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足立区立第十三中学校２年生 総合学習

花畑川を活かしたまちづくりの推進

主催：足立区立第十三中学校・ NPO法人エコロジー夢企画
協力：足立区立第十三中学校開かれた学校づくり協議会・ ＰＴＡ・ 神明美化グループ

※平成３０年度公益信託あだちまちづくり・トラストまちづくりはばたき支援助成事業



花畑運河（花畑川）の航空写真 1979(S54)
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国土変遷アーカイーブより

足立区第十三中学校

延長 １．４ｋｍ
幅 ３３ｍ
車道橋 ４橋
人道橋 １橋

中

川

綾
瀬
川

荒川放水路の舟運の混雑緩和のために
開削された運河



荒川放水路閘門が大渋滞 産業発展のために

昭和6年に開削された運河

下肥を運ぶ船(綾瀬川）
足立区資料より



花畑運河の花畑水門（８５年前、綾瀬川方向より）

1932（昭和7）年撮影、（中学校校舎開設 1948(昭和23)年.10） 足立区の昭和より
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現十三中学校
の場所



綾瀬川（昭和8年）鈴木恒夫氏提供



H13年～桜木橋に立つ看板「未来の花畑川」

身近な自然としての河川
暮らしの中の運河
コミュニティーの核としての運河

地元要望を考慮した上で
将来像を考えましょう





２０１７年度



9

第１回WS ７月８日（土） １年目
花畑川の総合学習＆Ｅボート体験

• 共催： NPO法人 エコロジー夢企画 ＆ 足立区立第13中学校

• 協力:足立区立第13中学校開かれた学校づくり協議会・ＰＴＡ

• 神明美化グループ ☆Ｅボート指導:ＮＰＯ法人地域交流センター
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花畑川の水質を調べよう！
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案外キレイ
なんだね

全国一斉水質調査事務局長
佐山公一さん
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講師：足立博友会 鈴木恒雄氏



千ヶ崎悌六氏

【千ヶ崎（田中）悌六の経歴】

明治38年潮止村村長田中四一郎の六男として生まれる。

昭和3年東京帝国大学経済学部商業学科入学

昭和8年与謝野寛（鉄幹）らの文学結社「新詩社」に参加

昭和8年石井柏亭に洋画を学びはじめる

昭和13年岩波書店編集部勤務

昭和17年足立区花畑の千ヶ崎家に婿養子として入る。

昭和23年足立区立第十三中学校の英語教師となる。

昭和35年55歳の生涯を閉じる
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中川の桜土手（六木）７０年前

中川の桜土手 千ヶ崎悌六 画 1948 (S23) 
足立区立郷土博物館 千ヶ崎家資料より
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大谷田から北側の桜土手 1961(S36)
足立区の昭和 ２０１６ いき出版
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ワークショップ２
足立区立第十三中学校 「花畑川を活かしたまちづくりの推進」 公開学習会

「花畑川と水害」 ９月１０日（日）13:30～
地域参加者51名 中学生ボランティア10名

中学生ボランティア活躍
災害に強い街への第一歩

盛んだった舟運



ワークショップ3

足立区立第十三中学校 「花畑川を活かしたまちづくりの推進」公開学習会

みんなで花畑川の将来像を考えよう
１月１９日（金）13:30～16:30

WS１
花畑川の良いところ
悪いところを考えよう

残しておきたいもの
1位 生き物

絶対直したいもの

１位 ごみ講演：多自然川づくりとかわまちづくり

ワークショップ１・２ 各班の発表 パネリストによるディスカッション



WS２. 花畑川の将来像を描こう！

あなたのグループに 5兆円差し上げます。

「花畑川を活かしたまちづくり」をしましょう。

この金額は、橋を架け替
えるにも、川を改修する
にも、まちのデザインを変
えるのにも、充分な金額
です。

あなたのグループでは、
どんな川・どんなまちにし
たいですか？



１５班の発表 （生徒１９５名＋地域参加者 ２４名）



１位 水をきれいにする …大型ろ過機
２位 ごみを無くす …ロボット
３位 堤防を土や木・植物にする

水族館を作る

船着き場を作る

花畑川駅を作る

グルメロードを作る

１３中に恩返しするために学校を立て直す

エスカレーター
付きの橋を作る

大きい公園を作る



みんなの意見をまとめた中学２年生のイラストを下敷きにして全校生徒に配布



下敷の裏デザイン



花畑川を活かしたまちづくりの推進 2０１８年度
主催： NPO法人エコロジー夢企画 足立区立第十三中学校 協力：足立区立第十三中学校開かれた学校協議会

足立区立第十三中学校２年生総合学習年間計画

平成３０年度公益信託あだちまちづくりトラストまちづくりはばたき支援助成事業



ワークショップ１
足立区立第十三中学校２年生 「花畑川を活かしたまちづくりの推進」

「花畑川の歴史と防災」 ６月１６日（土）９:４５～
主催： 足立区立第十三中学校・ NPO法人エコロジー夢企画 協力：足立区立第十三中学校開かれた学校づくり協議会

