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花見をしながら先人たちが造り出した風景を思う 

 
田谷堰－氷川神社間にある新河岸川のサクラ並木（2005年 4月撮影） 

 

 記録的な暖冬も終盤にさしかかり、川越に桜前線が近づいてきま

した。3 月末から 4 月上旬にかけて、今年もソメイヨシノが見ごろ

を迎えます。 

 さて、日本の原風景のようになっている写真の風景ですが、近代

になってから人の手によって造られたことをご存じでしょうか。 

 田谷堰から下流の新河岸川は、昭和初期の河川の付け替えによっ

て開削されたものです。また、ここに植えられているサクラはソメ

イヨシノで、1947（昭和 22）年に植樹されたものです。そして、60

年間にわたり人々の手で守られた風景は、しっくりと街になじみま

した。なお、ソメイヨシノは一代雑種で自生できないので、挿し木

や接ぎ木でクローンを造り出してきたものです。 

 今年は花見をしながら、風景をつくり、守ってきた先人を思いつ

つ、将来世代が誇りに思える風景をつくったり、守ったりするため

に、私たちが何をできるかを考えてみませんか。 

かわごえ環境ネット理事長 小瀬博之 
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第 5回かわごえ環境フォーラム かわごえ環境フォーラム実行委員会

 5 回目を迎えた「かわごえ環境フォーラム」

が、2007年 2 月 24日（土）の 9:30-16:00に川

越市市民会館会議室で開催され、185 名の参加

者で終日にぎわいました。ご来場ありがとうご

ざいました。 

 本イベントは、市民・民間団体・事業者・行

政が日ごろから取り組んでいる環境活動を発表

し、意見交換をするイベントとして 2003年に第

1 回が開催され、川越市の 3 大環境イベントと

してすっかり定着しました。本号では特集とし

て、2 ページにわたってイベントの様子を紹介

します。 

 なお、本イベントは、川越市の後援とパイオ

ニア株式会社・東洋インキ製造株式会社・東京

電力株式会社・武州ガス株式会社・昭和工業株

式会社・株式会社環境総合研究所・生活クラブ

生協埼玉 川越支部の協賛をいただきました。こ

の場を借りて御礼申し上げます。 

 
午前の部：市民・民間団体・事業者・行政による環境活動報告会 
 今回のフォーラムにおける最も大きな変化は、

環境活動報告会を分科会形式からポスターセッ

ション形式にしたことでした。これまで、部屋

ごとに別れていた発表では、いろいろな発表を

聞くことができない、という意見を多くいただ

いていました。それを解決するため採用した方

式でしたが、会場は 100名近くの聴衆を集め、

たいへん盛況な発表会になりました。また、今

回初めて学校からの参加があり、こどもエコク

ラブの発表には惜しみない拍手がありました。 

 19件もの発表があり、ひとつひとつは限られ

た発表時間でありましたが、その分、凝縮され

た内容となって記憶によく残る発表会になりま

した。 

 
会場の準備の様子 

 

 
社会環境部会の発表 

 

 
自然環境部会の発表 

 

 
上戸小エコクラブの発表 

 

 
クリーン川越めざす会の発表 

 

 
川越緑のサポーターの発表 

 

午後の部：循環型社会形成シンポジウム『水のまち川越の復活をめざして』 
 水の豊富であったかつての川越の環境を取り

戻し、将来世代に良好な環境を引き継ぐために、

どのような活動を行っていけばよいのかを考え

るためのシンポジウムを開催しました。 

 本シンポジウムでは講師をお招きして、2 題

の講演を行いました。1 題目の講演者である湧

泉研究会事務局の倉宗司さんは、小金井市式雨

水浸透施設の設置に、行政と市民の立場の両面
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から取り組んでいる様子を、熱意を込めて語っ

ていただきました。市民の意識の高さと、それ

を受ける行政マンの行動力が生み出す成果は目

を見張るものがありました。倉さんは、広い地

域を対象にした雨水浸透施設の設置の展開の必

要性を説いていました。 

 2題目の講演には、川越の歴史に造詣が深く、

川越市文化財保護審議会会長でもある小泉功さ

んに、昔の川越の写真をスライドで見ながら、

水が豊富であった川越の様子を語っていただき

ました。島崎藤村が訪れた入間川での川遊びの

様子や入間川や新河岸川での水泳の様子、仙波

河岸のかつての様子などを優しい口調で語って

いただきました。 

 講演のあと、講師 2名に、当会自然環境部会

代表の大辻晃夫と、NPO法人荒川流域ネットワ

ーク川村ヒサオさんが加わり、意見交換会を行

いました。講演時間に押されて限られた時間で

したが、有意義な意見交換会になりました。 

 

 
友好団体であるつるがしま環境ネット

ワーク代表鈴木勝行さんのあいさつ 
 

 
保水型下水道による都市基盤の移行に

ついて講演する倉宗司さん 
 

 
昔の写真を示しながら解説する 

小泉功さん 
 

 
自然環境部会の活動報告をする 
大辻晃夫自然環境部会代表 

 

