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設立 10 周年記念誌の発行にあたって 

大堀川の水辺をきれいにする会 

代 表   木 村  守 

この度、大堀川の水辺をきれいにする会設立 10 周年記念誌が発行の運びとなりま

した。手探りの 10 年間でしたが、この節目に当たり会員各位の活動の足跡を振り返

り、今後の新たなスタートを確認することは意義のあることと存じます。 

発行に当たり、本多柏市長ほか、ご指導、ご協力を戴いている多くの皆様方から丁

重なるご祝辞や励ましのお言葉を賜り、誠に有り難く感謝申し上げます。 

さて、大堀川は柏市のほぼ中央を西から東に流れており、市民にとっては散策した

り、ジョギングやウォーキングを楽しむ憩いの場所となっています。そのような大堀

川に対し愛着を持つ有志が集まり、市民に呼び掛けて始めた清掃活動が回数を重ねて

参りましたが、その結果、いささかなりとも地域の環境美化に役立ってきたものと自

負しております。また、昨今の市民との協働による「安全できれいなまち・柏」つく

りが提唱される中で、その役割も担っていると考えております。 

平成 12 年からの北千葉導水路からの注水により、大堀川の水質は改善され生き物

が棲息出来る環境となりました。昨秋、10 年目の活動を祝うかのように利根川遡上

の鮭が迷い込んでくるハプニングが発生しました。導水による利根川の水の匂いを辿

って遡上したものと思われます。鮭の遡上は賛否両論に分かれるところですが、突然

の訪問者に戸惑いながら歓迎したい気持です。 

しかしながら、鮭の遡上は大堀川そのものの水質が改善された結果でないことを再

認識して、大堀川及びその水辺の清掃活動と水質改善の啓発活動に取り組んでまいり

たいと思います。 

                         ２００７年 ４月 

高田緑地前の春の大堀川 
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ごあいさつ 

            柏市長  本 多  晃 

 

 大堀川の水辺をきれいにする会設立１０周年、誠にお

めでとうございます。 

会が結成されて１０年、環境保全活動を実践する傍ら、

今日までのご努力、活動の歴史をまとめ、記録としての

こされたことは大変有意義であり、関係各位のご苦労に

対し、深甚なる敬意を表し、お慶びを申し上げる次第で

あります。 

 柏市は昭和４０年代後半から急激な都市化が進み、多くの生活雑排水が河川、さら

には手賀沼に流れ込み、残念ながら手賀沼は昭和４９年から２７年間もの間、全国の

湖沼ワースト１位を続けることとなりました。 

 大堀川においても柏市内の中心を流れる河川として古くから人々の生活になくては

ならない川でありながら、水質汚濁が進み、多くのごみや自転車が捨てられるなどた

いへん残念な状況が続いておりました。 

 そのようななかで平成９年に地域の河川環境を住民自らの手で取り戻そうと皆様が

立ち上がられ、以後１０年にわたって環境保全活動を継続されているわけでございま

す。一言に１０年と言いましても、すべてが会員皆様のボランティア活動で支えられ

ている市民活動を継続していくことのご苦労はお察しして余りあるものです。 

 会員の皆様のご努力はもちろんのことですが、地域の人々や企業、行政を広く巻き

込む工夫を常にお忘れにならなかったことが大きな鍵であるように思います。 

さらには当初からの清掃活動に加えて、河川の水質調査、花畑作り、子どもたちへの

啓発事業などへ活動を広げていかれたことにより、さらに幅広い賛同が得られたもの

と確信いたしております。 

 現在柏市では第四次総合計画に基づいたまちづくりを進めているところであります

が、その大きな柱として「市民との協働」を掲げています。まさに皆様の活動そのも

のが市民との協働の先鞭となるものであり、今後も多くの市民活動の範となられるこ

とを期待してやみません。 

 １０周年の節目を迎えた本年は、新たに環境団体交流会などが計画されているとお

聞きします。これら事業の成功とさらなる会の発展を心からご祈念申し上げます。 

 あわせて、今日まで大堀川の水辺をきれいにする会の活動に賜りましたすべてのご

厚意に対し、改めてご慰労と感謝の意を捧げまして、１０周年記念誌発行に寄せての

お祝の言葉といたします。 

 

平成１９年 吉日 
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大北 寛さんの撮影写真をお借りしました。 



１ 

１．１０年間の活動内容    

１０年間を振り返り当会が進めてきた活動

について紹介させていただきます。 

以下、先ず活動の概略を示し、続いて、当会

の主要な活動に対しそれぞれの実施内容を準

備作業や苦労話を交えて紹介します。 

1.1 活動の概略 

 当会の活動は１９９７年１月（平成９年）で

あり、市民に呼び掛けての川掃除の準備からス

タートしましたが、その後、以下のような活動

を進めてきました。 

（１）市民に呼び掛けた活動 

「春の川掃除」は３月下旬に国道６号線から

ふるさと公園前を経て大堀川河口を、「夏の生

き物調査」は７月下旬に子ども達にも呼び掛け

て、「秋の川掃除」は１０～１１月に高田地区

で実施しています。 

（２）会員による活動、他団体との連携活動 

北柏橋のそばに花壇を作った「種まき」、前

述の前身となる「生き物調査」を当初実施して

いました。２００３年の月例会・事務局運営が

開始し、毎月の「会員清掃」を恒例化し、美手

連主催の「手賀沼統一クリーンデイ」、千葉県

主催の「水質・生物の協働調査」への積極的に

参加してきました。 

（３）広報・啓発活動、その他の活動 

市内の小中学校等の学習参加、各種イベント

へのパネル展示での当会の活動、川の美化等を

紹介してきました。また、柏市に呼び掛けた活

動により川辺に掲示板の設置、国道６号線周辺

の遊歩道の整備等を行いました。 

当会活動はインターネットのホームページ

を通してご覧になれます。  

http://members3.jcom.home.ne.jp/ohorigawa/

main/  
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1.2 当会の誕生 

一人の市民の呼び掛けによってこの会は誕生

しました。その呼び掛け人であった当会の寺尾初

代代表による当時の回顧録を本節で紹介します。 

 

この会は１９９７年（平成９年）３月に初め

て清掃活動を行ったことが始まりですが、その

きっかけはその年の正月にありました。 

発起人となる寺尾の家に他県の親戚一家が

遊びに来て、たまたま手賀沼の話になりました。

沼に入る辺りの川に３羽のカモが居着いてい

るよということから、皆で見に行くことにしま

した。頭がきれいな緑色をした雄のカモをリー

ダーにいつも連れ添って泳いでいるのです。両

岸にまたがる広々としたふるさと公園と合わ

せて、地元で自慢のできる場所と思って出かけ

ました。 

しかし、出迎えてくれたのは３羽のカモだけ

ではありませんでした。よどんだ水面から頭を

出した自転車のハンドルや車輪、投げ捨てられ

たビニール袋、漂っている飲み物容器・・・。

甥っ子、姪っ子が「なるほど、手賀沼は汚い。

確かに日本一汚い」と大声ではしゃぐ始末でし

た。 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ふるさと公園前のゴミ  北柏橋のバイク 

 

これはどうなっているのかと休み明けに市

役所に電話で聞いてみました。すると大堀川の

管理は千葉県の仕事で、市は関係しないという

返事です。ではと探し回って見つけた県の担当

部署に聞くと、護岸の安全や洪水対策が主な仕

事で、住民が捨てたゴミの清掃などは県の管理

業務にありませんと言う。それでは、この見苦

しいゴミはどこも手を付けないのかと驚きま

した。 

丁度、町会の新年会があったのでこの話をす

ると、山歩きをしている人が、尾瀬沼などでは

登山団体の呼びかけで清掃活動があり、自分も

参加したという話をしてくれました。 

なるほど、らちの明かない行政に頼らずに、

市民の協力でゴミの除去はできるかもしれな

い。しかし、一人ではどうにもならず、どこか

応援してくれる団体はないものかと考えてい

たところ、北柏の駅近くで「市民ネットワー

ク・かしわ」の看板を見つけて飛び込み、運営

委員会で構想を説明すると快く後援をしてく

れることになりました。一方、計画する中核メ

ンバーを集めようと川沿いの土手に立て看板

を立て、呼びかけ文と連絡先を表示したところ、

早速７名の方から参加の連絡をいただきまし

た。 

 

当会の最初の「参加者募集」のたて看板 
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十分な手応えを感じて、市役所の環境関係の

部署と千葉県の土木事務所に、およその計画を

説明して了解を得た上、実施に向けた第１回準

備会を２月１６日（日）、市民ネットの事務所

を借りて開きました。８名の参加者で検討事

項：作業日時・作業範囲・作業方法・役所等連

絡先・道具作り・呼びかけ・広報・ご苦労さん

会・駐車場・班編成等を逐一審議決定し、現地

の確認も行いました。 

こうして合意された計画に基づき、３月２３

日（日）の実施日に向けた個々の準備に走り出

しました。市の広報紙へ掲載依頼をすると共に、

建設省北千葉導水路出張所、千葉県東葛飾土木

事務所へ実施内容を説明。道具の確保に地域に

ある松村組機材センターや矢内建設工業を訪

ね、ロープやシートの借用、古ベニヤの提供等

の協力をいただきました。また、使用した工場

用水を浄化後大堀川に排出している地元の食

品工場：アサヒ飲料と伊藤ハムに、作業の後の

ご苦労さん会に製品の提供をお願いしたとこ

ろ、快く了承され感激したものです。これら平

日の交渉には、退職している寺尾と専業主婦２

名が当たり成果を得ました。 

一方、川の中に捨てられた自転車や淀みに浮

かぶビニール袋などを、岸から安全に取り去る

工夫が必要でした。町中で見かけた竹薮の持ち

主を訪ねて採取の了解を取り、休日に皆で手頃

な太さで長さのある竹を２０本ほど切り出し

て枝を払い、大堀川の岸辺に運びました。移送

には矢内建設工業の社長さんが、直々に大きな

トラックを運転してくれて大助かりでした。そ

こで竹竿の先端にホームセンターで見つけた

鉤型の金物を取り付けました。この竹竿で離れ

たゴミを引き寄せ、あるいは鉤のついたロープ

の先端を自転車などに届かせようと考えたの

です。しかし、岸から離れたゴミも多く、何と

か舟が借りられないかと思いました。川の岸に

釣り用と思われる小舟が繋がれており、釣り人

に尋ね回って持ち主を見つけて交渉したとこ

ろ、当日自分で船を出してくれることになりま

した。 

竹竿やロープの事前準備の様子 (1997.3) 

案内チラシの裏に描いた「作業の要領」 

（掬い網、鉤付き棒、舟とロープなど） 

 

計画の中身が固まったところで、作業の参加

者を募集するチラシを作成・印刷し、市役所の

関係部署・新聞社・学校・近隣の住戸等に配布

しました。また、ふるさと公園など人の集まる

場所に立て札を立て、雨に濡れない工夫をして

持ち帰れるように配置したところ、日に日に枚

数が減って関心が寄せられているのが分かり

ました。 

いよいよ作業日１週間前の日曜日、総勢９人

の同志が集まり第２回目の準備会を開いて、最

後の打ち合わせをしました。道具を含め準備し

たことを皆に説明した上、進行手順・タイムス

ケジュール・本部要員と作業班リーダーの割り

振り・作業の注意点・ゴミの集積場所・ご苦労

さん会などを確認しました。 

こうして迎えた作業日当日は、朝のうち小

雨がちらつく生憎の天気でしたが、集合場所

には続々と人が集まり、開始予定時には７６

４ 

名を数えました。６班に分かれての作業は順

調に進みましたが、予想以上にきついところ

もありました。長い竹竿と松村組から借用し

た太いロープは水中の自転車などの引き上げ

に威力を発揮し、次々と大きな獲物を捕らえ

ましたが、半分泥に埋もれているものやスク

ーターなどの大物を高い岸に上げるのは、若 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バイクの引き上げ (1997.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ふるさと公園前のゴミさらい (1997.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川辺からの自転車の引き上げ (1997.3) 

者数人の力が必要でした。参加された柏日体

高校の先生・生徒１０数名が各所で見事な活

躍をしてくれました。ふるさと公園前の広い

水面には小舟が出動し、乗り込んだ参加者の手

で離れた浅瀬に打ち上げられた漂流物が取り

除かれました。 

こうして２時間余りの作業の末、引き上げた

自転車４４台、オートバイ・スクーター数台、

古タイヤ数本、拾ったゴミを入れた袋多数とい

う戦果でした。ゴミ袋や自転車などはごみ収集

車が近寄れる道路脇数箇所に集めて作業を終

えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泥の中から引き上げた自転車 (1997.3) 

 

参加者は見違えるほどきれいになった水辺

を見ながら柏ふるさと公園に集まり、そこのあ

ずまやでご苦労さん会を開きました。ビールと

おむすびは有料でしたが、地元食品会社から寄

贈されたお茶やハムは無償で皆さんにふるま

われて喜ばれました。疲れたが一仕事やり遂げ

た爽快感があるねとの評判でした。天気は何と

か持ち直し、ゴミの無くなった広い水面を３羽

のカモが悠々と泳いでいたのが印象的でした。 

この件は、翌日の朝日新聞千葉版に「市民７

０名が大堀川清掃」として写真入りで大きく報

じられたものです。 

４月１３日（日）に「大堀川ゴミ除去作戦を

楽しく振り返る会」を開催した折り、撮影され

たビデオを見ながら「また来年もやろうよ」と

いう声が揚がり、この会が発足した次第です。 
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 当時の人気者の３羽のカモ (1997.3) 

 

  /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 

 

朝日新聞千葉版で採り上げられた 

第１回の大堀川清掃 

 

 

きれいになった大堀川 (1997.3) 

 

 

 

