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「水」の大切さ 

 
不老川改修に際して保存された砂久保橋沿いのエノキと石橋供養塔（詳細の写真を最終ページに掲載） 

 毎朝、イヌの散歩で不老川の側道を歩きます。水害防止の河川拡張工事も進

み、大雨の際にあふれる心配がなくなりました。汚い事で有名だった不老川も

1998（平成 10）年からの滝の下処理場（現、新河岸川上流水循環センター）の

還流水や2000（平成12）年から稼働している久保川浄化施設のひも状プラスチ

ック接触酸化＋木炭接触酸化法と不老川上流浄化施設（入間市宮寺）のヤクル

ト容器による接触曝気方式の微生物の「がんばり」によって、まだまだ川底の

石に「みずわた」が付いていますが見た目はそれなりに透明になってきました。 

 写真は「清らかな川といやしの空間の復活」を掲げての政策に恥じないちょ

っとした計画変更の産物です。砂久保橋横の大きな「エノキ」が石橋供養塔（天

明 8 年）とともに市民の要望で残りました。現在は大きな鯉しか見かけません

が、この木陰が2～3年後には遡上してくると期待される魚の休憩所となること

でしょう。河川拡張工事はまだまだ続きますが、現存する緑の保存が望まれま

す。このように不老川は、地道な努力により汚名返上されつつありますが、今

回、羽田に出かけることがあり、そこで見た東京湾の汚さに驚いてしまいまし

た。コーヒー色です。赤潮、青潮が発生している記事もありました。まるで死

の海です。久しく海を見ていなかったので愕然としました。東京湾では 7 月 8

日に水質一斉調査をするようなので、対策をどうするのか気になります。 

 不老川、新河岸川、荒川と東京湾に流れ込む身近な川の水質、家庭から出す

洗濯や炊事の水質管理等、ますます「水」を大切にしなければと思いました。 

 かわごえ環境ネットの活動は、身近にできる環境活動です。 

 かわごえ環境ネット副理事長 横山三枝子 
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経営懇話会 団体会員訪問 地域環境活動を聴く（11）
 経営懇話会の事務所は、宮元町15-8番地の水口博

之会長宅に置かれている。表道から奥まった所に「土

工房陶芸教室」の案内と経営懇話会の看板が表示さ

れていました。取材訪問に伺い通された部屋には、

数多くの陶芸作品が置かれており、長年の陶芸活動

が感じられる工房でした。「土は万年かかって出来あ

がる」。楽しむ陶芸で、器創作をつづけています。陶

芸教室は土工房（どろこうぼう）と読んでいます。 

 経営懇話会の活動を聴きはじめますと、会の創立

20 周年記念で作られた経営懇話会案内を見せられ、

説明を受けました。「会は、昭和 61年 9月に設立。

自営業の事業主、法人の役員、そして後継者が集ま

り、地域における中堅、若手経営者を対象とした親

睦、研修を通じて相互の事業発展と地域経済の活性

化に寄与する活動を目的としました。会には次の委

員会を設置して活動しています。」「桜委員会」は、

氷川神社裏の新河岸川に咲く桜を市民に気持ちよく

見てもらえる環境を作る活動を担当。桜堤の保全活

動を進め平成元年から夜桜見物が出来るライトアッ

プとお休み処を作り、人集まりの地域活性化に役立

てている。新河岸川の桜は、亀屋栄泉さんの寄贈で

植樹され、地域の中学生が見守りを続けた。『北の里、

誉桜に足を向け』の句碑も氷川神社境内にある。そ

して 2005年には『ニッポンの桜だより・桜百景デー

タベース』（編集注：現在Web上に情報はありませ

ん）にも掲載されました。春、人の訪れが多くなっ

てきています。 

 
新河岸川の誉桜・・春、人の訪れが多くなった 

 「ホタル委員会」は、毎年 7月に北公民館を会場

に、ホタル鑑賞会を開催。夏の凉と市民の自然環境

への関心が向上するホタルの展示。その後に介護施

設にホタルの貸し出しも行っています。 

 この他、「IT 委員会」、「ニュービジネス委員会」、

「新駅誘致委員会」を設置し、会員企業が叡智を結

集し創造力を豊にする活動を行っています。特にホ

タルは、北公民館でのホタル講座の開催を担当、人

工飼育と 1年間のホタル里親も実施しています。 

水口会長宅には、ホタルの飼育施設があり、タマ

ゴから孵化生長した幼虫が、タニシを餌に群がり付

いている養育箱を覗かせてもらいました。「自然界に

は、ホタルの天敵が多くいて地上に出られる幼虫が

少ない。自然水の良さも大切だが、天敵のいない環

境作りが大変難しい。 

 多くの体験を重ねてようやく人工飼育方法が安定

してきました。 

 
ホタルの飼育場 餌となるカワニナに集まる幼虫 

 ホタルを通じて、自然環境の大切さを学ぶ依頼が

小学校からあり、ホタル貸し出し出前学習を行いは

じめました。児童からの感想文が送られてきて、見

て感じる自然界の生態、体験学習で感じた様子がわ

かり励みになっています。」 

 経営懇話会では、会員22名が毎月の定例会を開催、

いつでも遅すぎることはない。5年 10年のスパンで

地域の街が元気に活性化することを実行しています。 

 「経営懇話会の会長も 2度目、多くの人達との近

づきと知り合いができます。忙しさのなかでも出会

いを大切にして経営懇話会の発展を進めていきま

す。」と語っていました。事業主が地域の桜とホタル

を通じての環境活動で、地域の活性化を長年続け、

具現化している情熱を強く感じられた訪問でした。 

（2008年 6月訪問・広報委員：金子晃） 
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第 2回・仙波河岸史跡公園の自然環境パトロール活動報告 自然環境部会

