛護会と一緒にやっています。早渕川
ファンクラブは第 2 日曜日やっていますから月に２回もクリーンアップとか草刈とかを続けています。
昔は年に１回クリーンアップをやっていましたが今では月に２回もやっても追いつかなくて、時々集ま
ってはごみ掃除をます。青葉区と都筑区の間に早渕川老馬谷（ろうばやと）ガーデン8という都筑の西の
拠点が出来ました。
（＊老馬谷ガーデンプロジェクト）あと東にも拠点ができるとよいです。早渕川には
河川管理道路があって、車椅子も通れるようになっています。福祉
の川づくりもできています。もちろん子どもの多い都筑区なので
子どもたちがキャッキャと楽しんでいます。早渕川親水広場のと
ころに子育て地蔵があって、タウンセンター子育て地蔵まつりな
どもやってきています。残念ながら去年は、台風で地蔵まつりはや
ったのですが、おさかな探しなどの人気番組が中止になりました。
年に一回はこの鍛冶橋というところで、荏田小学校、中川西小学校、
中川中学校と集まって大きなクリーンアップ大作戦9を２４年間や
ってきています。１００人ぐらい出てきて校長先生も来られてやっています。
こんな風にみんなで川づくりをやって、いろいろな場でへ出て行って「パリにセーヌ川があって・・」
と言い続けることで、川に関心を持つことは非常に良い。というのは、22 年前にスタートした頃は本当
7

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0312_tsurumi/img/0312_tsurumi
_00_01.jpg
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/kikaku/hayabuchigawacrobayatocgardenc
project.html
8

9

http://www.citycyokohamactsuzuki.net/station/repo/hayabuchi/index.html
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にひどかったです。白い泡があって、空は曇っていて。だから今どこかの国の川のことを笑えないです。
我々のところがそうだったものを 20 年間やり続けてきて「いい川」になった。
4)港北区

Tomodachi

Club（港北くみんの会）

時間がなく資料配布のみ

■Q&A

司会進行

その中から鶴見川に関わる活動を抜粋しました。

川中資久

Q１：福富
洪水が中心でしたが、そのほかに水マスタープランなどで、まちづくりや環境に良い人が集まる場所に
ついてのマスタープランがどのように進んでいるのか教えてくだ
さい。
A：幸加木
今日は時間の関係で洪水に限らせて説明しました。おっしゃる通り
鶴見川流域水マスタープラン10
には 5 つのマネジメントがあり、1．洪水時
境

4.震災・火災時

2．平常時

3．自然環

5．水辺ふれあいとあって、今言われたのは水

辺ふれあいマネジメントについてだと思います。水マスタープラン
に基づいて具体的にどのように進めるのかというアクションプラン、具体的な行動計画を作って進める
ことになっています。水辺ふれあいマネジメントの中で、水辺の有効利用アクションプランを市民のみ
なさんと作っていく途中です。それができれば具体的にどこの拠点を使ってやっていくかというのが載
っていくかと思います。みなさんのご意見がいただければと考えている所です。
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http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000662380.pdf
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Q2 加茂
情報の伝え方についてお聞きしました。流域で考えることの大事さを知り、(青葉区では)今、町田でど
れぐらい雨が降っているのかといった状況を知ることが
大事だと考えます。町田の状況は国交省の管理ではない
ですね。青葉区内も県治水の管理ですので、そういった情
報は国交省にどのように伝わっているのでしょうか。
A：幸加木
鶴見川は総合治水をやっていて、川の管轄は分かれてい
ます。が、流域全体は京浜河川事務所も代表としてみてい
ます。そして各自治体と協力してやっているのが総合治
水のやり方です。町田市内に雨量計を京浜河川事務所も持っています。本町田、鶴川の二か所、青葉区
内にもあります。寺家橋にあります。
鶴見川流域の中に 10 か所あります。京浜河川事務の管轄の川だけでなく上流にもあります。水位観測
所も持っています。見ながらやっています。
Q:監視カメラはないのですか
A：幸加木
カメラについては持っていません。カメラは各県と各市が設置し
ています。雨量と水位観測所は持っています。
■次回幹事区について引き継ぎ
港北区から緑区へ

田中さんが受けられました。
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