皆様からの声 

大堀川１０年清掃大作戦のことはじめ 

･･･水底からひきあげられたものにびっくり･･･ 

土棚 光夫（現茨城在住の発足メンバー） 

１０年前の大堀川に架かる北柏橋。眺めはと

ても絶景ですが、橋の下の水は黒々と流れ、マ

コモだけがうっそうと繁るドブ川に見えまし

た。とりわけこの辺りは物の投棄が目立ち、川

面には自転車のハンドルらしきものが幾つか

突き出ています。この投棄物引き上げが始ま

り、大堀川清掃作戦の歴史のはじまりでもあり

ます。私たちは鼻が曲がるドブ川へ進む。思う

程に深くはなくホッとしました。悪戦苦闘、獲

物をロープに結びます。予め橋の上にロープを

固定しておき、地元の高校生多数、先生が「よ

いしょ」「よいしょ」と引き上げる。格闘およ

そ２時間余り、みんな無我夢中。自転車は数え

きれないほど、鉄屑、当時では珍しいオートバ

イも引き上げました。瓦礫の山となりました。

「こんなにあったのか！」この大漁の山？を

前にみんなは、喜んでよいのかどうか、しばし

複雑な思いに浸りました。しかし又満足そうな

顔も印象的でした。新聞には大量の瓦礫の山が

写真となって、大堀川清掃大作戦の象徴となっ

たように思います。 

６ 

1.3 市民参加の大掃除 

前日の風雨が嘘のように晴れ上がった平成

１８年１１月１２日の高田緑地公園、予想以上

の１５１名の参加者で受付が混み合い、５分遅

れの９時３５分、第１６回の大堀川水辺清掃が

始まりました。最初に当会からの挨拶、作業手

順の説明、皆での準備体操を行った後、新堤橋

から昭和橋までの約１．５ｋｍを８班に分けて

のゴミ収集、一般参加者も加え会員を中心とし

た胴長組１０名の川の中と収集袋を持った水

辺組が呼応しての作業、いつもながら驚くほど

のゴミの量です。 

今年は秋口から天候不順で時に大雨となり、

上流からゴミが押し出され、自転車などの大物

ゴミは少なくなったものの、ポイ捨てのビン

缶・ペットボトルやビニール系のゴミはいっこ

うに減る気配はありません。２時間ほどの成果

は大袋３３、小袋１１８、自転車２、タイヤ５、

バッテリー５、家電製品３、その他パイプ椅子

や布団毛布など、手提げ金庫もありました。 

１１時３０分に公園中央に広げた青シート

の上に、作業を終えて若干の疲れと達成感の顔

付きの面々が三々五々と集まり、協賛頂いた会

社のソーセージやコーヒー・お茶と、実費負担

のおにぎりとビール・発泡酒でご苦労さん会を

楽しみました。 

高田小学校の生徒たちの「大堀川のマップづ

くり」も紹介され、今回初めての地元野菜を景

品としたビンゴゲームで座が盛り上がるうち

に、次回の参加をお願いして閉会となりました。 

秋の大掃除前の準備体操 (2006.11) 

振り返れば、１０年前の平成９年３月（１９

９７年）の第１回目の清掃活動が懐かしく思い

出されます。その頃の大堀川は市民の散策など

の憩いの場所とは言いながら、どす黒い川の中

に様々のゴミが浮遊し、水面から自転車など大

物ゴミが散見される有様でした。見苦しい自転

車などを取り除こうと有志の方々が集まり、準

備会を重ね、参加者募集のちらしを配り、市の

広報や地方紙で参加者を募り、３月２３日小雨

の中でしたが「大堀川のゴミ除去作戦」が国道

６号線下から柏ふるさと公園までの１．３ｋｍ

で実施されました。作業後のご苦労さん会では

「是非来年もやろう」と声が上がり、企画側で

予期しない展開となりました。翌日の新聞でも

「市民７０人が大堀川清掃」と取り上げられ、

その反応に驚きながら嬉しい思いをしました。 

以来、毎年市民に呼び掛けて、春は国道６号

線下からふるさと公園まで、秋は高田近隣セン

ター付近の勝橋から昭和橋までのゴミ拾い清

掃活動を実施することになりました。 

（１）参加者の推移 

毎回のイベント開催に、案内ちらしを 1000

枚程作成し近隣の町内や関係ボランティア団

体に配付します。開催直前には大堀川を散策し

ている人々にもちらしを手渡し、参加をお願い

します。また、今までの参加者にはハガキでご

案内を送付します。更に市の広報やミニコミ紙

に開催通知を掲載して参加を呼び掛けます。 

以下、春秋の参加者の実数です。 

 

参加者数の推移 (人) 

年 1997 1998 1999 2000 2001 

春 76 66 49 47 53 

秋 ― ― ― ― 67 
 

年 2002  2003 2004 2005 2006 

春 67 89 98 78 106 

秋 78 94 102 121 151 

 



７ 

呼び掛けに色々と手を尽くし工夫をしても、

参加者は当日の天候に左右されます。雨天順延

は２００１年（平成１３年）の第５回春の清掃

だけでしたが、いつも開催一週間前からその日

の天気が気に掛かります。 

スタートから４年間は年１回の春の清掃(柏

ふるさと公園地区)のみでしたから、リピーター

が育たず、５０名を割るような状況もありまし

た。熱心な参加者には入会を誘い、ワイルドフ

ラワーの種まきや生物調査など始めましたが、

一般参加者には忘れた頃に開催される感じが

したかも知れません。２００１年の秋の高田地

区の清掃活動をもスタートさせた頃から、当会

の認知度も上がり軌道に乗ってきた感じがし

ます。 

春３月末の柏ふるさと公園開催と秋１０月

末の高田緑地開催を比べますと、参加者数は後

発の秋の高田緑地に軍配が上がります。春秋の

季節の違いはあるものの、参加者の交通の便の

良否や近隣住民の大堀川との係わり合い、常日

頃のウォーキングやジョギングなどによる身

近な遊歩道の利用の違いとも言えます。 

しかしながら、春の柏ふるさと公園地区の清

掃も１０年目にして初めて１００人の大台を

クリアしましたので、恒例行事として定着して

きたと思います。 

（２）道具について 

岸辺から川の中のゴミを取り除く道具は、市

販のもので適当なものが見当たらないので、用

途を考えながら手作りとなります。知り合いの

竹藪から竹を切り出し、竹竿の先に鉤金具やひ

っかき棒を針金で取付けて準備します。ヘドロ

の中の自転車などを引き揚げるためにロープ

の先にひっかける金具を取付けます。 

また、川の中の作業のため釣人が使うゴムの

胴長を年々買い増し１０数着となりました。 

ふるさと公園に面する水の深い場所には、初

年度釣り舟を借りて対応しましたが、翌年から

２人乗のゴムボートを準備しました。更には、

２００５年には寄贈いただいたアルミ製ボー

トも新登場しました。 

はじめのうちは道具を各人宅に持ち帰って

いましたが、段々増えて搬送出来ないものもあ

り、市役所から大堀川沿いの遊休施設を道具小

屋として借用しました。その他の用具として、

火ばさみ、すくい網、水の中のゴミ収集のタラ

イ、収集したゴミ運搬用台車、草刈機、生物調

査の諸用具、イベント用の机椅子、各種ゴミ袋 

 

 胴長を履いて川の中のゴミ拾い (2003.10) 

ゴムボートで深みのゴミ集め (2002.3) 

アルミ製ボートの新登場 (2005.8) 

８ 

等が所狭しと保管され、定期的に棚卸し整理と

調達を実施しています。 

（３）賛助いただいた団体 

この１０年間、手探りの清掃活動でしたが、

多くの人々・団体が物心両面から当会を支えて

戴きました。柏市関連諸部門・国土交通省及び

千葉県の河川関連事務所など行政部門はもと

より、スタート時の用具の揃わない間、松村組

などから機材の貸与を受けました。「手賀沼の

浄化を考える会」や「フォトスリー」などボラ

ンティア団体にはイベント開催に快くご協力

いただきましたし、地方紙の皆さんには広報な

どでお世話になりました。 

なかでも、第１回の立ち上げ時より後援して

戴いた、市民ネットワーク・かしわに感謝申し

上げたいと思います。北柏橋から１～２分のロ

ケーションで、当初から打合せ会の場所として

利用させて頂きました。また、春秋のイベント

を共催の立場で、言葉どおりの人も物もバック

アップして戴きました。現在も毎月の例会の開

催場所でお世話になっています。 

市民に呼び掛けて清掃活動が１０年続いた

要因の一つとして、作業後のご苦労さん会を楽

しんだことが挙げられます。１０年間一度もと

ぎれることなく、アサヒ飲料さんと伊藤ハムさ

んには飲み物とソーセージを提供戴き、イベン

トに華を添えて頂きました。 

（４）ゴミの状況 

平成１２年から北千葉導水の開通により大

堀川にも注水され、周辺地域の公共下水道の整

備も相まって水質が改善され、魚や鳥など生き

物も多く見られるようになりました。 

自転車４４台を収集した１０年前と比べる

と、大堀川とその水辺は確かにきれいになりま

したが、ポイ捨てゴミは一向に減る気配はあり

ません。何時の間にか家電製品や工事の残材な

ど橋脚付近に投げ込まれています。ビニール、

プラスチック系のゴミが一番目立ち、雨後の水

辺の枝に旗めいています。 

市民の皆さんに呼び掛けての清掃活動は柏

市の提唱する「ポイ捨て禁止」の啓発運動の一

助を担っていると思っていますが、残念ながら

大堀川の現状はその成果が充分出ているとは

言えません。 

『ゴミを捨てる人がいるから拾うのか、ゴミ 

を拾う人がいるから捨てるのか』 

いたちごっこは続きますが、ポイ捨て禁止のメ

ッセージを掲げながら、今後も清掃活動を続け

ていきたいと考えます。 

 

一向に減らないプラスチック系ゴミ (2005) 

皆様からの声 

アサヒ飲料株式会社 柏工場  

 工場長 二反田 貴浩 様 

 １０周年記念おめでとうございます。 

 弊社は大堀川沿いに位置し、工場の浄化後の

水を放流しております。 

 環境保全は、私共水を主原料とする製品を生

産している者にとり、当然の責務と認識してお

ります。今後とも最大限のご協力をさせていた

だきたいと存じます。 

 よろしくお願い致します。 

 

伊藤ハム株式会社 東京工場  

 工場長 日下 秀 様 

 １０周年記念誠におめでとうございます。心

よりお祝い申し上げます。 

 皆様の多大なるご努力に感謝申し上げるとと

もに、今後ともますますのご活躍を祈念いたし

ます。 
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現在の大堀川の水辺には綺麗な姿のカワセ

ミが飛び、渡り鳥の白鷺が小魚をついばみ優雅

に自然とマッチし、川には鯉が清水の中を悠然

と泳いでいて歩道わきには桜並木、すすき、若

草、花壇の花が毎年季節ごとに美しい姿を見せ

てくれ心を和ませてくれる。 

 大堀川周辺の散策道路も綺麗に整備され散

歩する人、ジョギング、サイクリングと思い思

いに自然を堪能し美しいオゾンいっぱいの空

気を吸収し身体に良い環境を作り出している。

しかし私が転勤で平成３年頃に柏に住む様に

なり退屈しのぎに大堀川周辺を散歩した時の

大堀川は悪臭を発散し周辺の住宅地から調整

堰に流れこむ生活排水、洗濯洗剤の“アワ”、

空カン、粗大ゴミが捨てられていてテレビ、ラ

ジオで日本一汚染された手賀沼の一つの重大

な原因であったと思います。 

 私自身も自然環境への感心は微塵にもあり

ませんでした。大堀川の水辺をきれいにする会

のボランテァに参加し川の浄化には行政の力、

又個人個人の川を汚さないと思う心が必要で

あると感じました。大堀川を美しく保つには個

人の自然環境を守る心と環境を維持しようと

するボランテァ精神が一体となった時に大堀

川の美しい環境は保たれると思います。 
 

 高田小の生徒が、大堀川に架かる橋上で鮭が

産卵のため泳いでいるのを発見、柏の住宅街の

川で、鮭が見られたテレビニュースが流れまし

た。汚染度全国一の手賀沼となった要因に悪臭

ただよう大堀川が、こんなにまできれいになっ

たかと感激しました。 

 私は犬の散歩を兼ね自身の健康のため毎朝

大堀川の川岸を歩いています。桜花や群れる鯉、

小魚をついばむかわせみを愛で、様々散歩する

方々との出会いを楽しんでいます。 

 しかし、相変わらず心ない人がゴミを捨て川

を汚しています。 

 私はこの会の清掃に参加して数年ですが、小

学生から大学の先生、船橋や鎌倉の各地の方々

が参加されているのに驚き、地元の私はより積

極的に参加し、きれいな川にしようと考えてい

ます。 

 

 ３年前浜松から引越してきました。浜松に住

んでいた時も、すぐ近くに川に沿った遊歩道が

ありよくウォーキングしていました。その遊歩

道と比べてゴミが多いのに気がつきました。そ

の時にこの会の存在を知り、参加しました。ゴ

ミを拾い終わった時の満足感、爽快感は、日頃

のストレス解消にもなります。 

 子供達も外で遊ぶということがなくなって

しまいました。まだまだご褒美目当てのところ

もありますが、身近な自然を大切にする心が育

ってくれればと思っています。これからも「い

ちボランティア」として活動に参加して、地域

とのつながりもできていければと思います。そ

して子供達にとって柏がふるさとになって欲

しいです。来春、遊歩道が手賀沼まで通じ、大

堀川から歩いて手賀沼まで家族で行けるのを

楽しみにしています。 

 

ふるさと公園前の中洲のそばで (1998.3) 

私と大堀川との出逢い 

野田 俊徳（一般参加の市民） 

大堀川の清掃に参加して 

今田 優子（一般参加の市民） 

大堀川の清掃に参加して 

勝畑 胖（一般参加の市民） 
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1.4 子ども達との生き物調査 

