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　平成8年（1996）に策定された荒川将来像計画は、荒

川を人工的に作られた放水路ではありながらも、東京

都心部に残された唯一最大の自然空間として位置づけ、

“21世紀につなぐ健康な川づくり”を目指しました。殊

に扇大橋と西新井橋の間の両岸は、「大規模自然地」と

して特に保全する地域に指定しました。 

　その左岸にある、「本木ワンド」は、平成13年（2001）

の本木排水機場樋管の撤去工事にともない、樋管（水

路）跡を活用し、ワンド（入江のように川の水が入ると

ころ）として整備されました。しかし、年月の経過とと

もに土砂やゴミが堆積し自然性が失われていくととも

に、人々が近づきにくくなりました。 

　そこで、荒川将来像計画について話し合ってきた「足

立区あらかわ市民会議」の有志が「足立区本木・水辺の

会」を設立し、自然環境と調和・共存した水辺空間とし

て、人々が訪れたくなるような身近な水辺・環境学習

の場となることをめざしてボランティア活動を開始し

ました。月１回のゴミ拾いと月2回の除草作業を行って

います。 

　平成27年、荒川下流河川事務所では当地で荒川サポ

ーター（企業・団体）を募集しています。

池の復元作業

ごみひろい

除草作業

アカベンケイガニ

ウチワヤンマ

「足立区防災情報マップ」
http://adachi-bousai.denen.com/
足立区のホームページで、様々な
防災情報を得ることができます。

　このマップは、足立区･扇大橋駅周辺の見所（みどころ）を紹介したものです。マ

ップを見てお気づきと思いますが、地図の下の方に大きな河川（荒川と隅田川）が

並んでいます。この二つの川は、100年程前までは隅田川の一本しかなく大雨が

降ると度々氾濫していました。そのため、足立区をはじめとする東京の低地は水

害に襲われ、明治になってもその状況は変わらず、治水事業の進展が叫ばれてい

ました。そのような中、明治43年（1910）に、大水害が発生し、本格的に治水事

業が進められることとなり、北区の岩淵周辺に水門を設けて放水路を開削し、直

接海へ注ぐ工事が進められることになりました。 

　この放水路の建設は、明治44年（1911）から始まり、大正12年(1923)に起きた

関東大震災では工事中の堤防に亀裂が入るなどの被害がありましたが、昭和5年

（1930）に20有余年の歳月を掛けて完成しました。この放水路建設により東京の

低地を東西に分けるように約22km、幅500mに及ぶ放水路が出現しました。 

　このような歴史的経緯からマップにある２つの川が生まれ、足立区をはじめと

する東京の低地を水害から守っています。 

　平成20年（2008）、日暮里・舎人ライナーが開通し、荒川放水路をまたいで、

扇大橋駅と足立小台駅が誕生しました。これにより、荒川河川敷へアクセスしや

すくなったことから、河川敷での楽しみ方や街中の魅力を紹介し、活用していた

だけるように本マップを作成しました。
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●絵葉書に見る荒川堤の桜
荒川堤の桜は、里桜78品
種が植えられ、さまざまな
色合い（紅、濃紅、白、黄、
薄墨など）を楽しむことが
できたことから、「荒川の
五色桜」とも呼ばれ、花見
客を魅了した。花見に訪れ
た多くの人々のお土産に、
さまざまな彩色絵葉書など
も販売されていた。
（絵葉書「（花の東京）荒川
堤五色の桜」領塚正浩氏 所
蔵）

●王子電車の沿線案内にみるにぎわい

「お花見は飛鳥山から荒川五色桜へ」とあり、旧隅田川（荒
川）は花見の名所であったことが伺える。（領塚正浩氏 所蔵）

荒川堤のお花見は北千住新橋から早い
安い乗合船で（領塚正浩氏 所蔵）

左：ポトマック河畔に今も咲く、樹齢100年の
　　ソメイヨシノ。ワシントンDCに寄贈され
　　た桜は、78種のうちの11種であったが、
　　新しい品種が次々に開発されている。 
右：ワシントンの桜まつりでパレードをする全
　　米さくらの女王たち。スミソニアン美術館
　　では日本人画家の絵画展、国立議会図書館
　　では桜に関する特別展示が行われ、ジャパ
　　ニーズウィークとなる。