 
大辻自然環境部会代表（左）と 

コメンテーターの川村ヒサオさん（右） 
 

 
意見交換会でコメントする 

倉宗司さん（左）と小泉功さん（右） 
 

来場者アンケートと今後に向けて 
 会場では、24名の方から来場者アンケートに

回答いただきました。貴重な意見をお寄せいた

だきありがとうございました。今回のポスター

セッション形式はたいへん好評で、次回も継続

していきたいと考えていますが、発表件数と発

表時間が限られてしまうことや、聞く人が立っ

たまま発表を聞くという問題があります。今後

は会場をビデオカメラで撮影しスクリーンで映

し出したり、壇上で講演していただいたりする

など、発表者にとっても聞く人にとってもさら

によい発表会にしていきたいと考えています。

そのほか、かわごえ環境フォーラムを、ポスタ

ーによる発表だけでなく、さまざまな形式の発

表を行える場にしていきたいと考えています。 

 なお、今回のイベントで配付し、発表会とシ

ンポジウムの資料ともなった「かわごえ環境活

動報告集 2007」をご入用の方は、かわごえ環境

ネット事務局までお問い合わせください。 

（かわごえ環境フォーラム実行委員会） 
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第 1回 ホタル勉強会 自然環境部会

■日時： 2007年 1月 25日（木） 

 14：00～16：30 

■場所：川越市中央公民館第一講習室 

■講師：金子隆治さん（元 狭山市立狭山中学校

校長、ホタル飼育専門家） 

■内容：ホタルの基礎知識（ホタルの種類、ホ

タルの生態と一生など）、ホタルの飼育、繁殖方

法、ホタルの棲める環境づくりなど 

■参加者：本会会員及び一般、計 26 名 

 

 自然環境部会では、ホタルの生息できる環境

づくりをめざして湧水の保全と再生活動を進め

ています。今回、この具体的な候補地として仙

波河岸史跡公園と笠幡の霞湧水堀の 2か所を選

定して活動に入っていきます。そのためには経

験豊かな指導者の下でホタルの生態やホタルの

生息できる環境づくりを学ぶことが第一と考え、

第 1回の勉強会を開催しました。 

 実践で積み上げてきた経験豊かなホタルの飼

育と繁殖のノウハウを失敗談も交えながら楽し

く講義をして頂き、有意義な勉強会でした。実

践での第一ステップとしては、ホタル幼虫の餌

になるカワニナの繁殖と水路での定着化が重要

だとわかりました。 

 次回は、より実践的な勉強会や飯能の多峯主

山ふもとに自然発祥するホタルを訪ねる催し等

を計画しています。 

（担当:市川・菅野・原嶋・平田、文責：大辻） 

 
幼虫が土の中にもぐり、土マユを作っ

てサナギになり、羽化を待つ姿の貴重

な写真を説明 
 

 
熱心に受講中のみなさん 

 

 
自ら工夫された金子式ホタル飼育用具

の数々を披露して、ホタル幼虫の育て

方を説明 
 

 
ホタルがサナギから羽化して飛び立っ

た後の土まゆ 
 

 
ゲンジボタルとヘイケボタルの標本 

 
 
 

 
カワニナと小さく丸くなっている 

ヘイケボタルの幼虫 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム】市民も力を貸したいが 
 身の周りの環境をよくするために、どう市民を啓発したら良いか頭を悩ます行政です。財政難

で思うようにポスターも作れません。市民の手作りポスターの活用のアイデアを生かして小中学

生の「３Ｒ推進とごみの散乱防止ポスター」93枚が 2月から市内の商店街に張り出されました。

その掲示のお願いに回った職員の苦労を聞きましたが、環境市民ボランティアで応援できなかっ

たのでしょうか。行政のスリム化は市民との「協働」の力が不可欠のはずです。（K.T） 
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かわごえ環境推進員の研修会 社会環境部会

 
熱心に話を聞く環境推進員たち 

 
 

 川越市の環境行政と市民をつなぐ、かわごえ

環境推進員協議会の研修会が、2月 17日にやま

ぶき会館で開かれました。かわごえ環境ネット

の会員には環境推進員として第一線で活動して

いる人が多くおられます。ごみ減量も活動テー

マにしている社会環境部会の渡辺代表が報告し

ました。「“ごみ”で困った・その“ごみ”待っ

た」と題した 2人の講演がありました。 

 最初に、市の環境業務課の鈴木係長からごみ

収集で困った事例を、写真やイラストで分かり

やすく紹介されました。分別の不徹底、ごみ出

しの日時が守られないなどが一番の悩みですが、

とんでもない非常識な例なども紹介されました。

また、外国人向けの説明パンフレットも用意さ

れ、環境業務課の窓口に取りにきてほしいとの

ことでした。7,000箇所を超える収集場所を抱え

るごみ収集事業は、地域の環境推進員の協力無

くしては改善されないことがはっきりしました。 

 続いて、小野環境推進員協議会会長より「そ

の“ごみ”待った」と、ごみの減量化、資源化

について幅広い視点から解説していただきまし

た。廃棄物をめぐる法律の体系も分かりやすく

説明され、生ごみ、紙ごみ、衣類などの資源化

の様子などが写真で紹介されました。プラごみ

やペットボトルなどのリサイクル状況を見ると

き、消費者の環境に対するちょっとした心遣い

で大きなコスト削減につながるようです。 

 いまはリサイクル、リユースが第一ですが、

これからはごみを出さないリデュースの方向に

と強調された有意義な会でした。（渡辺利衛） 

 