生き物調査はとても楽しいイベントです。清

掃を始めてしばらくして、この大堀川には「ど

んな生き物がいるんだろう。」と話題となり、

調査をはじめました。 

会員による最初の生き物調査(1998) 

 

当初は場所も定めず、会員だけで魚の種類を

確認するにとどまっていましたが、２００１年

から子ども達も加わり、中流の定点での調査と

なり今も続いています。 

現地は国道１６号線と６号線の交わる呼塚

交差点から北西へ１km の地点で、こんぶくろ

池を源流とした地金堀が大堀川の本流に合流

するデルタであり、魚を追い込んで捕らえるに

は絶好の場所です。 

 

 “地金堀”出口の生き物調査ポイント(2003) 

 

７月の夏休み、朝９時前後から親子連れで大

人も子どもも集まってきます。 

川の中では上流と下流から二手に分かれて、

刺し網をいっぱいに広げ、棹で川面を叩きなが

ら追込み隊が逃げる魚を足に感じつつ地金堀

方向に追い込んでいきます。 

いよいよ子ども達の出番です。待ちに待った

「もう入ってもいいよ」の一言に、網を手に濡

れるのもかまわず歓声をあげ鯉をおいかける

子、迷った挙句そっと川に入って水の感触を楽

しむ子、そろりと網を持ち上げて捕れた獲物を

覗く子、それぞれに魚やえびを捕まえてはタラ

イに放り込みます。 

 

 水面をたたいて地金堀に追込みます！ 

  追い込むとからす網で出口を塞ぎます！ 

 子ども達が水辺に入って魚捕り (2005) 
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魚捕りが一段落し、みんなで生き物を川から

引き上げます。 

環境学習アドバイザーの鈴木優子先生によ

るお話です。種類別にそれぞれ容器に分けた生

き物を指差す先を子ども達が熱心に見つめて

います。 

 

鈴木先生と生き物を観察している様子(2006) 

 

先生から川での食物連鎖のこと、オイカワの

美しい婚姻色のこと、メダカのひれの特徴のこ

と、魚は体温が低く人が長く持つと火傷するこ

と等など魚の見分け方から接し方、環境への適

応性までわかりやすく教えてもらっています。 

説明が終わると捕った生き物たちはそおっ

と川へ戻してあげます。 

水質検査の実験の様子 (2005) 

 

また、子ども達には川の水質について COD

や透視度を自分で体験できるコーナーもあり 

各所で集めたいろいろな水を興味深く比較し

ています。 

ここ数年に採取した生き物の種類と数量を

別表にまとめてみましたが、２０００年に北千

葉導水事業の本格注水が始まって以来、水質が

改良され、利根川の生き物が多く見られるよう

になってきました。 

川の浄化とともに、水辺の生息環境が残って

いる所に生物が戻ってきます。そこに棲む生き

物たちを今後とも見守っていきたいと思いま

す。 

 

 

 

「
大
堀
川
の
生
き
物
調
査
」
の
報
告
書 

皆様からの声 

鈴木優子さん 

（千葉県環境学習アドバイザー）  

悲願！大堀川の水質浄化が、毎夏、住民と

ともに魚しらべを実施して、楽しめる（主催

者は大変でしょうが）環境学習となっていま

す。水も漏らさぬ計画と、当日はサービス精

神いっぱいで見せる場面、魚を追い込む頭脳

戦、親子の魚掬いの様子を水神様がどこかで、

にっこり、見ておられることでしょう。魚の

数も種も多くて、繁殖期の美しい色合いや、

まさかの種類もいたり？ドキドキ緊張しま

す。川の水面は私たちの暮らしの水鏡、そし

て、生き物がいることを実感します。 
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採取した生き物の種類と数量（下線の生き物は表下の図鑑を参照下さい。） 

種 類 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
コイ ○ ○ ○  4 30 10 
ゲンゴロウブナ    18 28   
ギンブナ    1    
モツゴ ○ ○ ○ 111 6 85 240 
オイカワ ○ ○ ○ 3 1 21 5 
ハス    3 4 6  
ワタカ    2 1  2 
ウグイ    2    
モロコ   ○ 2 1 4 12 
ムギツク      3  
チチブ      1  
ヨシノボリ ○  ○ 44 69 18 150 
メダカ   ○ 4 4 5 3 
ドジョウ     1   
オタマジャクシ    46 9 17 17 
スジエビ  ○  9 211 30 80 
アメリカザリガニ ○ ○  7 20 2 1 
アメンボウ    6  1 3 
ヤゴ    1   1 
ガムシ    1    
オケラ     1   
ミズカマキリ      1  
サカマキガイ    1 1   

（○印は存在を確認したもの、数字は匹数を示しています。） 
 

モツゴ   6～9cm 

水の汚れに強い魚。 

受け口、おちょぼ口、

クチボソとも言わる。 
 

オイカワ 8～15cm 

尻ビレが大きく、繁殖

期の色、あざやか。や

や酸欠に弱い。 
 

ヨシノボリ  7cm 

流れの緩やかな所で、

昆虫やユスリカの幼

虫などを食べる。 
 

メダカ   2～4cm 

都市部で絶滅寸前。 

でも大堀川では「メダ

カの学校」開校中。 
 

スジエビ 56cm 

透明、黒スジがある。

外から食べたものが

透けて見え楽しい。 

 

モロコ    10～15cm 

体は細長く、口は上向

き短い口ひげあり。 

川、池などの淀みにい

る。  

（写真は神奈川県水産総合研究所内水面試験場の提供） 
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1.5 会員による毎月の川掃除等 

（１）場所を変えての川掃除 

  従来の清掃活動は、春と秋の大掃除の二

大イベントと、会員からの提案で、随時、

大堀川と、ふるさと大橋の下やふれあい緑

道の側溝などを実施していました。 

  そのような中で、会員から、なかなかき

れいにならないし、ゴミの溜まっていると

ころが多い、何とか毎月清掃に定例化して

ゴミの無い大堀川にしようではないかとの

声が上がった。 

そこで、恒例の３大行事や美手連の行事

などの無い月に、出られる人だけで良いか

ら会員清掃をしよう、ということになり、

始まったものです。 

  毎月の例会で、翌月の清掃場所と担当幹

事を決め、200５年１月 1２日の 16 号線

下～松ヶ崎橋間の清掃以来、定例行事にな

っています。 

  こうして始まった、昭和橋～16 号線の

初音橋間を清掃しているときの事でした。 

  昭和橋を通りかかった初老のご婦人が、

我々の掃除の様子をじっと見ていて、こう

声を掛けられました。 

 “私は、この近くに何１０年も住んで通っ

ていますが、こんな事をしてくださるのは、

初めて見ました。 はああ！ ご苦労さま

です。”・・・・・と、我々には思わぬ言葉

をもらって、多くの人に伝わってもらえば

良いが・・と念じつつ、ゴミ拾いを続けた

ものでした。 

  上流の流山市域にも広がった実施状況と、

ゴミの収集成果の場面を紹介します。 

 

 2005 年 5 月の昭和橋から上流の清掃 
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大堀川全域に渡っての会員清掃 （枠内は各地点の実施年月日） 
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（２）木崎橋～松ヶ崎橋間の清掃レポートか

ら： 

毎月の活動の様子を、参加者によってレポ

ートとして記録するようにしていますが、以

下のような感じでやっています。 

 

（実施日時）2006.1.18(水)、9:30～11:15   

（参加者）１１名 

（実施場所）大堀川木崎橋から国道６号線下ま

で及び木崎橋上流１００ｍまで 

（収集ゴミ）大袋×15、小袋×10,、自転車×

４、バイク×１、タイヤ×１、他 

（コメント） 

2006 年初めての会員清掃、肌寒い中でス

タートしましたが、間もなく陽もさしてきま

した。当初木崎橋から国道６号線までの清掃

を予定していましたが、木崎橋上流側も見苦

しいほど汚れて、自転車放棄もありましたの

で、二手に分かれました。カワセミも一瞬姿

を見せ、清掃のし甲斐があることを感じまし

た。取っても取っても少しも減らないゴミで

すが、今年も頑張ってゴミ拾いをしたいと思

います。 

（３）大堀川階段よみがえれ活動 

 大堀川には、川辺に降りて水に親しむことの

できる階段が随所にあります。しかし、ここ数

年の間、手入れがないことにより、階段には土

が溜まり雑草が生い茂ったり、場所によっては

階段を押しのけて雑木が大きくなった場所も

ありました。 

そこで、｢大堀川階段よみがえれ活動｣です。

２００６年７、８、10 月にかけて、ＪＲ陸橋

からふるさと大橋の間の川辺に降りる階段の

雑木、雑草、土ダマリをきれいにしました。 

北柏橋の直ぐそばの右岸の階段にて 

清掃の前 

清掃中 

清掃の後 



１５ 

 JR 陸橋からふるさと大橋の間には、左岸５

ヶ所、右岸 6 ヶ所の階段がありますが、 ｢大

堀川階段よみがえれ活動｣の起案者による手書

きの実施案をもとに、３ヶ月に渡って順々にこ

なしていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起案者による手書きの階段清掃の実施計画案 （2006.6) 
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1.6 水質調査活動 

（１）源流調査 

川の掃除をしていると自然に源流はどうな

っているのか水質はどうなんだろうと調べて

みたくなり、平成１４年に、大堀川の本流系は

流山市駒木台まで、地金堀系は柏市大室まで踏

査しつつ、パックテストなどの水質調査をしま

した。この調査から大堀川の源流には湧水がほ

とんどなく、家庭排水、工場排水が主であり、

その水質（ＣＯＤ）はかなり汚いものであるこ

とを知り、この結果を流山市役所、都市整備公

団、千葉県企業庁に報告して意見交換などしま

した。 

（２）協働調査 

県の手賀沼水循環回復行動計画による手賀

沼流域の水質・水生生物の協働調査が平成１５

年度より始められ、柏地区大堀川については当

会が主担当となって、源流調査の経験を生かし

ながら市役所、環境保全協議会などと一緒に調

査を実施してきました。 

初めは高田から合流点に至る本流系の調査

だけでしたが２回目から地金堀系も対象にし、

その後更に汚染経路を掴むべくいくつかの支

流の調査も加えるようになりました。 

測定技術は最初、個人差も大きく心もとない

データもありましたが、次第にポイントを掴ん

で標準化し誤差を少なくするように努めまし

た。一度、ヨシザワＬＡ（株）さんのご協力で

公定法での測定もしていただき、肝腎なＣＯＤ

は我々のパックテスト結果と相関があること

も分かり安心しました。 

（３）協働調査のＣＯＤ等の結果概要 

平成１５年度から４年度にわたって各年２

回実施してきた、これまでの全ての測定結果の

要約を以下にまとめます。 

・ 高田以東の本流系は１回だけ異常値の発

生がありましたがこれは支流の工事中が原

因だったようで、あとはＣＯＤが５～７く

らいに大体安定しています。ただ支流には

例えば高田緑地東側支流のようにＣＯＤ､

アンモニア性窒素、硝酸性窒素が共に高く

汚れた箇所があり要注意です。 

・ なお北千葉導水注入前を測定してみた時

にはＣＯＤ１５､アンモニア性窒素６と注

入後より遥かに高く、大堀川本流は導水注

入で良好な水質が保たれていることを再確

認しました。 

・ 田中中学校以南の地金堀系は、上流では比

較的きれいですが何時も花卉卸売市場前で

（どこから汚水が入ってくるのかはっきり

しませんが）ＣＯＤが１５くらいに悪化し、

その下流では西側の若柴地区から来る支流

も汚く、このため松葉町を流れる水は雨水

が入ってもＣＯＤ１０近辺と本流系に比べ

よくない状態が続いています。また異常に

高い値が出る時もあり強い汚染源の存在が

推測されます。 

・ これらの結果合流後ではＣＯＤ平均７位

とまずまずの水質で手賀沼に向かうことに

なります。 

・ 上記の通り支流系統の排出源にはまだま

だ問題があり、早急な対策が求められます。 

・ なお、高田緑地前で行う底生水生生物調査

では、これまでセスジユスリカとアメリカ

ザリガニが主で水質等級はⅣでしたが、１

８年６月には嬉しいことにスジエビ生息が

確認され等級Ⅱに昇格しました。 

パックテストで色比較 
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（４）ＣＯＤ値の４年間のデータ集計 

調査地点毎のこれまでの全てのＣＯＤ値の

範囲と異常値を除いた平均値を下図に示しま

す。 

 

なお、赤の吹出し枠は、ＣＯＤ値の良くなか

った地点であり、今後、経過観察を行いたい状

況にあります。 

 

 

（測定地点）  

本流系 地金堀系 

主流 支流 主流 支流 

8 高田緑地前 

9-1 地金堀との合

流前 

10 本流地金堀合

流後 

8-1 高田緑地西側

樋管 

8-2 高田緑地東側

支流 

25 田中中学校裏 

26 花卉卸売市場入口

27 松葉町 6 ﾊﾞｽ停傍 

28 松葉町 1 ｺｰﾌﾟﾀｳﾝ

傍 

9-2 地金堀出口 

27-1 若柴東葛卸売 
ｾﾝﾀｰ傍支流 

27-2 松葉町靴卸売 
ｾﾝﾀｰ傍支流 

9-4 地金堀出口前西

支流 

調査地点毎の４年間のＣＯＤ値 

凡例：          →(25)：調査地点№、3～13：実績値の範囲、*7：異常値除いた平均値 

(25) 3~13 *7 

(27-2) 4~100 *15 
(27) 4~50 *11

(28) 4~30 *9 

(10) 3~14 *7 

(9-2) 4~20 *10 (9-1) 1~13 *5 

(8) 2~13 *7 

(8-1) 5~50 *11 

(8-2) 4~18 *18 

(27-1) 4~50 *19 

(9-4)3~20 *14 

本流系 

地金堀系 

高田緑地 

(26) 7~75 *15 

至手賀沼 

公設市場 

(25) 3~13 *7 
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（５）最新の水質データの例 
 

 平成１８年１２月６日に実施した最新の測

定結果を、大堀川の本流系と地金堀系のそれぞ

れの主流の各３地点について下表に示します。 

 
2006 年 12 月に実施した最新の水質データ例  

本流系 地金堀系 

№8 №9-1 №10 №25 №27 №9-2 

   