歴史散歩

❺吉祥院（真言宗）

　区内をはじめ下谷・八潮にまたがって22の末寺を支配

した中本寺。本尊大日如来、西新井惣持寺と並ぶ学問道

場でした。保存樹林に囲まれた境内は鐘楼・本堂・客

殿・庫裏と並びゆったりとした雰囲気をかもし出してい

ます。山門は新しくなり、旧来からの登録文化財の山門

は、隣接する常念坊と称する境外仏堂と墓地の入口に移

されています。元禄・寛延の寺領図２通が残されている

のも区内では唯一です。住職が将軍家に年始挨拶に登城

するための葵紋つきの駕籠も残されています。荒川放水

路開削の際に隠居寺光輪寺の寺領とあわせて１町５反５

畝５歩がその敷地に買収されました。常念坊のほかに境

外仏堂、不動堂（扇１丁目）、地蔵堂（２丁目）、阿弥陀堂

（扇３丁目）があります。

❻瑞応寺（真言宗）

　明応７年（1497）の開創と伝えられ、武蔵千葉氏の姫

の持仏堂が寺の開創といいます。本尊は聖観音菩薩を祀

っていますが、夕顔観音（戦災で焼失）とも呼ばれ、夕顔

姫の伝説にもなっています。また、寺の鐘を奪った北条

勢が船で運ぶ途中、女性の泣声がし、突然川が荒れ、鐘

は水中に大音響で沈んでしまいました。この場所が「鐘

ヶ淵」と呼ばれるようになったということです。お堂の

内壁に「板碑」と呼ばれる中世の塔婆が14基が埋め込まれ

ています。古くは吉祥院の末寺のうちで門徒と記されて

います。荒川放水路開削に当り９畝20歩（290坪）はその

敷地になりました。（イラスト提供：木の芽会・前田テ

ル）

❼本木氷川神社
　享徳３年（1454）の草創と口伝として伝わりますが資

料は残っていません。かつては別の場所にあったといい

ます。祭神スサノオノミコトを祀ってます。平成18年

（2006）の鳥居が新調され神輿もくぐれるようになりま

した。

1. 海抜ゼロメートル地帯
　放水路（現在の荒川）の開削によって東京低地の治

水の安全性はとても高くなりました。しかし、放水

路が設けられた昭和初期頃から東京の低地帯では、

都市ガスの採取と工業用水を得るために盛んになっ

た地下水のくみ上げによって地表高がどんどん低下

しました。 

　そのため、荒川の下流地域は地下水のくみ上げを

法律で禁止（昭和47年）しましたが、満潮時の平均海

水面よりも低い「海抜ゼロメートル地帯」となってし

まいました。 この低い地域には、現在、約150万人の

人々が生活し、市街地は「堤防」によって守られてい

ますが、洪水や高潮で「堤防」が壊れると「水没」する

危険性を有しています。 

2. 土で何度も盛り上げた荒川の堤防
　堤防は、「土を盛って造る」ため、地盤沈下から市街地を守るために何度も盛り土を繰

り返し、現在の荒川の堤防の高さは、住宅の2階よりも高くなってしまいました。また、

土で作られた「堤防」は、洪水などによる浸食や崩れ、あるいは、地震時の液状化などに

よって壊れやすいという弱点があります。このため、荒川の「堤防」は、地盤改良による

液状化対策を実施したりしていますが「壊れない」と言い切ることはできません。特に、

洪水などが堤防を乗り越えてあふれたら土の「堤防」は壊れてしまうでしょう。 

　そのため、「堤防は壊れるかもしれない」と考えて、日ごろから万が一の場合に備え

ることが大事です。 

3.「自助」「共助」「公助」
　災害が発生した場合は、警察・消防・自衛隊などが救助（「公助」）を実施しますが、

広い地域で一度に被害が発生すると、救助が本格的に始まるまでに2日～ 3日の時間を

要します。その間、自分の命は自分で守る（「自助」）覚悟が必要です。非常食糧・救急

薬・衣料品等の非常持出バック等の準備をしておきましょう。そして、避難所等では、

お互いに助け合う・励まし合う「互助」がとても大切になります。 

　東日本大震災時の津波被害のことを忘れないでください。命を守るための情報や知

恵は、書籍やホームページなどいろんな方法で入手することができます。「防災」の基

本は、」事前の準備と行動がとても大事なことです。まずは、「自分の命は自分で守る」

備えをしてください。 

　その第一歩が、足立区をはじめとする沿川の自治体で作成･配布している『ハザード

マップ』です。このマップには、「堤防が壊れた場合の被害の大きさ（水深や浸水する地

域等）や避難方法（ルートや避難場所等）が記載されています。一度は、お散歩マップと

ともに、見ていただければと思います。 

　江北の荒川堤の桜は、放水路建設や戦争の混

乱などで全てが失われましたが、足立区による

ワシントンからの里帰り桜事業や「荒川桜づつみ

整備事業」により、復活しつつあります。20年