3月 10日に市民の力で「小江戸川越クリーンウォーク」 社会環境部会

 市内の若手経営者で作る「川越商業経営研究

会」（近藤孝宏会長）が企画、クレアモール商店

会や尚美学園などとの共催で、子供からお年寄

りまで幅広い市民の参加を呼びかけた「小江戸

川越クリーンウォーク」が 3月 10日午前 9時か

ら行われました。川越市で「路上喫煙の防止に

関する条例」が 4月から施行されるのに伴い、

吸い殻の散乱に対する関心が高まっています。 

 小学生から環境推進員、かわごえ環境ネット

会員なども含めて 130人ほどの人が参加しまし

た。川越駅前から本川越駅前までのクレアモー

ル通りを 3つに分けて清掃し、裏通りまでにも

足を伸ばして 1時間ほど活動しました。 

 主催者の近藤会長は、商店街で自発的にお店

の前をきれいにするするとともに、市民の協力

で「きれいなまち川越」のまちづくりのきっか

けになるようにと願っておりました。定期的な

市民活動になることが期待されています。 

 
主催者のあいさつを聞く参加者たち 

啓発ゼッケンをつけてごみ拾い 

 参加者にはマイバッグなどの記念品が渡され

ました。クイズ回答者に抽選で賞品、子供らに

はジャンケンで特製ぬいぐるみが渡され、拍手

のなかイベントは終わりました。（武田侃蔵） 
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市民環境調査「親子で湧水探訪」 会員から活動報告

 
 川越市主催による市民環境調査「親子で湧水

探訪」が、2月 17日（土）に開催され、小学生

3名を含む 6名が参加しました。かわごえ環境

ネット自然環境部会の平田講師のお話しから始

まり、郭町浄水場南や龍池弁財天（牛弁天）な

どを探訪し、パックテストによる水質検査を行

いました。参加者からは、「ぜひ、次回も親子で

体験できるような自然観察会に参加したい」「他

の湧水も見てみたい」などの意見がありました。 

（川越市環境政策課） 

 