土屋信行氏
（首都圏低平地防災

検討会座長）
著書「首都水没」 （文春新書）

公開授業

※平成３０年度公益信託あだちまちづくりトラストまちづくりはばたき支援助成事業

会場:足立区立第十三中学校体育館
９：４５～１１：３５ （2・3時限目）

花畑川から中川を望む



ワークショップ２ 足立区立第十三中学校 ２年生体験学習

花畑川の魚の調査＆Eボート体験
７月１４日（土）８：４５～１１:３５

ギンブナ

ボラ

Ｅボート体験
中学２年生 ２０３名

魚調査について授業 閉会式



花畑川は汽水域

足立区環境課２４年度足立区魚類等調査結果より作成



足立区環境課２４年度魚類調査より



Eボートで綾瀬川へいこう！
ワークショップ３ エコ夢探検２０１８

１０月２０日（土）１０：００～１５：００

エコロジー夢企画では２０１４年から綾瀬川で、アユの調査を
行っています。今年６月２日の稚アユの調査では１５１匹の稚
アユ（昨年５４匹）を採取しました。アユ目線で綾瀬川をの
ぼってみましょう。Ｅボートで対岸の八潮市大曽根ビオトープ
へ行って、昆虫と魚を観察します。
草加パドラーズさんが草加から
カヤックでやってきて交流します。

参加費：ひとり ５００円 (保険料含）

きもち
いいよ～

雨天の場合は１３：３０～
足立区桑袋ビオトープ公園多目的室
大曽根ビオトープで調査チームが採取した魚と昆虫の解説

集合：桑袋ビオトープ公園裏

主催：NPO法人エコロジー夢企画
後援予定：足立区・足立区教育委員会・八潮市教育委員会
協力：国土交通省江戸川河川事務所・(株)ＣＡＮ

ＮＰＯ法人地域交流センター
年間協賛：あだち女性異業種交流会風大地、 ㈱芝園開発

㈱トミテック、ＮＰＯ法人Ｍ･Ｕ･Ｍ
※この事業は足立区環境基金の助成を受けています



ワークショップ４

花畑川の将来像を考えよう！
１１月１０日（土）８：４５～１１：３５

足立区立第十三中学校２年生総合学習 「花畑川を活かしたまちづくりの推進」

公開授業 於：第十三中学校体育館

浦安市
境川カフェテラス

（かわまちづくり支援制度）
講師:横山清美氏

(浦安水辺の会）

江戸川区
新川千本桜 江戸時代の運河復元

（まちづくり交付金）
講師：深野将郎氏

（江戸川区土木部副参事）

川づくり事例紹介＆ワークショップ「私たちにできること」

草加市の綾瀬川
カヤックでごみ拾い

講師：中島清治氏
（草加パドラーズ）

※平成３０年度公益信託あだちまちづくりトラストまちづくりはばたき支援助成事業

主催： NPO法人エコロジー夢企画・足立区立第十三中学校 協力：足立区立第十三中学校開かれた学校づくり協議会

どなたでも
参加できます





ワークショップ４

花畑川の特徴ってなんだろう？
地域を巻き込むイベントを考えよう
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２０１９年度



花畑川の歴史と防災を学ぼう
講師:土屋信行氏（公益財団 リバーフロント研究所理事）

ワークショップ１ 公開授業 ６月１９日（水） 13:20～15:10

花畑川を活かしたまちづくりの推進 3年目



②都市環境熱と川を調べよう！
持続可能な開発目標ＳＤＧ‘Ｓ １１

「住み続けられるまちづくり」とは？
堀内正弘氏

（多摩美術大学教授）

©環境シュレーション研究会

①Eボートに乗って花畑川を見てみよう！
ごみを撮影

ワークショップ２ ７月１３日（土） ８：４５～１１：３５

川は海風の通り道となっ
て涼しさを運んでくるよ
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②ワークショップ

私たちにできることアイデアと行動を考えよう

①川とまちをつなげるのは誰？

基調演：指出一正氏

（雑誌ソトコト編集長）

ワークショップ４ 公開授業１１月２９日（金） 13:10～１５：１５



花畑川は私たちが守る！
私たちがこのまちを変える！

２01７～2019の3年間
中学2年生公開総合学習
計566名＋地域84名

NPO 法人エコロジー夢企画
「花畑川を活かしたまちづくりの推進」
※足立区まちづくりトラストはばたき支援の助成を受けています