調査地点 
高田緑地

前 
地金堀と

合流前 
地金堀と

合流後 
田中中学

校裏 
松葉町 6 

ﾊﾞｽ車庫傍 
地金堀 
出口 

流 量  (m３/ｓ) (0.73)＊ (0.87) （約 1.2） 0.03 0.13 0.20 

透視度  ( cm ) 30 以上 30 以上 30 以上 30 以上 30 以上 30 以上 

電気伝導率 (μS/cm) 165 330 410 260 420 730 

ＣＯＤ   (mg/Ｌ) 13 4 6 4 10 6 

硝酸性窒素 (mg/Ｌ) 2.3 2.3 2.3 0.23 2.3 4.6 

リン酸性リン (mg/Ｌ) 0.033 0.033 0.066 0.016 0.33 0.066 

（平成 18 年 12 月 6 日測定、（ ）は今回測定出来なかったため以前のデータを掲示、  

なお、調査地点の No.は、前ページの測定地点番号を指す。） 

 

（６）協働調査の活動模様 

 本流系と地金堀系の２班に分かれての調査

を行いました。水採取用のバケツ、透視度計、

パックテスト試材などを持ち運んでの作業で

す。それぞれの班は上流から作業を進め、地

金堀と大堀川の本流との合流地点に集まり、

ご苦労さんとなります。 

 それらの模様を、時期は異なりますが、いく

つか写真で紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

松葉町 6 丁目・地金堀系の調査 (2006.12) 

本流地金堀合流点に全員集合 (2006.12) 高田緑地前・本流系の調査 (2005.5) 



１９ 

1.7 広報・啓発活動 

当会の広報･啓発に類する活動は、本来は大 

堀川の大掃除への参加を市民の皆様に呼びか

けることがその最たるものかと思いますが、こ

れらの活動に伴って色々なところと絆が生ま

れ、その絆を通して自然に広報･啓発の機会が

得られそれを活用して来たというのが正直な

ところです。 

主な活動は次のようになります。 

・ いろいろな場での活動発表 

・ 展示会への出展 

・ １８年度から始まった掲示板活用 

・ 活動報告書の作成 

・ 他団体広報誌での会の紹介 等々 

（１）活動発表 

活動発表の初体験は２０００年２月の柏市

“まちづくりシンポジウム２０００”でしたが、

その後段々といろいろなところからお呼びが

かかるようになって、２００３年からは大堀川

近隣の小学校での総合学習に参加して川や掃

除活動の話をするようになり、更に２００５年

から高校生ボランティア体験講座でも話をし

ています。 

変わったところでは手賀沼学会や日韓学生

環境ギャザリングという国際的？な会合での

発表があります。 

 

①「２１世紀の柏を語る」で発表 

２０００年２月に柏市が進めていた２１世

紀に相応しい将来像都市を築き上げる“第四時

総合計画”の策定に反映させるためのイベント

で発表しました。 

東京理科大学の渡辺教授がコーディネータ

で、社会福祉、文化・スポーツ・環境保全等の

分野で活動している３つの団体の１番手とし

て、当会から「市民の手による河川の環境保全、

親水利用」ということで発表しました。 

小平さんによる「子どものころの大堀川は川

底の砂がキラキラ光っていた。」等の思い出を

交え、ビデオによる活動状況の紹介も行いまし

た。 
 

柏市のイベントで当会も発表 (2000.2) 

 

②小学校の総合学習への参加 

２００３年６月に柏第四小学校から、その前

年柏市小中学校教職員大会で講演したのがき

っかけで要請を受けたのが最初でした。子ども

達にどう話したら理解してもらえるだろうか

と戸惑いながら汗を拭き拭きやりましたが、予

想以上に真面目に聴いてもらえてホッとした

のを覚えています。 

以降、柏四小で１回、高田小で２回実施しま

した。話の中身は大堀川の現状、清掃活動、生

き物調査などですが、出来るだけパソコンやビ

デオの映像を使ってわかりやすくすることに

心がけています。 

質問はなかなか活発で、これまでの中からユ

ニークなものを紹介しますと 

・ 大堀川が生まれたのはいつですか 

・ 一日にどれだけのゴミが捨てられますか 

・ 最初に棲んだ生き物は何ですか 

等で回答者も四苦八苦でした。 

熱心に目を輝かせて聴いてもらえると、この

子ども達にはなんとしてもよい環境を残した

いと思わずにはいられません。大堀川の大掃除

２０ 

にはいつもこの両小学校から沢山の生徒が参

加してくれて大助かりです。今後もこのよい関

係を続けて行きたいと願っています。 
 

柏四小での活動報告 (2004.7) 

高田小での活動報告 (2006.9) 

 

③高校生ボランティア講座 

平成１７年、１８年と千葉県主催の夏の高校

生ボランティア体験講座というイベントに呼

ばれ、５０名くらいの参加者に当会の活動発表

をしています。 

高校生ともなるとその場で手応えを感じる

程単純ではありませんが、講座最後の彼らの体

験発表では考え方や生き方を変える契機にな

ったという報告もあったそうで、なにがしか刺

激にはなったのでしょう。今後も機会があれば

話しを続けたいと思います。 

 

 

（２）展示会への出展 

平成１４年の公民館フェスティバルに活動

展示したのを皮切りに、機会があれば出来るだ

け出展するようにして来ました。毎年恒例とな

っているのは、 

・手賀沼流域フォーラム、 

・柏の生き物展、 

・かしわ環境ステーション展示会等 

で、他に公民館フェスタや柏インフォーメーシ

ョンセンター等にも出させてもらっています。 

展示内容は主に写真で紹介する清掃や生き

物調査の実施状況で、奇麗なカワセミの写真も

載せています。 

紙貼りのやや古典的スタイルですが、最近他

の団体は人目をひきつけるよう工夫を凝らし

ており当会も見劣りしない展示アイデアが求

められます。情報時代にこれからも積極的に対

応していきます。 

公民館フェスタにて（福祉会館）(2003.9) 

柏インフォメーションセンタにて (2004.6) 
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かしわ環境ステーション開所式 (2005.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手賀沼流域フォーラムへの出展 (2006.10) 

 

（３）掲示板での広報 

大堀川沿いを通る人たちに川のことや我々

の活動のことをもっと知ってもらったらゴミ

を少なくすることにつながるのではと掲示板

を設置することを企画し市と折衝してきまし

たが、平成１７年末に公園緑政課のご尽力で高

田緑地と北柏の風車小屋傍に１基づつが完成

しました。 

会のイベントのお知らせや会の活動報告な

どに加えて、柏第四小学校や高田小学校の生徒

さんに大堀川に関するポスターを描いてもら

い展示してきました。かわいらしい絵は散策の

人たちにも大人気でして、きっとゴミを捨てよ

うとする人にも待てよと思わせてくれている

と思います。 

ネットの時代と言われますが、誰でも見られ

るこの掲示板をもっと有効活用してきれいで

楽しい大堀川にしていくのが夢です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大堀川の遊歩道ワキの掲示板 (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲示板の中の子ども達の啓発ポスター (2005) 

 
 
 
 

（４）他団体からの表彰 

さわやかハートかしわ推進協議会から平成

１３年（２００１年）３月５日に「功績が誠に

顕著な団体として」、また、東葛飾地区さわや

かハートちば推進協議会から平成１４年（２０

０２）年２月１９日に「優良実践団体として」

表彰されました。 
 

２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当会も表彰されました（2001,2002 年） 

 

また、２００５年に行われたＮＨＫによる

「地球だいすき環境コンテスト」に活動報告を

行いました。大きな章はいただけませんでした

が、画面上から当会名称のテロップが流れまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ「地球だいすき環境コンテスト」で 

頑張っている団体として当会も紹介 

（2005） 

 

 

 

（５）その他 

・ 平成１５年９月に初めての本格的報告書

である「大堀川の生き物調査」を出版し好評

を博しました。 

・ 美手連をはじめ他の団体の広報誌や記念

誌を活用して当会の活動を積極的に紹介し

ています。 

・ 会員が近隣の団体や学校が行うイベント

に出来るだけ参加して関係を深めています。 

・ かしわ環境ステーションや手賀沼学会な

ど地域の活動に会員個人が参画し、知見を広

げるとともに情報交流の機会としても活用

しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当会のシンボル 

２００１年にできた当会の旗 

（左はそれ以前の手作りの旗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００５年にできた当会の帽子 

 
 



２３ 

1.8 会員の親睦あれこれ 

毎月の例会も終わり近くになると、なぜかそ

わそわし始めて、閉会後は誰かれということな

く声を掛け、近くのお店の‘暖簾’をくぐるこ

とが恒例になっていました。 無論、アルコー

ルが入るとますます和気あいあい・・・お互い

多方面の話題が飛び交ってきます。  

そんな二次会談の中から、花見に行こう、温

泉に行こう、山に行こう、ウォーキングをやろ

う等々と盛り上がり、いくつかの企画が生まれ

ました。 

紙面の都合上、会員の各行事レポートからほ

んの一部を抜粋して紹介します。 

 

柏近辺の桜は４月に入ってからの暖かさで

満開近いというのに今井の桜は残念にもまだ

平均二分咲きくらいだったが、２ｋｍ程も続く

その立派な並木道をわが老人隊は精一杯花見

気分を演出しつつ散策。               

並木の途中

の桜の下で昼

食の宴開催、

久保田さんが

作ってくれた

立派なお弁当

とちょっぴり

のアルコールですぐに盛り上がり、いい気分で

帽子を川の中に飛ばされてしまった人も。 

午後は進路

を北にとって、

手賀川南部、

旧沼南町の田

園地帯を歴史

などを訪ねて

ウォーキング。

草木の芽吹きと花々、鄙びたお寺、あちこちに

あるお墓、畑と豪壮な農家、教会等々、春風の

中ののんびりした里山の風情はとても心地よ

かった。・・・・・ 

  

１２時少し前、黒磯着。１２時３０分、大丸

温泉行のバスの乗客となった。終点の那須ロー

プウエイでスイッチバックして那須自然研究

路迄行き、ここから北温泉目指して歩き始めた。 

 遅咲きのツツジがちらほら残る中、視界１０

数メータ-、露で湿った枝をやっとくぐって歩く。

半時歩いただろうか、旭・北湯バス停着。更に

降って徒歩約３０分、北温泉旅館は両脇を屏風

のように切り立った崖の谷底の中、ボーボーと

煙る湯の先にぼんやりと姿を現した。時計はほ

ぼ３時。 

部屋の茶菓子も手付かず内に、４・５人があ

たふたと手拭を下げて出て行ったとみるや、玄 

関先の温泉プールに出現。な、なんと full-chin

ではないかっ～～～！ 湯煙で煙っていると

は云え、外界からは遮るものなくムボービその

金山落（かなやまおとし）お花見とウォー

キング顛末記     ・・・２００５年４月７日 

北温泉一泊旅行顛末記 ・・・２００５年７月３日

２４ 

もの、ニッポンのボウエイもこれほどはムボー

ビじゃないが、これをユー気というか蛮行と云

うべきか、

はたまた無

邪気と称す

か、記者は

表現に窮す。 

 

 

 

 

 

 

延び延びになっていた「うなぎ道ウォーキン

グ」を、春の大掃除も済んですっきり気分の３

月３０日に会の有志７名で布施弁天から諏訪

神社までのコースで実施しました。 

絶好のお花見日和に恵まれ、道端の石塔や野

馬土手跡などの昔の面影を見つけながらのん

びり歩き、各所で桜などを愛でました。諏訪神

社まで無事到着、最後は例の如く柏の店で気分

よく打ち上げました。 

昔のうなぎ道をイメージすることは困難で

したが、大堀川の傍も通って布施から加村まで

向 かった昔の旅人の気分に多少はなれたよ

うな気がします。 

 

 

 

宿連寺須

賀神社近

くの庚申

塔など 

 

 

 

 

覚王寺の

桜は満

開！   

 

 

 

 

 

熊野神社

近くの常

夜灯など 

 

うなぎ道ウォーキングの報告 ････  

 ２００６年３月３０日 

うなぎ道の行程 

あけぼの山公
園バス停

善照寺

須賀神社

覚王寺

諏訪神社

旧加村河岸
光照寺

熊野神社

旧水切り場

浄蓮寺

一本杉

布施弁天

あけぼの山公
園バス停

善照寺

須賀神社

覚王寺

諏訪神社

旧加村河岸
光照寺

熊野神社

旧水切り場

浄蓮寺

一本杉

布施弁天

実践と点線を含めたのが
“うなぎ道”

今回歩いたコースは実線部分

実線と 
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２．大堀川の出来事（年表） 

 柏市が誕生して以降の大堀川をとりまく主

な出来事をまとめてみました。 

  

年代 出来事 備考 

1954 

昭 29 
柏市誕生 人口 4.3 万人 ビキニ環礁

被爆事件 

1955 

昭 30 
手賀沼水泳場の使用禁止  

1956 

昭 31 
柏第四小学校創立 

手賀排水機場竣工 

日本の国際

連合加盟 

1957 

昭 32 
手賀沼 干拓工事と渇水

で異常減水 
第一号人工

衛星打上 

1958 

昭 33 
手賀沼第一干拓地の排水

機場完成 
 

1959 

昭 34 
手賀沼干拓工事第一干拓

地竣工 
 

1960 

昭 35 
柏市公共下水道事業着手

（未処理排水は大堀川へ） 

我孫子若松地区埋立工事 

 

1961 

昭 36 
柏ゴルフ場開場 

柏中央公民館建設 

 