川越市環境行政の動き  
組織改正のおしらせ 

 今回の組織改正は、中核市に移行した平成 15

（2003）年度以来の大きな改正となります。政

策目的が明確でわかりやすい組織名称とすると

ともに、係制を廃止しグループ制に移行するこ

とにより、さまざまな業務がかかわる課題に柔

軟に対応できることを目的としています。助役

が副市長、次長が副部長、課長補佐が副課長、

係長が担当主査となります。環境関連の主な改

正については、次のとおりです。なお、市民部

市民活動支援課に協働推進担当が新設されます。 

 
環境部 
 循環型社会形成のための施策を推進するとと

もに、老朽化が進んでいるごみ焼却施設などの

整備に対応するため、環境業務課を資源循環推

進課と環境施設課に分割します。 

都市計画部（まちづくり部から名称変更） 
 景観に配慮したまちづくりを推進するため、

まちづくり計画課の都市景観係と文化財保護課

の伝建地区担当を統合し、都市景観課を新設し

ます。 

 新清掃センターの余熱を活用した公園建設を

推進するため、公園整備課に仮称川越西公園建

設担当を新設します。 

 総合交通政策課を廃止し、都市交通政策に関

する業務は総合政策部（市長室から名称変更）、

交通安全に関する業務は市民部に、それぞれ移

管します。 

 まちづくり計画課は、都市計画課に名称変更

となります。 

（川越市環境政策課） 

 
平成 19（2007）年度の環境関係事業と予算 
 新清掃センターの建設も着手することとなり、

地球温暖化防止への世論の高まりを反映して、

平成 19（2007）年度の川越市の環境行政の概要

をまとめました。 



月刊 かわごえ環境ネット 2007年 4月 No.006 

-  - 7

新規事業（4件） 
① 環境行動計画（市民・事業者）の策定。本

会で検討を続けている「かわごえアジェン

ダ 21」のことで、市民・事業者・民間団体

が取り組むべき環境配慮行動に関する計画

を、かわごえ環境ネット等との協働により

策定します。 

② （仮称）地球温暖化対策条例の制定。市域

における地球温暖化対策を進めるため制定

します。 

③ 路上喫煙防止条例の推進。昨年 12月市議会

で制定された「路上喫煙の防止に関する条

例」を市民や観光客に周知するため、キャ

ンペーンや啓発資料の作成配布、標識の掲

示などを行います。また指導パトロールの

実施により喫煙マナーの向上を図り、良好

な生活環境を確保します。 

④ マイバッグキャンペーン。かわごえ環境推

進員協議会と協力して、各地域での主要な

店舗において啓発活動を実施します。 

事業名と予算（単位千円・人件費は除く） 
環境基本計画推進：環境基本計画年次報告書作

成等、環境活動計画、本会支援 ------------- 2,673 

節電推進：温暖化防止条例、1％節電プラス 1（ワ

ン）運動、エコチャレンジ等 ---------------- 4,410 

新エネルギー推進：住宅用太陽光発電システム

設置事業の補助 -------------------------------- 24,989 

河川浄化団体事務：新河岸川、不老川等河川浄

化団体の補助--------------------------------------2,376 

地域環境美化促進：路上喫煙防止条例の推進、 

ごみゼロ運動の実施 -------------------------- 16,244 

集団回収の促進：報償金交付ほか -------- 94,513 

ごみ減量等推進：家庭用生ごみ処理機器購入補

助、布類拠点回収、草木類チップ化 -------8,450 

ごみ減量等啓発：マイバッグ推進等 -------2,053 

かわごえ環境推進員制度：報償金等 ----- 13,988 

公害対策：大気・水質・土壌等 ----------- 85,760 

緑地保全：市民の森指定、保存樹木・樹林指定、

くぬぎ山自然再生等 -------------------------- 19,139 

緑化推進：苗木配布、生け垣設置補助、屋上・

壁面緑化への補助 ----------------------------- 14,199 

塵芥処理：収集運搬委託、中間処理施設の整備・

管理、焼却灰等再資源化 -----------------3,172,875 

し尿処理：浄化槽管理指導、環境衛生センター

施設管理-----------------------------------------403,495 

新清掃センター建設 -----------------------3,055,088 

産業廃棄物対策：指導・監視、残土対策、自動

車リサイクル法事務 -------------------------- 23,789 

その他：環境学習、環境マネジメントシステム、

不法投棄対策ほか ----------------------------- 50,661 

 合計で 69億 9千万円余となります。 

（武田侃蔵） 

 
新清掃センター建設へ 
 新清掃センターの工事請負契約が 2月 5日に

開かれた市議会臨時会に提案され、2 月 8 日に

賛成多数で議決され、(株)神鋼環境ソリューシ

ョン東京支社と本契約が結ばれました。今回の

発注形式が性能発注のため、詳細部分について

は、今後の設計により決定するとのことですが、

議案に添付されたフロー図に説明をつけたもの

を転載しました。 

 契約後提出される「契約設計図書」が 2か月

後の 4月 8日までに提出され、工程などの全貌 

 

 

がはっきりします。その後、半年前後で実施設

計、併行して炉の設計、基礎工事等、平成 22

年 3月 15日の工期に向け工事が進められます。 

 3月市議会で、新清掃センター工事について、

地盤等の地元の不安解消に向けた対策の必要性

が質問されました。地元を含めた市民への説明

会が 3月 31日に西文化会館で開かれます。 

 新清掃センター建設事務所では、あわせてリ

サイクル施設工事の発注も早めたいと準備を進

めております。     （武田侃蔵）
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新清掃センター熱回収施設（焼却施設）のフロー図（流動床式ガス化溶融方式） 

【岩崎哲也議員の議会報告から転載】 

市長もチラシ配り 「路上喫煙防止条例」施行イベント（3月 30日～4月 3日） 

 
店先に掲示された小学生の絵による啓発ポスター 

  

 

昨年の 12月議会で成立した「路上喫煙の防止に

関する条例」が 4月から施行されるのに伴い、

啓発のキャンペーンが 3月 30日から 4月 3日ま

で、川越駅東口・同西口、本川越駅、川越市駅

の各駅頭で、環境部の職員及びかわごえ環境推

進員の人々によって、啓発チラシとティッシュ

が配られます。 

 4月 1日 10時から川越駅東口のペデストリア

ルデッキで市長も出席して記念セレモニーが開

かれます。啓発ポスターは小学生が描いた絵に

決めました。         （武田侃蔵） 

 

理事会・専門委員会からの報告  
理事会 
 第 77回理事会は 2月 27日に開催されました。

主な審議事項は次のとおりです。 

･次年度の総会日程を検討し、平成 19年 5月 26

日（土）13 時 30 分から博物館視聴覚ホールで

開催と決まりました。 

・議案書は、4月 20日頃にメール便にて発送し、 

総会出欠のはがきは、議案書とは別に事前送付

することになりました。 

・川越市の基本方針で、原則として、次年度か

ら市長が任意団体の代表に就任しないことにな

ったことから、会則の変更を審議しました。理

事長が会長を兼務する内容で会則第 6条を変更

することを総会に諮ることになりました。また、

理事の中途退任時の補欠や会費納入等に関する

取扱いを整備して総会に報告することにしました。  

・総会後に（仮称）かわごえアジェンダ 21の報
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告、意見交換会を行うことを決めました。 