後には、様々な種類の桜が大きく育ち、五色た

なびく姿がみられるようになるでしょう。扇は

新たな観光名所となるのではないでしょうか？

●平成五色桜～荒川桜づつみ整備事業～
　荒川左岸の都市農業公園付近から西新井橋付

近までの延長4.4kmに、2016年度までに「平成五

色桜」49品種を植栽する予定です。里親制度に

よって植栽された苗木には、それぞれのオーナ

ーの想いを刻んだプレートがかかっています。

●新たな日米交流の始まり～姉妹河川提携～
　日米さくら交流100周年を機に、平成23年

（2012）12月、ワシントンと東京都足立区をス

カイプで繋いで姉妹河川提携調印式が行われま

した。翌年ポトマック川流域州際委員会から

NPO法人あらかわ学会に親善大使が派遣され、

各地で講演会や交流事業を行いました。

『足立区の平成五色桜』鳥瞰図及び
イメージスケッチ（足立区資料より）

このマップについてこのマップについて

～東京の中心をまもる荒川放水路～～東京の中心をまもる荒川放水路～

放水路から川らしい川へ放水路から川らしい川へ 「足立姫」をたずねて……「足立姫」をたずねて…… 花見の名所だった荒川花見の名所だった荒川

自分の命は自分で守る防災自分の命は自分で守る防災 心静まる寺町散歩心静まる寺町散歩 新しい花見の名所へ……新しい花見の名所へ……

　明治19年（1886）に、昔の荒川堤（江北～元宿）

に植えられた桜は、荒川の五色桜とも呼ばれ多くの人々に楽しまれていました。

アメリカの紀行作家シドモア女史の熱心な働きかけにより、ワシントンDCの公園

に日本の桜を植える可能性が生まれました。日露戦争終結後の明治45年（1912

年）、東京（尾崎行雄東京市長）から「平和と親善の使者」として、3020本の桜がア

メリカに寄贈されワシントンのポトマック川河畔に植えられました。この時の桜

が、荒川堤に植栽されていた桜だったのです。昭和10年（1935）に開始された桜

祭りは、ワシントンＤＣ最大のお祭りとして、今も多くの観光客を集め、日米の

平和交流を思い起こすきっかけを提供しています。

平 成

五色桜

❶性翁寺（しょうおうじ・浄土宗）「足立姫伝説」
　沼田の庄司宮城宰相の姫が川向うの豊島左衛門尉に嫁

いだが、故あって里帰りの途中荒川に入水し、12人の侍

女も姫を追ってしまいました。12人の遺骸は見つかりま

したが、姫の遺骸は見つかりませんでした。菩提樹で作

った数珠を遺体代わりに葬りました。侍女12人は対岸の

船形神社あたり十二天の森に葬られました。姫の死を悲

しんだ庄司は熊野詣でをし、霊木をみつけ海に投じて帰

りました。帰ると霊木が流れ着いていました。折よく通

りかかった行基菩薩にお願いして霊木から阿弥陀様を６

体刻んでいただきました。まだ夜明け前だったので余っ

た木でもう一体の阿弥陀様を作り、これを姫の遺影と観

ずべしとおっしゃられました。明応年中（1492～ 1501）

にこの草庵にやって来た正誉龍呑和尚が旧記を拝見し、

行基菩薩の御作を放置したことを嘆き、一寺を創建した

のが性翁寺の開創と伝えられています。6体の阿弥陀如

来は江戸の６ヶ寺に祀られ、春秋の彼岸には６阿弥陀詣

でが流行しました。

❷地蔵堂
　地蔵菩薩と観音菩薩を祀ってあります。地域の人々の

集会所でもあり、ここに集まって渡船営業の収益の分配

などを行っていたということです。墓地内に板碑も保存

されており、現在は吉祥院の境外仏堂となっています。

❸恵明寺（えみょうじ・真言宗）

　江戸６阿弥陀２番の阿弥陀如来は、熊ノ木にあった延

命寺に祀られましたが、明治になって廃寺となり、本寺

である恵明寺に合祀されました。境内のしだれ桜が見事

です。

❹小台七庚申
　荒川放水路開削の際に、

７つの庚申塔がここに集

められました。

（写真協力：国土交通省荒川下流河川事務所）（写真協力：国土交通省荒川下流河川事務所）
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扇大橋お散歩マップ
−荒川とより親しんでもらうために−

性翁寺山門
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恵明寺のしだれ桜
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夕顔姫伝説

本木氷川神社

《このマップは公益信託あだちまちづくりトラストの助成金を受けて作成しました》

【しだれ桜写真提供】
江北村の歴史を伝える会
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