1962 

昭 37 
国道 16 号線一級国道に昇

格 
 

1963 

昭 38 
手賀沼埋立工事完了 

ニッセイハム、スミダ紙工

操業開始（排水→大堀川） 

 

1964 

昭 39 
手賀大橋の開通・手賀沼渡

船廃止 

市川毛織操業開始（排水は

大堀川へ） 

豊四季団地 4600 戸入居完

了（排水→大堀川） 

東京オリン

ピック 

東海道新幹

線 

1965 

昭 40 
第 1 し尿処理場竣工（排

水→大堀川） 

手賀沼にアオコ発生始ま

る 

河川法改正により大堀川

が一級河川に昇格 

 

年代 出来事 備考 

1966 

昭 41 
大堀川の改修始まる 

アサヒビール操業開始（排

水→大堀川） 

手賀沼漁業組合が観光漁

業に転換 

 

1967 

昭 42 
手賀沼干拓の調節水門竣

工 

金属工業団地 9 企業建設

完了（排水→大堀川） 

 

1968 

昭 43 
窒素過多で大堀川流域の

稲が倒伏 

手賀沼の汚染赤信号・魚類

生息危機 

国 印旛沼、手賀沼を水質

保全指定水域に指定 

根戸工業団地操業開始（排

水→大堀川） 

伊藤ハム操業開始（排水→

地金堀→大堀川） 

 

1969 

昭 44 
北千葉導水事業の予備調

査 

大堀川下流（地金堀～手賀

沼合流点）での 

県の河川改修実施 

人類初の月

面着陸 

東名高速道

路 

 

1970 

昭 45 
手賀沼の鯉・鮒大量死滅、

鮎・鰻も姿消す 

手賀沼でアオコ発生 

大阪万博 

我国初の人

工衛星 

地下鉄千代

田線乗入れ 

1971 

昭 46 
手賀沼流域下水道事業に

着手 

大堀川の BOD,COD 共に

50PPM 前後 

イトーヨーカ堂開店（排水

→大堀川） 

 

1972 

昭 47 
市議会で大堀川の汚濁問

題化 

北千葉導水事業の実施決

定 

手賀沼で”穴あき病”発見、

アオコ発生 

沖縄 日本に

復帰 

札幌オリン

ピック 

２６ 

年代 出来事 備考 

1973 

昭 48 
柏駅東口市街地際開発事

業完成（排水→下水→大堀

川） 

終末処理場竣工（汚水→処

理→大堀川） 

国道 6 号線・16 号線の立

体交差橋開通 

柏そごう・

柏高島屋オ

ープン 

 

1974 

昭 49 
北千葉導水事業 建設に

着手 

湖沼水質汚濁で手賀沼ワ

ースト１となる 

地金掘コンクリート護岸

開始 

市が「大堀川河川浄化対策

総合診断事業」を東大西村

研究室へ委託 

 

1975 

昭 50 
東大西村助教授による大

堀川の実態調査報告“柏市

を水辺の自然空間のある

街にするために” 

大堀川全域 水質汚濁に

係わる環境基準指定 

流山市 大堀川コンクリー

ト護岸着手（翌年完了） 

沖縄海洋博 

1976 

昭 51 
北 千 葉 広 域 下 水 道 事 業 

送水管埋設着手 

市民による第一回大堀川

クリーン作戦 599 人参加 

県 手賀沼・大堀川河口の

ヘドロ浚渫着手（３年間） 

 

1977 

昭 52 
市民による第二回大堀川

クリーン作戦 

柏第五中学校創立 

高田小学校創立 

 

1978 

昭 53 
市民による第三回大堀川

クリーン作戦 700 人参加 
成田空港 

1979 

昭 54 
手賀沼ＣＯＤ値 28PPM
と最悪記録 

北千葉広域水道通水式 

第一回東京

サミット 

年代 出来事 備考 

1980 

昭 55 
アオコ汚濁に歯止め・洗剤

の使用適正化 

家庭排水の回転円盤方式

浄化施設建設（高田） 

 

1981 

昭 56 
手賀沼ホテイアオイ実験

場設置 
 

1982 

昭 57 
台風による遊水地冠水 東北・上越新

幹線 

1983 

昭 58 
市主催の手賀沼クリーン

作戦（大堀川・大津川） 
 

1984 

昭 59 
北千葉導水事業 第一機

場完成 
 

1985 

昭 60 
手賀沼 五指定湖沼の一

つに指定 

手賀沼 アオコ分離脱水

装置設置 

つくば万博 

1986 

昭 61 
北千葉導水事業 大堀川

の改修に着手 
 

1987 

昭 62 
第一期手賀沼水質保全計

画策定 
 

1988 

昭 63 
野鳥観察公園完成（高田）  

1989 

平１  
大堀川礫間浄化施設完成  

1990 

平 2 
北千葉導水事業 大堀川

注水豊四季シールド着手 

柏の葉公園オープン 

 

1991 

平 3 
北千葉導水事業 第二機

場建設着手 

柏ふるさと公園オープン 

 

1992 

平 4 
第二期手賀沼水質保全計

画策定 
 

1993 

平 5 
北千葉導水事業 豊四季

シールド完成 
 

1994 

平 6 
市の花シバザクラ・カタク

リ 市の鳥オナガ決定 

柏レイソル Ｊリーグに昇

格 

関西空港 

1995 

平 7 
美しい手賀沼を愛する市

民の連合会 発足 
阪神大震災 



２７ 

年代 出来事 備考 

1996 

平 8 
北千葉導水事業 第二機

場完成 
 

1997 

平 9 
大堀川の水辺をきれいに

する会 発足 

大堀川クリーン清掃開始

第三期手賀沼水質保全計

画策定 

温暖化防止

京都会議 

長野新幹線 

1998 

平 10 
大堀川生きもの調査開始 

年一回実施 

大堀川礫間浄化装置施設

改良工事 

長野オリン

ピック 

1999 

平 11 
北千葉導水事業 大堀川

改修完了・試験注水開始 

柏ふるさと大橋開通 

 

2000 

平 12 
北千葉導水事業 本格注

水開始 

大堀川  風車小屋を清掃

の拠点とする 

沖縄サミッ

ト 

2001 

平 13 
湖沼水質汚濁 手賀沼ワ

ースト１返上 

大堀川の岸辺 市民によ

る桜並木の植樹始まる 

 

2002 

平 14 
第四期手賀沼水質保全計

画策定 

手賀沼流域フォーラムへ

の当会出展始まる 

大堀川源流の調査実施 

日韓ワール

ドカップ 

2003 

平 15 
当会のホームページ登場 

手賀沼統一クリーンディ

清掃始まる 

県「水循環回復行動計画」

行政・企業との川の協働調

査始まる 

 

2004 

平 16 
大津川をきれいにする会

発足 
 

2005 

平 17 
柏市・沼南町合併で人口

38 万人 

大堀川上下流二ヶ所に掲

示板設置 

愛知万博 

つくばエク

スプレス 

年代 出来事 備考 

2006 

平 18 
柏市自然環境調査始まる 

手賀沼トライアスロン大

会開催 

大 堀 川 に 鮭 遡 上  テ レ

ビ・新聞報道 

 

2007 

平 19 
大堀川遊歩道の連結工事

完成 

当会１０周年イベント： 
・サクラの植樹 (3/18) 
・記念交流会 (4/15) 
 

 

 
（注）青字は、当会の活動 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新駒木橋にある大堀川への注水施設 

（出展：国土省「北千葉道水路ってなあに？」） 

 

大堀川に遡上して話題になった鮭 

（江戸川大の斉藤さん撮影、2006.10）  

２８ 

３．大堀川つれづれ 

3.1 大堀川本流のこと  

（１）一級河川 

大堀川は流山市の東部と柏市北部の正連寺

辺りを源として柏市を東西に横切る一級河川

（注１）である。河口から国道 16 号線までは

昭和 43 年以来県事業として、それより上流は

建設省の北千葉導水事業と併せて直轄事業と

して実施された。（注２） 大堀川が一級河川

と云っても全区間ではなく、「流路延長は８．

７ｋｍで、この内３．６ｋｍは一級河川に指定

されている」。（注３） 

大堀川全体が一級河川であると思っていた

が、２００５年 10 月に柏市役所治水課で確認

したところ、「以前は河口より 5470m 迄であ

ったが、現在は６900ｍが一級河川区域、調整

工事が行われると区域が変わる。」と教えて頂

いた。つくばエキスプレス開通に伴う工事で現

在はもっと上流まで一級河川に指定されてい

るのじゃないだろうか。ちなみに大津川は河口

より 7900m 迄が一級河川区域。 

 

（注１） [一級河川] とは、国土交通大臣が指

定する、治水・利水上特に重要な水系で、政令

で指定した河川。河川法の適用対象。管理者は

国土交通大臣だが、指定区間内については知事

にその管理の一部を行わせるもの。 

（注２）「柏市新総合計画(基本計画改訂版)」昭

和 61 年 4 月柏市企画調整課。 

（注３）「大堀川河川総合診断報告書」昭和５

６年３月千葉県水質保全研究所発行。 

（２）“大堀川”の名前の由来 

“大堀川”については、大堀、呼塚川、大橋

堀、篠籠田落、あるいは特別の名称はなく単に

“悪水路”等色々な呼び方があったようだが、

過去の文献から名前の由来を追ってみる。 

 

◎「改訂増補 富勢村誌」、廣瀬 渉、1912 年

発行 、１１４～１１５頁 

『呼塚川 

一、大橋堀ト云ウ。コノ国道ニ架スル橋ノ名

ニ依リテナリ。其ノ源ハ駒木村十太夫新田ヨ

リ出ヅ。千代田村松ヶ崎ヨリ本村呼塚新田木

崎ニ入リ、遂ニ手賀沼ニ注グ』    

 

◎「八木村誌」、1917 年発行、５４５頁 

『第３節 用悪水路  

本村は、灌漑の便を図らんため、各区に用

水を作り、毎年これが改修をなしつつあり。

他に溜（タメ）と称して、平素小高き水田中

に水をため置き、苗の移動に際し之を用うる

ものあり。 

悪水路の主なるもの二つあり。一は市野谷

区より発して・・（中略）・･坂川に注ぐもの。

一は、青田新田より発して、十太夫、駒木新

田、駒木区を通じ千代田村に入るものこれな

り。』（下線は筆者） 

【注】悪
あく

水
すい

は灌漑後の不用水。「落し」とい

うのも同じ意味を指すのではないか。 

 

◎「東葛飾郡誌」、千葉縣東葛飾郡教育會編集、

1923 年 6 月発行、29 頁 

『大堀
．．

   

大堀は、八木村 駒木新田より發し、千代

田村松ヶ崎より發する支流を金堀にて合し、

東南に流るヽこと十籔町にして、手賀沼の西

端に入る。長さ約一里十八町、川幅約２間、

大橋より下流は川幅三間半。』 

【注】一里十八町=６km、三間半＝6.3ｍ。 

 

◎「虹のかけ橋(上巻)」、岡田康男著、1986 年

3 月発行、崙書房、104 頁 

『かつては大堀川も呼塚あたりでは呼塚川

と呼ばれ、下流は"大橋堀"となって手賀沼へ

と注いでいたのである。』 

 

◎「手賀沼の今昔」、星野七郎著、１９８６年

１１月発行、崙書房、１１４頁 



２９ 

『篠籠田落、地金掘（現在大堀川、一級河川） 

篠籠田落の源流は流山市十太夫である。両

河川は国道六号線の所で合流、常磐線下を南

下して戸張下で手賀沼に流入している。徳川

幕府の手賀沼開田の初期は、手賀沼の水が松

ヶ崎村台地下（現柏市）まで浸し、地金掘は

松ヶ崎村の東側を南下し沼に入り、篠籠田落

は松ヶ崎村と篠籠田村の間を東進し、沼に入

っていた。』 

（注）この中で大津川はかつて“鎌ヶ谷落”

と称した旨の記述がある。 

（３）橋 

２００6 年時点で大堀川には１４の橋が架か

っている。下流から順に 柏ふるさと大橋、北

柏橋、呼塚橋、木崎橋、松ヶ崎橋、初音橋、昭

和橋、高田橋、勝橋、新堤橋、新橋、青葉橋、

駒木橋、新駒木橋。これらの橋の殆どは昭和末

から平成にかけ柏市アメニティタウン計画中

の［大堀川十橋改修事業］の対象にとなったよ

うだが、昭和時代からあった橋は下線を付けた

8 つと推定されるが未確認。 

「柏の民俗-考察篇(*)」は大堀川に架かる橋

として「篠籠田橋（昭和橋ともいう）・カツ橋・

ヨゴ橋・新橋がある。根戸にも大堀川に架橋さ

れた大橋（通称呼塚橋）がある。これは水戸街

道が渡る橋で、昔から市内最大の橋」とある。

「カツ橋」は勝橋を指すだろうが、「ヨゴ橋」

は順番、規模からすれば新堤橋だが、はっきり

しない。また新橋は「志ん橋」と呼んでいた。 

(*)柏市教育委員会編、平成3 年 3 月発行、 

170 頁 

新駒木橋の上流は都市再生機構により大規

模な河川工事が行われていて、新駒木橋のすぐ

先に高校の運動場位の広さの防災用調整池が

あり、そこからつくばエクスプレスとの交点に

かけて真新しいが同じ造りの四つの橋が架か

っているが、名前は未だない。機構の千葉地域

支社では近い内に名前を付ける予定だと話し

ていた。 

 

大堀川に架かる１４の橋 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

 

地元の人から聞いた“橋”の話： 

めがね橋  (^0_0^) 

大堀川の上を常磐線が走っている所から

６～７０m 柏駅方面の所にかつて丸い形の、

レンガ造りの「めがね橋」というのが架かっ

ていて、その下はリヤカーや馬車が通行した

という。「ゼンリン住宅地図２０００」では

「車堀架道橋」とある。 

 