・会員の民間団体、事業者が発行している会報、

情報誌を収集し、環境活動を本誌で広く伝える

情報ネットワーク化を推進することになりまし

た。なお、情報誌、会報の送付依頼と保管は検

討し実施することにしました。 

・2月 24日に行われた「第 5 回 かわごえ環境

フォーラム」の報告がありました。ポスターセ

ッションでの発表についてのアンケートでの評

価は、概ね良好でした。ただし、「意見交換が出

来なかった」「聞き手は長時間立ち聴きで疲れた

ようだ」等の報告が行われました。 

・個人会員 6名（ホタル勉強会にて 3名、フォ

ーラムにて 3名）の入会が承認されました。こ

れにより会員数は 154となりました。 

（広報担当理事：金子晃） 

 

社会環境部会 
 2月 21日に第 11回定例会が川越市役所地下

修養室で行われ、会員 11 名が出席しました。

主な内容は次のとおりです。 

1) 会員名簿の確認及びボランティア保険加

入について：新年度を前にして、会員名簿

の確認と自己紹介を行い、合わせてボラン

ティア保険の加入について協議、希望者加

入を確認しました。 

2) 理事会及びかわごえアジェンダ 21 の討議

状況の報告及びアジェンダ 21 委員会への

会員の積極的参加を要請しました。 

3)  1月29日に狭山市の生ごみ堆肥化収集シス

テムの説明を市の担当者から聞き、実際の

処理工場を視察しました。約 5 万世帯の 1

割近くが参加するまでに育てた関係者の

話は大いに参考になりました。 

4) 2 月 8 日に市議会で承認された新清掃セン

ター工事契約について、議会の質疑の状況

解説と今後のウォッチングの必要性が報

告されました。 

5) 2月17日のかわごえ環境推進員協議会の研

修会「ごみの収集とリサイクル」について

の詳しい報告がありました。 

6) 南小畔川の不法投棄の発見から行政と住

民の対応の説明があり、今後の反省材料が

多く見つけられました。 

7) 24日の「第 5回かわごえ環境フォーラム」

の準備と当日の進行、合わせて担当役割の

確認を行いました。 

（社会環境部会代表：渡辺利衛） 

 

自然環境部会 
 2月 5日には笠幡地区の北小畔川沿いを流れ

る、協栄用排水路の「第 1期多自然護岸工事」

が始まるために、市の河川課、施工業者、かわ

ごえ環境ネットが現地に集合して、工事の詳細

を協議しました。工事の詳細は次号に掲載しま

す。 

 2月 8日には「埼玉県による菅間緑地池の水

質調査」が、市の環境政策課とかわごえ環境ネ

ットの立ち合いのもとで行なわれました。これ

はムサシトミヨの試験放流の前に、水質が問題

ないかどうかを分析する為で、現在その結果待

ちです。 

 2 月 9 日には「2 月度・自然環境部会」が市

の 7G会議室で総勢 11名の参加で開催されまし

た。残された平地林の保全グループからは、1

月 28 日に（仮）川越森林公園計画地で開催さ

れた観察会の内容とくぬぎ山協議会の動向に

ついての報告がありました。水辺の自然の保全

と再生グループからは、1月 13日に行われた菅

間緑地の人工池でのアカウキクサ駆除活動と 1

月 19 日に行われた菅間緑地の県による視察及

び協議の結果報告がありました。また 1 月 25

日に開催されたホタルの勉強会の報告もあり

ました。なお、来年度の役員は部会代表に大辻、
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副代表と会計に平田、書記が横山に決定しまし

た。 

 2月 19日には「（仮）霞湧水堀・保全会議」

が笠幡のグリーンタウン自冶会館で市の河川

課、グリーンタウン自冶会、霞ヶ関西中学校、

霞ヶ関カンツリークラブ、かわごえ環境ネット

の参加で第 1回の協議を行い、ホタルの里づく

りを目指して湧水堀の保全活動を前向きに検

討することになりました。次回は今年度の工事

が完了する 4月上旬を予定し、具体的な話し合 

いを行うことになりました。 

2月 24日には「第 5回かわごえ環境フォーラ 

ム」が開催され、自然環境部会では大辻が、午

前に行政と協働した霞湧水堀の多自然護岸工

事のパネル発表と、午後には水のまち川越の復

活をめざしての意見交換会のパネリストとし

て参加しました。 

（自然環境部会代表：大辻晃夫）

 

広報委員会 
 3月 15日に川越市役所 5階フリースペースに

て広報委員会が開催され、今号の内容確認とと

もに、次号の掲載項目について検討しました。

表紙のカラー化について話題になりましたが、

費用や作業の面で課題があることから、広告を

つけるなど、方策をいろいろと検討することに

なりました。また、団体会員が発行している会

報などを広報で積極的に紹介するための検討を

行っていますが、入会時に記入する「会員登録

カード」に、「会報または環境情報誌等の発行」

という項目があったため、まずはこれを確認す

ることで、会員への問い合わせ事項を検討して

いくことになりました。 

（広報委員長：武田侃蔵） 

 