根戸の大橋 

国道６号線が走る呼塚橋は昔“根戸の大

橋”と呼んだ木製の橋だったという。大水な

どで壊れると軍隊がきて修理してくれた。尚、

呼塚橋は正確には「よばつかはし」だが、「こ

づかばし」と呼ぶ時もあるようだ。 

３０ 

ぢがね橋-じがね橋-ジガネ橋 

呼塚橋近くの我孫子寄りで

国道６号沿いアサヒ飲料角辺

りに「ぢがね橋」という地名が

ある。訪ねて行くと確かにその

名のバス停はあるが橋は見当

たらない。近くの家に飛び込ん

で聞く。訛りがあって判じ物を

解くようだが、［それは橋じゃ

ない、田圃だけのここらを通称

“ぢがね橋”と呼んだんだ］と

云っているようだ。別の方は

“アサヒ飲料角のＬ字方に曲

がった所に堰があった”と言う。

後日「続柏のむかし」(昭和 52

年 3 月東京印刷館発行、151

頁)に次の様な記事に出会った。 

『こんぶくろ池から出た水は、流山十太夫

新田あたりのしぼり水と一緒になって、花野

井・宿連寺・根戸と若柴・松ヶ崎の中間を流

れ、呼塚田圃では大堀川と平行して、常磐線

の下を「じがね橋」とか「じがね」といって

流れて、根戸下側で沼に入った。』 

“ぢがね橋”が「じがね橋」になっている

が同じものだろう。「じがね橋」は「常磐線

の下」つまり鉄橋の下を指しているように読

めるから、やはり橋ではなさそうだ。ところ

が先述の「柏の民俗-考察篇」170 頁には「生

活道路を渡る橋にジガネ橋があり、御影石 3

枚で架橋されている。古くはこのジガネ橋か

ら手賀沼へ抜け、沼沿いに我孫子へ至る頼朝

道路があったという。橋はバシと濁音され

る」とあればれっきとした橋だったようだ。 

 

すが橋又はすがり橋 

平成１０年（１９９８年）３月［手賀沼水

質浄化対策協議会］発行の＜手賀沼浄化マッ

プ＞に国道 16 号線が大堀川と交差する辺り

に河川敷での植生浄化施設として「すが橋」

が紹介されている。すぐ近くの“須賀”とい

う地名から名付けらたのだろう。 

後出の西村二次レポートに [谷川巳代吉

の父]という方からの「すがり橋」と思われ

る聞き書きがある。「（大堀川を渡るため）水

の少ない所は応用して堰を張るわけだ。その

堰だが、今でも残っているのでは須賀の堰が

このすぐ上（昭和橋下流約 50m）。ここは昔

は土俵でもって年毎に堰普請をしておった

が、後にレンガの堰になってその跡が今も残

っている」 

ゼンリン住宅地図上でも１９７５年版は

「すが橋」、１９８０年版、１９９２年版は

「すがり橋」と記されているが、2000 年版

では国道 16 号線との交点は「初音橋」と印

されていた。「すがり橋」は国道 16 号線下

ながら少し南下した大堀川防災レクレーシ

ョン公園へ通じる所へ移っていた。大堀川の

川筋を直線に修正した結果こうなったので

はないか。 

 

１９８０年のすがり橋 

２００６年の初音橋とすがり橋 

 



３１ 

2006 年 9 月に現地を訪れたが、防災レ

クレ公園隅の国道 16 号線傍に小奇麗な流れ

る池が作ってあって、元を辿ると 16 号線下

に「すがり橋」と思われる空洞に突き当たっ

た。夏草が生い茂り薄暗い先は水も枯れてい

た。 

現在のすが橋 

 

道示 一等橋、二等橋、人道橋 

橋桁に写真のような銘版があるがこれを

調べてみた。 

橋の基準は 1886 年（明治 19 年）に「道

路築造保存方法」が制定され、設計に車両荷

重が規定されたことに、始まる。大正 12 年

に関東大震災が発生すると、構造物の基準整

備の必要性が高まり、同 15 年一等橋から三

等橋に分類、橋の構造や設計方法等を規定し

た。昭和 14 年に一等橋（国道）、二等橋（府

県道）に各々13t、9t の自動車荷重が与えら

れた。更に コンクリート橋を対象に改定が

あり、個別の基準類は道路橋示方書として体

系化された。道示（どうし・どうじ）は略称。 

1994 年（平成 6 年）車両制限令改訂で

大型車荷重を20tから25tに上げられると、

旧来の一等橋、二等橋の区分を廃止、活荷重

（自動車荷重）をにより A（二等橋相当）、B

（一等橋相当）に区分した。人道橋は人が歩

いて河川や道路を渡るための橋で、新堤橋は

大堀川で唯一これに当る。高田橋、駒木橋が  

二等橋、一部未確認だが他は一等橋である。 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア

（Wikipedia）』を基に編集 

橋桁に付されている銘板 

 

（４）排水区、雨水幹線、樋管、吐き口 

 「柏市下水道計画図」から雨水幹線を見ると、

常磐線より北西側は殆ど大堀川へつながる。雨

水幹線は、例えば「大堀川右岸第八号雨水幹線」

と云うように名付けられている。この[右岸第

八号]は豊住のすぐそばに端を発し、豊小学校

前を通り、常磐線をイオン裏側辺りで越え、旭

町で東武線下を潜り、篠篭田から大堀川に至っ

ている。目測で全長４km にも及ぶ。まさかこ

んな所の雨水が大堀川へ流れているとは「計画

図」を見るまで知らなかった。もっとも、長大

さから雨水幹線を云えば地金掘だが、これは別

格。 

「吐き口」は、柏市役所下水道総務課の説明

によれば、雨水幹線の川への出口のことで、そ

こへは川の増水時に逆流防止の為「樋管」が設

けられたという。 

大堀川の樋管は左岸に９、右岸に１１、合計

２０ヶ所あり、その内流山市は６ヶ所。但し６

ヶ所も地図上の設置位置からみてのことで、流

域はほぼ柏市に含まれる。大堀川の源流はねじ

れた扇状に流山を覆うが、他に大堀川への樋管

はない。 

これは大堀川に対する見方の違いから来て

いるのではないか。つまり、柏にとっては大堀

「川」であるが、流山にとっての「川」は江戸

川であり、坂川であって大堀川は“単なる水の

通り道”に過ぎなかった。であるから流山はこ

れへフタをしたのじゃないか。勿論少ない流

量・財政その他の理由はあったのだろうが。 

３２ 

（５）西村レポートと議会 

手賀沼汚染元凶の一つに挙げられた大堀川

浄化の方策提案を柏市が東大工学部の西村肇

研究室に委託した。その結果『柏を水辺の自然

空間のある街にするために』という魅力的なタ

イトルで、昭和 5０年 6 月に［中間報告］、昭

和５２年１月に［第２次報告］が出された。前

者は 49 年 11 月に 170 万円で、後者は 200

万円で委託したもの。 

提案を一口で言えば「大堀川を川らしく甦ら

す河川公園の構想」ということになる。これは

当時未だ人の手が全く及ばなかった名戸ヶ谷

の湿原が下敷きにある。光が丘団地等から流れ

込む汚水がここをゆったりと通過して手賀沼

へ染み出す時点ではきれいに浄化されている

のを観測したからである。 

“事実は小説より奇なり”というが、この構

想の顛末は正にそれだ。１９９４年１１月、親

水広場で行われた［湖北座会］などの共催によ

る、西村肇東大名誉教授の講演「美しい手賀沼

を甦らすことは可能か」の収録（崙書房１９９

5 年 6 月発行）から写真と共に引用する。 
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『「水辺のある空間」という環境計画を最初

に言い出したのは柏市が全国で初めてです。誰

もが同じことを考えていたと思いますが、東京

都の江戸川区をはじめ、横浜市など多くの自治

体で採り上げられました。しかし、柏市と江戸

川区や他の自治体が違うところは、他の自治体

は言い出すのは遅かったけど、実行するのは早

かったことです。「せせらぎ川」や「ジャブジ

ャブ公園」は今や全国あちらこちらにあります。

これに対し、柏市は言い出したのは一番だけれ

ど、結局何もしなかった。出来なかった。そし

て未だにワースト１の栄冠に輝いている。何故

そうなってしまったのか。決して市民の熱意が

なかった訳ではありません。しかしそうなって

しまったのです。』（8～9 頁） 

『その原因を私はよく知っています。』とし

て挙げておられるのは、、、 

『私達の提案は柏市の中で大変な人気を呼

び、これは市民がぜひ実現したい夢となりまし

た。特に熱心だったのは、例えば青年会議所で

す。・・・青年会議所の若旦那たちが全員大堀

川に入って、ドブ浚いをしたんです。・・・と

ころが急に公園の場所を変えてくれというん

です。前に言った松ヶ崎ではなくて、大堀川の

河口にもってきてくれというのです。それは構

わない、我々はどっちでもいい。でも不思議に

思って問質すと、市長の選挙基盤とは関係ない

ということなんです。（笑）柏市にデパートを

誘致した実力市長ですが、今度は公園計画と手

賀沼浄化を目玉にして再選か三選を果たした

い、我々に「助太刀をしろ」ということなんで

すね。 

我々がそれに乗れば、これは案として実現し

たかもしれないんです。しかし私達は生真面目

だったから、これは大学人としてちょっとある

まじき行為じゃないかと思って、理屈をつけて

断っちゃったんですね。それで向うも、そんな

ことなら頼まないということで、それきりにな

りました。』 

『当時の私の弟子たちが、20 年経って今で

も集まる度に、「あの時、西村さんは間違った

ね」と言うわけです。つまりあの時、もう少し

柔軟に対応すれば、水辺のジャブジャブ池は、

柏市が本当にその第１号になったんです。・・

あんまり堅いことを言い過ぎたのではないか、

と批判されます。どっちが良かったかわかりま

せんが…。』 

 

当時の市長は昭和 41 年から勤める山澤諒太

郎氏の三期目（～昭和 53 年 11 月）であり、

次は鈴木眞氏。双方歩み寄りなんとか出来なか

ったのかと悔やまれる。 

山澤市長の考えを当時の議会議事録から見

てみる。 

［中間報告］が出た後の昭和 50 年 12 月議

会で永井康雄議員の質問に答えて、 

「遊歩道を作って、桜でも植えて、市民の憩い

の場所にでもするようにというのは、非常に私

は程遠いことではなかろうか。……当面する問

題は、私はこの大堀川の汚染、あの河口の山に

なっておりますところのヘドロを浚渫しなけ

れば流れが悪い。流れが停滞すれば、より汚染

度が濃くなりますので公害を起す」。 

 当時の小澤環境長官や仮谷建設大臣にもヘ

ドロ浚渫を訴えてきた、非常にお金はかかるだ

ろうが、県や国に”猛烈な運動を致しまして”

昭和 54 年度迄にはヘドロ浚渫をやるという。

つまり河川公園よりヘドロ浚渫が大事という

認識であったようだ。 

昭和５２年１月の［第２次報告］後の 6 月市

議会で、松崎公昭議員の「どのように西村レポ

ートを受けているか」との質問に対する山澤市

長の答弁は、 

「手賀沼浄化は６８０億、大堀川改修２７０億、

広域下水道 2 千億、締めて約３千億円かかる大

事業であるから国の直轄でやるしかない。一方

私の構想は・・（大堀川の）堤防の両岸にも桜

を植え、湾岸道路にも桜を植えて、一大桜の名

所としたいということで今鋭意進んでおるわ

けでございまして、これは私の発案でありまし

て・・」  
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さて、西村レポートが描いた“河川公園の構

想”はそのままの形では実現に至っていない。

この構想実現に対する両者の温度差、或いはち

ょっとした行き違いの結果であろうか。しかし、

元市長が＜私の発案＞とした＜桜並木＞は「大

堀川リバーサイドパーク」として今まさに開花

し、また強く働きかけたヘドロ浚渫も中断した

時期もあったが実現している。教授が目指した

構想は腹 8 分目、編曲されて日の目を見たとい

うこともできる。 

 

 

3.2 “地金掘”のこと  

“地金掘”は“こんぶくろ池”を源とし、根

戸と松崎の二つの新田の境目で大堀川と合流

する約 4．9ｋｍの水路である。 

その構造は、上流の約１．２ｋｍは土の護岸、

田のわきの用水路状で川幅 0．5～2ｍである

が、そこから下流の大堀川本流と合流点までは

『約 3.7ｋｍ コンクリート護岸。全体に床う

ちされたコンクリート底。川幅.5～6ｍ。地金

掘都市下水路として昭和 49 年から５３年にか

けて整備された』（「大堀川河川総合診断報告

書」、千葉県水質保全研究所、昭和５６年３月

発行、4 頁）とある。 

昭和 55 年５月日本住宅公団発行の「北柏地

区開発概要」によれば、開発前の土地は水田 4

割、畑３割、山林原野 2 割、他 1 割で３３戸

の住宅があった。丁度４：３：２：１のきれい

な割合だ。なお、北柏地区開発の事業費は約１

２５億円、地金掘都市下水路は 23 億円を要し

たとある。 

そもそも公団の開発時点から『地金掘都市下

水路』とあり、柏市役所で広く使われているゼ

ンリン住宅地図にも昭和末期から平成１５年

までそう記されている。 2003 年 6 月、私

は、「こんぶくろ池を源流にしたここが下水路

とは余りにひどいではないか？」と柏市役所に

問うと、「現在は『地金堀雨水幹線路』と改称

されていますが、地図製作会社に連絡漏れでし

た。」という回答だった。 

後日ゼンリンに確認したところ、「市役所か

ら連絡があり、『大堀川左岸第２号雨水幹線』

という名前で来年 1 月に地図が発行される。」

という返事であった。確かに２００４年版から

改められたが、しかし“川”とは認められてい

ない。 

（１）名前の由来 

地金掘は大きな谷津の中を流れていたよう

だが、どうして“地金”という無粋な名前がつ

いたのだろう。 

・先に抜粋した「東葛飾郡誌」の中に『大堀は、

八木村 駒木新田より發し、千代田村松ヶ崎よ

り發する支流を金堀にて合し云々』とある。 

・前述の西村レポート（中間報告、45 頁）で

は『地金落』と呼ばれている。 

・先述の『大堀川河川総合診断報告書』２頁に

「（大堀川の）主な支川は柏市正連寺より始ま

り、呼塚で本川と合流する左支川が一本あ

る。」とあり、川とは認めるが名なしで紹介さ

れている。 

・ 「柏の民俗-考察篇」（柏市教育委員会編、

平成 3 年 3 月発行、140～141 頁）には 『地

金掘（宿連寺・根戸悪水落し）』とか、『地金

掘（古くは五ケ村落しともいった）』とある。 

 

・大堀川での砂金採取実験 … 名前の追跡 

柏市民新聞社の元社長・関浦信一氏の著書

『柏市勢 35 年の軌跡』（柏市民新聞社、平成

元年 4 月発行）の中に、大堀川関連の記事が出

ていたので、２００３年７月頃、氏に地金掘の

名前の由来をお尋ねしたところ、「地金掘に戦

前砂金が採れたとかいう話を聞いたことがあ

る。」という話をされていた。その後、私はい

ろんな場で砂金のことを聞いたが、そのことを

知っている方にお目にかかれずにいた。 

柏市史編さん室 i さんに紹介された『歴史ア

ルバムかしわ』の中にそれらしきヒントがあっ

た。 それは昭和１５年頃撮影の『大堀川での

砂金採取実験』の写真である。 
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『二千六百年式砂金採取機實験所』の立札の

横に２５人の紳士が写っていた。 

絵は写真を私が手書きした稚拙なものだが、

説明には次のようにあった。 

「呼塚のすこし北、字木崎の大堀川で砂金採取

をした人たちがいた。もっとも、ここで砂金が

とれるというのではなく、清流且つ急流である

ことが砂金選別によいというので、よそから砂

を運んできて、ここで選別作業をしたようだ。

（後略）」。 この写真の提供者に詳しくお話を

伺おうと同姓同名の人へ電話したが別人だと

言われてその儘になっている。あるいはこれ

が”地金掘”の名前のもとになっているのかも

知れない。 

（２）地金掘のコンクリート護岸 

２００３年８月柏市役所環境保全課を訪れ

た際、「大堀川はそのままで残されているのに、

地金掘は何故 U 字型のコンクリート護岸にし

てしまったのですか？」と尋ねたところ、Ｎさ

んは次のように応えられた。 

「当時の日本住宅公団（現在の都市基盤整備

公団）が松葉町を開発する条件として道路と排

水の設備が要求され、排水は地金掘を利用する

が、その護岸工事が約束だったのではないか。 

この護岸方式は、例えば大堀川リバーサイド

の様にするには土手部分が余りにも狭過ぎる。

本川の大堀川がコンクリート護岸から免れた

のは、当時改修工事計画と北千葉導水路の計画

があって、これに手間

取っている間にコンク

リート護岸など許され

ない世の中になったの

ではないか。 

かくして地金掘はコ

ンクリ３面張りの人工

的な“単なる水の通り

道”になってしまった。

微かな慰めと云えば、

流山を流れる大堀川最

源流の如く“４面張り”つまりフタを閉めらる

ところ迄は行かなかった。」とのことだった。 

なお、地金掘の管轄は住宅公団の開発後、地

方分権の流れ等に沿って県から柏市に移って

いる。 

（３）地金掘に架かる橋たち 

地金掘を柏市公設市場の正門から下流へ辿

ってみた。 

水は正門前大通りの下を潜り、松葉町のメイ

ンストリートに沿って流れていく。右岸は道路

だが、左岸は団地や公園が連なり、やがて緑豊

かな長い遊歩道が現れる。伊藤ハムが現れる辺

りに高野台橋があって、そこから先地金掘はパ

チンコ屋の駐車場裏手に隠れてしまい、市川毛

織の手前で地下に潜り、アサヒ飲料を抱き込む

ようにして、その両手の辺りで大堀川と合流す

る。 

この間に二つの歩道橋と 11 個の橋が次々に

現れるが、唯一名前がある橋は高野台橋だけだ。

その高野台橋さへ掲示板に貼られたチラシか

らそれと分かるだけ。橋の欄干は握れる程の細

く鉛色の冷たい感じの代物が取付けてある。 

効率一点張りの名なし橋では、住民の橋、ひ

いては川（いやここは雨水幹線路だったか）へ

の関心は薄れるばかりだと思う。募集して橋の

名前を是非付けて頂きたい。もう一つ、“地金

掘”の名を返上して「川」の付く名前にして欲

しい。この「川」にちなんだイベントを催して

はどうか。その時はコンクリート３面張りの雨

（昭和 5９年 11 月柏市史編さん委員会編集 260 頁  金子十三男様提供） 
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水幹線路を「川」に戻す日がきっと来るだろう。 

なお、かつて地金掘には４つの橋があり、１

つは今の公設市場正門前の名無しの橋、松葉第

１公園辺りの「高野前橋」、同第２公園辺りに

「宿連寺橋」、その東方向に４つ目の橋が架か

っていたようだ。 

 

 

 

地金堀

利根運河

大津川

国道国道１６１６号線号線

国道６号線

下手賀川

手賀川

下手賀沼

高柳

六実

逆井
増尾

新柏

柏豊四季

柏の葉
キャンパス

柏
たなか

おおたか
の森

手 賀 沼

大堀川

富士川

坂川

取手方面

利根川

染井入落

⇒千葉方面

柏市の境界

柏市
の

境界

柏市の境界

我孫子

天王台

金山落

上野方面

柏を流れる川

柏を流れない川

凡例：

地金堀

利根運河

大津川

国道国道１６１６号線号線

国道６号線

下手賀川

手賀川

下手賀沼

高柳

六実

逆井
増尾

新柏

柏豊四季

柏の葉
キャンパス

柏
たなか

おおたか
の森

手 賀 沼

大堀川

富士川

坂川

取手方面

利根川

染井入落

⇒千葉方面

柏市の境界

柏市
の

境界

柏市の境界

我孫子

天王台

金山落

上野方面

柏を流れる川

柏を流れない川

凡例：

地金堀

利根運河

大津川

国道国道１６１６号線号線

国道６号線

下手賀川

手賀川

下手賀沼

高柳

六実

逆井
増尾

新柏

柏豊四季

柏の葉
キャンパス

柏
たなか

おおたか
の森

手 賀 沼

大堀川

富士川

坂川

取手方面

利根川

染井入落

⇒千葉方面

柏市の境界

柏市
の

境界

柏市の境界

我孫子

天王台

金山落

上野方面

柏を流れる川

柏を流れない川

凡例：

柏の川と手賀沼に注ぐ川 ・・・次のページのアンケート質問の正解 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

手賀沼に注ぐ大堀川の河口 
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川と水の百人アンケート結果発表 

○『手賀沼浄化は、北千葉導水路と下水道

整備が貢献している』 

○ 市内の川に対する知識はマアマア！ 

○『水に入って遊べる川を望む』との声が

多かった 

 

Ｑ１: 手賀沼浄化の立役者はどれか？ 

結果： 約半数が「北千葉導水路」、３割

が「下水道整備」と挙げていた。 「家

庭排水」を選んだのは一割強。謙虚で

かつ実態を表しているのだろう。 

 

 

 

 

Ｑ２：柏市内を流れる川はどれか？ 

結果： 「大堀川」、「大津川」がかなり

知られていたことは意外であり驚き。

中心部から離れた「利根川」、「利根運

河」、旧沼南地区の「染井入落」、「金山

落」が知られていないのは仕方ないか

も知れない。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３：手賀沼へ注ぐ川はどれか？ 

結果： 正解が前問より少ない。 

手賀沼に対する関心が薄いということ

だろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

このアンケートは、柏及び周辺の川と水につ

いいて、市民がどの程度知っているか、また関

心の度合いはどうか等の意識調査を目的に、主

に５０歳以上に対し２００６年９月～１０月に

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１：手賀沼浄化の

立役者

51人

28人

12人

6人

農工業用水がきれいになった

家庭排水がきれいになった

下水道整備が進んだ

利根川からの導水（北千葉道水路）

Ｑ２：柏市内を流れると思うものを

全て挙げてください
（名前の横の○は正解）

1人

2人

3人

5人

9人

16人

16人

25人

34人

47人

70人

86人

富士川　×

荒　川　×

小貝川　×

江戸川　×

坂　川　×

金山落　○

染井入落○

利根運河○

手賀川　○

利根川　○

大津川　○

大堀川　○

Ｑ３：手賀沼へ注ぐと思うものを

全て挙げて下さい
（名前の横の○が正解）

1人

3人

5人

5人

6人

7人

17人

21人

32人

37人

67人

86人

荒　川　×

富士川　×

小貝川　×

江戸川　×

利根運河×

坂　川　×

染井入落○

金山落　○

利根川　×

手賀川　×

大津川　○

大堀川　○
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Ｑ４: 周囲の川はどんな状態であればいい

ですか？ 

１９８１年(昭和５６年)に千葉県水質保

全研究所（今の千葉県環境研究センター）

が行った『河川・環境に対する住民意識

調査』と同じ質問をした。その調査は「典

型的な都市河川で水質的にも汚毒した都

川の下流域と、農村地帯を流れ県内でも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きれいな川である養老川区」を対象としたとある。 

結果： 今回の回答はどちらかと言うと都市河川型に

近い。願わくば昔のような川に戻って欲しいが、周

辺を見たり歩いたり出来るだけでもいいよ、と云っ

ているようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４： 周囲の川はどんな状態であれば

いいですか？　（複数回答可）

0%

2%

7%

52%

84%

18%

0%

2%

18%

24%

60%

29%

0%

1%

4%

1%

74%

36%

下水路としてフタをする

排水・雨水を流せる排水路

農工用として支障ない程度

水辺として不快感を与えない

水に入って遊べる

飲み水に使える

今回の調査　　　　　　　　　　
主に柏地区　N=98

1981年調査　　　　　　　　　
養老川（夷隅郡）　N=154

1981年調査　　　　　　　　　
都　川（千葉市）　N=157

回答者像
男３７人
女５８人
不明４人

６０才以上
 75%

４９才以下
2%

５０才台
19%

不明
4% 回答者の

住居地 旧柏市内
67%

旧沼南町
16%

流山市
 9%

我孫子
市 2%

その他
 6%
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４．皆さまからの声 

私が柏第四小学校に入学した頃(昭和３３年)、

大堀川はまだ河川改修がされてなく、うねった

小川でした。春になると岸辺のあぜ道を校外学

習でよく散歩をしたものです。台風の時は昭和

橋上流まで川の水が氾濫して田んぼの中で鯉

や鮒などが手摑みで捕れた事を覚えています。 

 昭和５０年代になると柏青年会議所(ＪＣ)な

どの呼掛けで、柏商工会議所などが中心になり、

市民参加での大堀川クリーン作戦が開催され

ました。その後何年か続けられましたが、川の

改修をめどに運動は終了しました。現在では大

堀川の水辺をきれいにする会などの団体が継

承しているとのことで誠に有難く思います。 

 昭和５５年、柏青年会議所の創立２０周年記

念事業として北柏の東京電力の送電鉄塔の下

に公園を作る計画がされました。当時北郷隆二

理事長他６６名の会員がその作業にあたりま

した。 

その頃手賀沼の汚染度は全国ワースト１位

でした。そこに注ぐ大堀川の浄化運動に参加し

てきた当会議所が、そのシンボル的公園の築造

を行うというものです。風車により大堀川の水

を汲み上げ、ろ過して川に戻すという構想を立

て、東京理科大学などの生徒と色々研究をしま

した。 

敷地は東京電力の柏市への無料貸与。又各方

面から資材の提供がありました。植栽は千葉県

の各青年会議所から各市の木が寄贈され、四季

の色添えを戴きました。 

完成後はボランテアで作られた公園という

事で、柏市、柏市議会はもとより、全国各地か

ら見学者が訪れました。「みずとみどりのふる

さと公園」の名称で柏市の公園として今では多

くの市民に親しまれています。 

現在大堀川はその改修工事も終わり、川岸は

公園化されふれあい緑道として一部を残して

手賀沼に通じています。手賀沼導水路や、公共

下水の整備により手賀沼の汚染は大分改善さ

れ、ワースト１位の汚名の看板は外れました。 

 ごく最近では大堀川に鮭が溯上し産卵風景

が確認されています。本当にうれしいことです。

これも多くの市民による小さなゴミ拾い運動

が大きな輪になって大堀川の自然を取り戻し

たわけです。本会の長年の活動には、柏市民の

一人として頭が下がる思いです。今後はこの様

な地域運動が多く生まれ「ふるさと柏」として

のより良い環境が創造、そして維持される事を

望みたいものです。 

最後に寄稿の機会を頂き誠にありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
風車小屋と水鳥たち 

 

 

大堀川の思い出 

加藤 明（加藤園社長） 
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「大堀川の水辺をきれいにする会」創立１０

周年おめでとうございます。 

環境改善のたゆまぬ取り組みに心から敬意

を表します。 

大堀川の水辺にある本校は、学習にも大堀川

を取り入れ、川の恵みを一杯受けています。表

題の「環境と行為で育て・・・」は、高田小の

指導姿勢です。敢えて“行為”も謳ったのは自

他の行為で確かな体験をして欲しいからです。 

先日、会主催の清掃活動に、５・６年生、職

員も一部“ゴミを拾う行為を求めて”に参加し

ました。活動の終わりに、紹介、拍手をいただ

きました。子ども達の紅潮した顔に、心の膨ら

みを感じ、改めて大堀川、関わる方々、また、

自らの行為を通して育っているとの思いを強

めました。そして、この子どもたちが、今後も、

会の方々のように、皆でより良いものを作って

いくことに積極的に関わり、自他を利すると共

に、会が益々発展して欲しいと祈念したことを

お伝えして拙稿といたします。 

 