企画委員会 
 第 4回委員会は 2月 27日に開催されました。

今までの委員会で検討した 7項目の中から、2007

年度のテーマを選定しました。市民、市民団体、

事業者、行政が参加できることを重点にし、す

でに取り組んでいる活動の延長線から始めよう

ということで、美化運動、雑木林下草取り体験

を取り上げ、実現に向け行動することになりま

した。また、この活動結果は家庭教育学級のテ

ーマとして生かしていきたいと考えています。

具体的な活動計画は、総会前までの委員会で策

定したいと思います。 

（企画委員長：村上正明） 

 

（仮称）かわごえアジェンダ 21検討委員会 
 2月 26日に第 8回、3月 7日に第 9回、3月 14日

に臨時の第 10回検討会が開催され、延べ 24名

の出席者でアジェンダの行動提案表の具体的な

内容について話し合いが行われました。 

 2 月 8 日の議論で、将来世代にわたり地球全

体および川越市が持続的に発展していくため取

り組むべき具体的な行動として 33 の中項目が

まとめられましたが、3 回の検討会では、それ

ぞれについて「各個人・組織で実施すること」

「市民・事業者に対して啓発・普及を図ること」

「行政・事業者に対して提案・参画・チェック

を行うこと」「協働して実施すること」の 4つの

行動対象に分けて具体的な行動提案を表に書き

込む作業を行いました。 

 その結果、表がほぼまとめられました。そし

て、3 月下旬に会員に郵送する資料にこれを添

付し、意見を募ることになりました。 

 ご意見については書面、そして、5月 26日（土）

の総会後に行われる「（仮称）かわごえアジェン

ダ 21中間報告会及び意見交換会」にて承ります。

どんな些細なことでもけっこうですので、ご意

見、ご提案をお寄せください。会員外の方もか
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わごえ環境ネットホームページでファイルを見

ることができますので、会員の有無を問わず積

極的にご意見をお寄せください。詳しくは、同

封の郵送資料またはホームページをご覧くださ

い。 

 次回は 4 月 11 日（水）13:00-15:00 に川越市

役所地階の修養室で開催されます。開催前まで

にいただいた意見の確認とともに、（仮称）かわ

ごえアジェンダ 21 の全体構成について話し合

います。 

 今後も、2007（平成 19）年度中の策定をめざ

して作業が続きます。（仮称）かわごえアジェン

ダ 21を広く活用されるものにするため、多くの

方の作成への参加をよろしくお願いします。 

 これまでの議論の経過など、詳しくは、かわ

ごえアジェンダ 21Wiki（http://kawagoekankyo.n

et/wiki）に掲載されていますので、ぜひご覧く

ださい。（アジェンダ検討委員長：小瀬博之） 
 

（仮称）かわごえアジェンダ 21における 30の中項目（3月 18日現在） 
1.省エネルギー 2.自然エネルギーの

活用 
3.新エネルギーの活
用 

4.環境に配慮した住
まい方 

5.グリーン購入 

6.生ごみの資源化 7バイオマスの活用 8.容器・包装の削減 9.リユース 10.ごみ分別の徹底に
よるリサイクル 

11.公共交通の活用 12.自動車使用の削減 13.環境に配慮したま
ちづくり 

14.まち美化 15.化学物質の削減及
び自然素材の活用 

16.地産地消 17.水質汚濁防止 18.水循環及び湧水の
保全 

19.節水及び水の有効
利用 

20.多自然護岸づくり

21.水辺の保全 22.雑木林の保全 23.農地の活用 24.野生生物の保護 25.環境学習 

26.環境ボランティア 27.環境情報ネットワ
ークづくり 

28.地域交流 29.環境行動チェック 30.行政への市民参加

 

おしらせ 
2007（平成 19）年度総会及びかわごえアジェンダ 21検討結果報告会を 5月 26日に開催
 2007 年度総会の日程及び議題が決まりまし

た。会員のみなさまのご出席をお待ちしており

ます。詳しくは、3 月下旬に郵送される資料を

ご覧ください。また、総会の出欠を同封のはが

きにてお知らせください。 

 なお、総会議案書は 4月下旬に郵送する資料

で会員にお送りする予定です。 

日時：2007年 5月 26日（土）13：30-14：30 

会場：川越市立博物館 視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

内容：事業報告、会計報告、監査報告、会則改

正、事業計画、事業予算、その他 

 なお、総会終了後、「（仮称）かわごえアジェ

ンダ 21中間報告会及び意見交換会」を開催しま

す。 

 「（仮称）かわごえアジェンダ 21」は、川越

市が策定した第二次川越市環境基本計画と連動

して、市民・民間団体・事業者・行政のそれぞ

れが、または協働して取り組むべき具体的な行

動を定めるものです。日ごろより活発な環境保

全活動をされている会員みなさまのご意見をい

ただき、平成 19年度中の策定を予定しておりま

す。ぜひご参加ください。なお、検討会終了は

16:30を予定しています。 

 

仙波河岸史跡公園自然観察会及び保全活動（第 15回）を 4月 7日（土）に開催
 今年初めての仙波河岸史跡公園での自然観察

会及び保全活動となります。今年は暖冬の影響

から春の訪れも早く、公園内は鮮やかな新緑に

覆われ、イヌザクラも見頃になると思います。

今回は春の野草を観察いただきながら、名札づ

け作業をしていただくことを考えていますので、

多くのみなさまに参加いただければ幸いです。 

日時：4月 7日（土）9:00-12:00（小雨決行） 
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場所：仙波河岸史跡公園 

（川越市仙波町 4-21-2） 

内容：(1)自然観察会（春の植物） 

(2)保全活動：植物の名札づけ作業、外来植

物の除去作業、水質浄化と水質調査 など 

参加費：100円（保険代） 

持ち物：飲み物・筆記具・雨具・帽子など 

申込：不要（当日直接会場へ） 

駐車は近隣の川越市環境衛生センター（川

越市大仙波 1249-1）をご利用ください。 

後援：川越市公園整備課 

 

 
（仮称）川越市森林公園計画地自然観察会を 5月 12日（土）に開催
 5月 12日（土）9:30-12:30に（仮称）川越市

森林公園計画地（川越市南文化会館ジョイフル

集合）において、(財)埼玉県生態系保護協会 川

越・坂戸・鶴ヶ島支部と共催で自然観察会を開

催します。詳細は次号でおしらせします。 

 

理事会・専門委員会の開催予定 
 ●の部会は会員全員が対象、◆の理事会・委

員会は但し書きがない場合は委員が対象です。 

 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 8回） 
日時：3月 27日（火）17:00-18:00 

場所：川越市役所 7階 7G会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

◆理事会（第 78回） 
日時：3月 27日（火） 18:00-20:00 

場所：川越市役所 7階 7G会議室 

●かわごえアジェンダ 21検討会（第 11回） 
 「（仮称）かわごえアジェンダ 21」の行動提

案のとりまとめ及び全体構成の検討を行います。

委員以外の参加を歓迎します。 

日時：4月 11日（水）13:00-15:00 

場所：川越市役所 地下 修養室 

●社会環境部会（2007年 4月度） 
日時：4月 11日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所 地下 修養室 

 4月より定例会の週が毎月第 2水曜日 15:00-1

7:00に変更になりました。次回は5月9日です。 

●自然環境部会（2007年 4月度） 
日時：4月 13日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所 7階 7G会議室 

 原則として毎月第 2金曜日 15:00-17:00に定例

会を開催しています。次回は 5月 11日です。 

◆理事会（第 79回） 
日時：4月 16日（月） 18:00-20:00 

場所：川越市役所 7階 7G会議室 

◆広報委員会（2007年 4月度） 
日時：4月 20日（金）17:00-19:00 

場所：川越市役所 5階 フリースペース

 

会員の主催行事・募集等 
●(財)埼玉県生態系保護協会 
 川越・坂戸・鶴ヶ島支部 

伊佐沼探鳥会 
日時：4月 8日・5月 13日（日） 

10:00-12:00（5月はバードウィーク行事） 

場所：伊佐沼西側にある東行楽会館入口の

蓮見橋集合 

参加費：300円、高校生以下 100円 

（保険料、資料代） 

内容：初めての人お待ちしています。4月、

岸のサクラの蜜を吸いにヒヨドリやメジロ

が、沼ではカイツブリ、カルガモ、コチド

リがラブコールを交わしています。5月 10

日からバードウィークです。鳥たちにとっ

て一番大切な子育てを守る週間です。夏鳥

のコアジサシが優雅に飛ぶ姿が見られます。 
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（仮称）川越市森林公園計画地自然観察会 
日時：5月 12日（土）9:30-12:00 