 

「大堀川の水辺をきれいにする会」の１０周

年おめでとうございます。 

現在の大堀川は、洪水による被害が嘘のよう

に穏やかなせせらぎが、道行く人々の心を和ま

せてくれる川となりました。“うさぎ追いしか

の山 小鮒釣りしかの川・・”最近ではあまり

耳にしなくなった懐かしい「ふるさと」という

この歌。しかし人はいつの時代にも自分が懐か

しく思う「ふるさと」はあると思います。 

本校の子どもたちは、校外で自分たちの学校

を紹介するとき「私たちの学校は、街の中央に

位置しながら近くを大堀川が流れ・・」という

ことを必ず言います。また、全校生でアルミ缶

集めをした収益金で、大堀川沿いに桜の木を２

本植えました。１２月の持久走大会は、高田緑

地公園で大堀川に励まされながら走ります。 

そして先日は「大堀川に鮭が遡上！」の大ニ

ュース。子どもたちにとって大堀川はますます

ふるさとを象徴する川であると思います。 

その水辺をきれいに保とうという本会の

方々の輪が、これからも広がりどこにでも誇れ

る川であって欲しいと心から願うものであり

ます。 

ますますのご活躍をお祈り申し上げます。 

  

 

設立１０周年、おめでとうございます。心よ

りお祝い申し上げます。 

皆様のこれまでの地道な活動のお蔭で大堀

川及び周辺の環境は、市当局の積極的な事業推

進もあり年々整備が進められ、大変きれいにな

りました。 

今では地域の方々の散歩コースとして、また、

鯉が泳ぎ水鳥が飛び交う癒しの場としてすっ

かり定着しています。さらに桜の名所として近

い将来大いに期待されるエリアでもあります。 

さて、本校は今年度創立３０周年を迎えまし

た。校地が大堀川沿いのしかも低地にあるため、

大雨が降ると、川が氾濫し学校全体が水浸しに

なることも過去には何度かあり、格技場の畳の

上まで水が押し寄せたこともあったと聞いて

います。現在ではそのような大変な状況はあり

ませんが、低地ゆえ、一度集中豪雨があると水

の行き場がなく、特に校門付近は人の膝下位に

まで水が溜まってしまうことがあります。本校

は、開校以来、学校の環境整備を重点に取り組

んでおり、校庭の整備や植樹を生徒や保護者、

教職員と一緒に積極的に進めてきた結果、今で

は大変落ち着いた学校環境が維持されており

環境と行為で育て・・・  

阿部 修（柏市立高田小学校 校長） 

おめでとうございます  

成嶋 隆雄（柏市立柏第五中学校 校長） 

１０周年おめでとうございます  

星川アイ子（柏市立柏第四小学校 校長） 
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ます。 

このたびの３０周年で地域の中の学校とい

う思いを改めて感じるとともに、もっと内から

外に目を向けていく必要性を感じています。特

に環境問題については教育活動全体を通して、

総合的に推進していくことが大切です。生徒一

人一人が、身近なところからこの問題に関心を

持ち、先ず、自分にできることから実践、行動

していくことを目標に、今後、学校としても積

極的に指導してまいります。併せて教師自身も

指導者として必要な知識・技能の習得に向けて

努力してまいりたいと存じます。 

 

 

 「大堀川の水辺をきれいにする会」の皆様が、

１０年間もの長い間取り組んでおられる情熱

溢れる諸活動に対し、心からの感謝と敬意を表

します。 

 私たち「フォトスリー柏かわせみの会」は、

大堀川でかわせみの写真撮影をしているグル

ープです。私たちも大堀川をきれいにすること

に対し、重大な関心を持ち、日々実践をしてお

ります。 

 最近はどこの河川も、ある程度都市化が進む

と、護岸工事はコンクリートで固めてしまうの

が通例ですが、大堀川は、土や植物や生き物等

の自然環境を、そのまま残しながらの整備が行

われました。 

 お蔭様で、かわせみ等の鳥類も、魚も、虫も、

花や草木も共存し、四季折々私たちの目を楽し

ませてくれており、うれしいことです。 

 しかし、写真撮影をしておりますと、大堀川

には、大小様々な多くのゴミが流れてきます。

これはほとんどが、心無い人による川への投棄

によるものと思われます。 

 人々が川を汚さない意識を共通に持つこと

がスタート点だと痛感いたします。 

改めて、これらの啓蒙活動を強化することから

始める必要があるのではないでしょうか。 

 私たちも、努力いたします。 

 これからも、貴会がリーダーシップを発揮さ

れ、大堀川をきれいにするために大いにご活躍

いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

「大堀川の水辺をきれいにする会」の活動が

２００７年３月に１０周年を迎える由、一口に

１０年といいますが、人知れぬ地道な活動を１

０年も続けてこられたことに心より敬意を表

するものであります。 

以前は地域の川や道路の清掃・補修などは住

民が総出でするのが当たり前でありました。そ

してそのことを通じて地域をきれいにしまも

らねばならないという気持ちも醸成されてい

たように思います。地域活動を通して自ずから

道徳教育も身に付けていたように思います。日

本の美しい文化の一つであったと思います。 

しかし高度経済成長の時代に入り、一次産業

から二次、三次産業へと人口が大移動をし、同

時に物質的な豊かさと便利さが進むにしたが

って、地域を自分たちできれいにしようという

気持ちは人々の中から薄れていき、逆に大量に

排出されるようになったゴミを所構わずポイ

捨てをする人が増えました。金にならないこと

はやらない、地域より自分が良ければいいとい

う自己中心の考えが蔓延したように思います。

街の清掃は行政がやるものと思っている人も

多いようです。 

街も、川も、道路も、山も、原野も、林も至

る所がポイ捨てゴミで、それも自然に還らない

化成品のゴミで汚されるようになり、この様な

ことが今後もずーっと続いて行ったら将来の

世代はどうなるのだろうと真剣に心配される

事態になりました。 

１０周年に際して 

往田 利彦 (柏５３０の会 会長） 

１０周年、おめでとうございます  

長内 宏安 

（フォトスリー柏かわせみの会 会長） 

４２ 

このような事態に１０年前に対処して大堀

川の清掃活動を開始された本会の行動力とそ

れを継続してこられたことには敬服いたしま

すし、その成果は活動に参加する一般の人たち

が回を追う毎に増えていることにも現れてい

るとおもいます。 

 会員の皆さんの活動されている姿を見て、地

域は自分たちできれいにし守っていかねば、と

思われる人が徐々にではあれ増えてきている

のではないでしょうか。 

古き良き日本の文化への回帰が始まりつつ

あるのかなと思ったりもしています。 

しかしポイ捨てをする人はあとを絶ちませ

ん。終わりの無い戦いのようなものと思います

が、諦めることなくこの活動を続けていってい

ただきたいと思います。 

 

 

 ２００７（平成１９年）１月、貴会が発会１

０周年を迎えられるとのこと。この間の皆さん

の幅広い真摯な活動に、心よりの敬意を表しま

す。 

 思えば、貴会を知りましたのは３年前の２０

０３（平成１５）年１０月４日、柏市民文化会

館での第七回手賀沼流域フォーラムの時でし

た。 

 近くの田園地帯の中心を流れて手賀沼に注

ぐ、しかし余りにもゴミで汚れた「大津川をき

れいにする会」の発会を考えていた私は、この

時、早速貴会に入会させていただくことを決意。

入会後、「大津川の会」の発会や活動のノウハ

ウを教えていただきました。 

 お陰さまで、本会も２００４年４月１８日に

発会。この第一回清掃時には、貴会より９名も

の多くの方に参加いただき、清掃用具の大半も

お借りしました。改めて厚くお礼申し上げます。 

 会員でありながら、その後の活動の欠席をお

詫び致します。及ばずながら今後も貴会の活動

を手本に、と思っています。ただ活動はご高齢

者も多い故、あまり無理をなさらずに。 

 

 

「大堀川の水辺をきれいにする会」の創立１

０周年を心よりお祝い申し上げます。 

弊社は２００２年４月に環境に関する国際

基準であるＩＳＯ１４００１の認証を取得い

たしました。 

当初は弊社で取り扱っている鉛を外部に持

ち出さないという観点から工場内・外における

環境保全活動を推進していましたが、活動のス

パイラルアップを目指してゆく中で、何か地域

のためになることが出来ないだろうか？とい

う機運が高まり、インターネット等で調べ、本

会の存在を知りました。 

弊社は柏市の文化財に指定されている「こん

ぶくろ池」のすぐ脇にあり、工場の雨水がこん

ぶくろ池から地金堀を経由して大堀川に流入

していることもあり、大堀川や手賀沼とは無関

係ではないとう気持ちもあって本会への入会

を事務局の方とご相談いたしました。会社は賛

助会員とし、私と今西の２名が個人として会員

に登録させていただくことになりました。 

最初はＩＳＯ１４００１の環境保全活動の

一環として取り組んでいた大堀川の清掃も、会

員の皆さんや参加してくれた多くの方々と一

緒に清掃し、汗を流してゆくうちに、そうした

考えは消えさり、遊歩道を歩く人達の目にきれ

いな大堀川の水辺が映ってくれれば良いとい

う素直な気持ちでゴミを拾うようになって来

ました。 

拾っても、拾っても、拾いきれないゴミの多

さに落胆しながらも、それでも飽きずに拾って

いられる人々の存在に勇気をいただいていま

す。 

 

貴会の発会１０周年に敬意を表して  

中村 明（大津川をきれいにする会代表） 

１０周年に寄せて  

小川 秀幸（ヨシザワＬＡ株式会社） 
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かねてより市民念願の大堀川遊歩道の木崎

橋～北柏橋間が 2007 年３月に開通しました。

これにより上流の青葉橋から北柏橋を経て手

賀沼までの遊歩道が途切れることなく整備さ

れ、四季を通して楽しい散歩、ジョギング等が

出来るようになりました。 

私達は木崎橋、北柏橋間の遊歩道計画を知っ

た時から非常に関心を寄せ、平成 15 年 12 月

の定例会で、柏市へルート案を出すことになり、

翌年２月四ルート案を併記し、「大堀川遊歩道

の延伸に伴う提案について」と銘打って市へ提

出しました。 

この提案は＜遊歩道は歩行者、車椅子、自転

車が安全に通行出来ること＞を基本条項とし

て作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊歩道の最後の開通区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回開通した遊歩道は私達の提案した基本

条項が全て満たされたわけではありませんが、

これからも皆さんが安全で楽しく歩けるよう

努力していきたいと思います。 

 

５．今後の活動に向けて 

振り返れば、30 年前、市民の間で話題にも

されず、泡の流れるドブ川であった大堀川は見

違えるほどの変貌をとげました。 

皆様のご協力をいただき、当会も微力ながら

一生懸命やってまいりました。春秋の大清掃、

毎月の定期清掃、生き物・水質調査など現場で

汗を流すことの好きな者たちの集団です。やり

終えた後、ご苦労さん会でのビールも格別です。 

しかし、現状はまだまだ満足できる状態ではあ

りません。この 10 周年を契機として、今後も

大堀川を より綺麗に、より親しみのある、よ

り楽しめる川へとグレード・アップしていきた

いと思います。 

掲示板での啓蒙や、学校での講演、展示会へ

の出展などを通じて、皆様に広くアピールし、

関係する諸団体とも交流を図り、楽しいイベン

トを計画したいと考えています。 

川はそこに住む市民のモラル・マナーを反映

する鏡ではないでしょうか。市民、学校、企業、

行政の参加と連携の下、人と人、人と自然が親

しみ合えるコミュニティ創りを目指して活動

を続けてまいりたいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大堀川の遊歩道開通に寄せて  

志茂 武男（当会 会員） 

木崎橋

北柏橋

木崎橋

北柏橋

ＪＲ常磐線の陸橋下にできた遊歩道 遊歩道の開通式（木崎橋, 2007.3.18）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
大大堀堀川川のの水水辺辺ををききれれいいににすするる会会のの活活動動  

「手賀沼に流れ込む大堀川をきれいにしたい、先ずは行

動を！」 ．．．一人の市民の呼び掛けに仲間が集まり、当

会が誕生しました。 

みんなが一緒になって汗を流して活動し、終われば皆で

車座になりワイワイ、ガヤガヤと川をとりまく問題とその

解決方法について話し合う、 その中で次なる活動方向が

次第に固まってくる、、、 そういう気楽な集まりです。 

会会のの目目的的とと活活動動内内容容  

市民による活動を通し、大堀川とその周辺の美化と、街

や手賀沼の浄化とを自ら行動し実現に寄与することを会

の目的とし、次のような活動を行っています。 

春と秋： 市民の皆さんと一緒に川のクリーン大作戦 

夏： 子ども達と一緒に川の生きものと水質の調査 

毎月： 会員による大堀川の川掃除 

そして活動内容を外部へ発表し、環境問題の大切さを積

極的にアピールしています。 

ホームページ： 

http://members3.jcom.home.ne.jp/ohorigawa/main/ 

当当会会のの会会員員  

青木 保雄 
今西 克司 
岩佐 信郎 
岩田  修 
大内 武夫 
小川 秀幸 
奥村 伊佐夫 
加藤 哲男 
金木  誠 
河井 弘泰 
木村  守 
久保田 益代 
小平 兵衛 
小林 敏枝 
佐藤 勝次郎 

芝原  達 
志茂 武男 
鈴木 健弘 
高田 国雄 
高橋 富男 
堤田 敏夫 
寺尾 直宏 
中島 一郎 
中野 一宇 
中村  明 
蓮見   康 
箕内 忠夫 
山口 善範 
湯原  清 
横井 徳造 
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子ども達と一緒に大堀川で生きもの調査 (2001.8) 