かわごえ環境ネットとの共催、詳細は次号 

以上の問い合わせ先：笠原啓一 

Tel.049-222-0957 

●特定非営利活動法人 
 武蔵丘陵森林公園の自然を考える会 

森林公園自然観察会 
4月 13日（金）・4月 15日（日） 

シュンランや昆虫の観察 

5月 10日（木）・5月 13日（日） 

場所・時間：国営武蔵丘陵森林公園南口 10

時 20分集合、10時 30分から 15時まで 

参加費：200円、他に入園料が必要 

内容：アカマツ林で鳴くハルゼミの声を楽

しみながら、ガマズミの白い花やジュウニ

ヒトエなどの野草の観察をします。また、

チョウの幼虫などの昆虫の観察も行います。 

 4月 28日（土）から 5月 6日（日）まで

のゴ－ルデンウィーク中に、園内での野草

盗掘防止のパトロールを行います。お手伝

いいただける方は当会までご連絡ください。 

問い合わせ先：谷津弘子 

Tel./Fax.049-224-9118 

●クリーン川越めざす会 
「やめましょう！歩きタバコ・ポイ捨て・

放置自転車」のゼッケンをつけて、まち美

化啓発運動 
日時：4月 3日（火）・12日（木）・28日（土）

5月 1日（火）・10日（木）・26日（土） 

13:30-15:30 

場所：川越駅東口アトレ横歩道橋下集合 

市内中心部の清掃（毎月第 3日曜日） 
日時：4月 15日（日）・5月 20日（日） 

9:30-11:30 

場所：本川越駅交番横集合 

以上の問い合わせ先：武田侃蔵 

Tel.049-222-0786 

●川越市 
春の苗木プレゼント 
日時：4月 29日（日）10:45から 

場所：農業ふれあいセンター（川越市大字

伊佐沼 887） 

「川越れんげまつり 2007」会場にてヤマブ

キ、シラカシ等計 1,000 本を無料プレゼン

ト（先着 1,000名） 

 

広報委員会からのおしらせ 
●川越ケーブルテレビ「われら環境ネット」 
 4 月は、川越緑のサポーター（金子晃会長）

の（仮称）川越市森林公園計画地などでの活動

を紹介します。放映予定は 4月 21日（土）から

27日（金）までの 1週間、1日に 5回（7:40, 1

1:40, 16:40, 18:10, 22:10）放映します。 

 
●会員及び関連団体等の活動報告の投稿や行

事・募集に関する情報を随時募集 
 本会会員の活動報告を随時募集しています。4

00字程度で投稿してください。写真も掲載可能

です。また、本会会員や関連団体等が主催する

公開イベントや募集に関する情報を随時受け付

けています。No.007（4 月 25 日発行予定）は、

4月 13日（金）までにかわごえ環境ネット事務

局へ到着した原稿を掲載します。投稿の際には、

テキストデータと画像データを別々にいただけ

ると編集がたいへん助かります。 

＜イベント開催についての掲載項目＞ 投稿者

の団体名および氏名、イベントの名称、概要、

日時、場所（わかれば住所も）、持ち物・参加費・

申込方法等、主催者、問い合わせ先（担当者の

E-mail,電話,氏名など）、関連するホームページ 

 詳細は、かわごえ環境ネット事務局までお問

い合わせください。 

 

●かわごえ環境ネットホームページのご案内 
 かわごえ環境ネットの最新情報から過去の情

報まで、さまざまな情報がかわごえ環境ネット

ホームページ（http://kawagoekankyo.net/）に蓄
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積されています。ぜひご活用ください。「月刊 

かわごえ環境ネット」もカラーで入手できます。 

 RSS配信とケータイ用ページも用意していま

す。詳しくはホームページをご覧ください。 

［RSS］ http://kawagoekankyo.net/index.rdf 

［ケータイ用］ http://i.kawagoekankyo.net/ 

 
 
●4月は入会に最適、会員になりませんか？ 
 4 月になり川越に引っ越してこられた方や職

場、学校で通うようになった方、また、退職さ

れて新たな活動を始めようと考えている方など

へ、かわごえ環境ネットへの入会のご案内です。 

 本会は、地域ぐるみで川越市の望ましい環境

像を実現するためにさまざまな活動をしていま

す。会員になれば、本誌「月刊 かわごえ環境ネ

ット」など、川越市の環境に関する情報を毎月

お送りします。また、本誌やホームページにイ

ベント情報や会員の情報を掲載できます。さら

に、かわごえ環境ネットが主催するイベントに

優先的に参加できます。そして、かわごえ環境

ネットが行っている専門委員会活動（普及、啓

発、ボランティア、行政への提案など）に参加

することができます。 

 4月に入会すれば、年会費が 12か月分有効で

いちばんお得です。入会するならば 4月が最適

です。入会についての詳細及び問い合わせは、

本誌末尾に書いてあるかわごえ環境ネット事務

局（川越市環境政策課）まで、または、かわご

え環境ネットホームページをご覧ください。

 
編集後記

●本誌は、カラーで作成しているのですが、予

算や手間の制約があり、印刷でお届けするのは

残念ながら白黒になってしまいます。ぜひ、本

会ホームページにてカラーでご覧ください。今

号は、表紙を春らしく桜色で彩りました。特に

おすすめです。（H.K） 

●今年の年度末は、ぎりぎりの 28日に天皇陛下

にスウェーデン国王ご夫妻が川越にお見えにな

るので、準備に忙殺されています。一番街に瀟

洒な敷石歩道もできて面目一新しました。張り

紙もはがされ町もきれいになりました。 

 4 月 1 日は「路上喫煙の防止に関する条例」

のPRで市長も出席したイベントも開かれます。

仙波河岸史跡公園から上の愛宕神社に続く木道

（写真）もできました。市民がお互い気を付け

て、貴重な税金を使わずにきれいになった川越

のまちの姿を持続させたいものです。 

 また、地球温暖化防止に地方自治体としてど

う取組むべきかの全国の指標となる条例作りも

始まります。川越の環境行政の飛躍の年が始ま

ります。（T.K） 

 
仙波河岸史跡公園から愛宕神社へ通じる木道 
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