 朝のうちは雨が残っていたために、観察予定

を午後に変更して、自然環境パトロールを開始

しました。仙波河岸史跡公園については、第 1

回目のパトロールで定めた 19 か所のポイント

で、併せて行った龍池弁財天では 2か所の自然

環境変化を観察、記録しました。以下にその結

果を報告いたします。 

 

日時：2008年 5月 11日（日）13:30~15:00 

場所：仙波河岸史跡公園及び小仙波龍池弁財天 

参加者：市川・菅野・菅谷・長谷川・稗島・三

重野・大辻 総勢 7名 

結果：観測ポイントごとの結果は次の通りです。

自然環境パトロールで気づいた点は、川越市の

担当部署へ改善を要請していきます。 

（大辻晃夫） 
 

仙波河岸史跡公園

自然環境パトロール観察ポイント図 

 
1.右側斜面に植えられたセイヨウキズ
タ（外来種）の繁殖が顕著です。 

 

2.あずまや手前の裸地周囲にリュウノ
ヒゲを植えた効果が出てきたようです。 

3.草刈が終わったばかりとは言え、刈
り込みすぎです。裸地化が始まってい

るようです。 
 

4.刈り込み過ぎたアズマネザサがさら
に刈り込まれています。回復不可能の

心配があります。 
 

5.イタチやタヌキの生息が確認されて
いた場所です。刈り込み過ぎで裸地化

が心配されます。 
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6.井戸の掘削により池の水量は豊富だ
が、水に濁りが見られる。原因の調査

が必要です。 

7.ロープ内も短く草刈されています。 8.左側の池際は草刈を控えており、ヤ
ブランやリュウノヒゲなどが多く景観

もよい場所です。 

9.水辺の倒木がみられます。水量や水
の濁りは No.6の通りです。 

10.前回も指摘しましたが、ヘドロの堆
積が酷い。市に浚渫（しゅんせつ）を

要請済みです。 

11.当初の植生管理では、自然状態重視
の区域でしたが、防犯優先で刈り込ま

れていました。 

12.排水路の水量は十分。水路工事の為
か、希少種のミクリとタコノアシの姿

が見えなくなりました。 

13.水際に移植したセキショウが根付
きました。ホテイアオイは駆除されて

いました。大型のコイが 4~5 匹放流
されています。 

14. No.11 と同じ。防犯上の見通し重
視で小型の哺乳動物の生息場が消えて

しまいました。 

15.河岸跡池から流出した泥土が堆積
してタコノアシ、ミクリなどの希少種

が絶滅危惧状態です。 

16.湿地帯の掘削工事で湧水が溜まり、
水鳥が飛来するようになっています。

ショウブ、ヨシ、クサソテツなどの湿

性植物も元気です。 

17.ショウブやヨシなどは元気ですが、
希少種のミクリ、タコノアシ、カワヂ

シャの姿が見られない。絶滅の恐れが

あります。希少種の生植場所に園芸種

や特定外来生物である植物が移植され、

繁殖しています。
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17-1.ハナショウブ 17-2.オオフサモ 17-3.スイレン

 
18.滝の水は循環していました。ケヤキの根元周辺が裸地
化しています。仙波の滝の説明板が破損しています。 

19.沢の流れの一段目が循環路の目詰まりで流れていませ
ん。

小仙波龍池弁財天

1.湧水の湧く、一段目の池にまでコイが多数放流されてい
ました。希少な水生植物の絶滅が心配されます。 

2.弁財天祠のある斜面が裸地化して崩落しつつあります。
樹木も年々伐採され、自然消滅の危機です。
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「（仮称）川越市森林公園」計画地観察会報告 ~~新緑と樹の花を探す~~

 自然環境部会

日時：2008年 5月 25日（日）9:30~13:00 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）、「（仮称）

川越市森林公園」計画地 

参加者：一般・本会会員 計 11名 

講師：稗島英憲［(財)埼玉県生態系保護協会会

員］ 

 

 今年の 5月は雨が多くそれも土日を狙い打ち

でした。当日も前日からの雨が止まず 25名の申

し込みがあったものの中止かと思われましたが、

会場に行くと既に参加者が数名見えていたので

開催することになりました。結果的には少人数

でじっくり観察できた、という声もありました。 

 雑木林に入る前に、稗島さんが道端で採取し

てきた雑草についての事前レクチャーを行いま

した。20種類ほどですが、名前と特徴がわかる

と実際に林に入って見つけた時には、もうただ

の雑草ではなくなります。 

 この日は他にもガマズミ、ナツハゼなどの開

花が見られました。樹木に咲く花は白く地味な

ものが多いですが、それに引きつけられてくる

昆虫類や実をあてにして来る野鳥など、雑木林

の生態系として観察すると面白いのではないで

しょうか。自然環境部会ではこの雑木林の植物

調査も並行して行っています。昨年度の樹木調

査では、5haほどの調査範囲で直径 10cm以上の

樹木は約 1,900 本でその内コナラが 850 本、次

いでアオハダ 270本などの結果を得ました。コ

ナラが 50％近く占めています。低木で花が鑑賞

できる種はとても少ないこともわかりました。 

 昨年はコナラどんぐりの大豊作で、今の時期

はその芽生えがあちこちで密生しています。し

かし、一昨年（2006年）はコナラどんぐりは全

くといっていいほどできなかったのです。その

理由は 5月の開花・結実期の天候が雨がちだっ

たからと推測されます。そして、今年はまた同

じように 5月が天候不順でした。皆様は今年の

ドングリの出来をどう予想されますか？ コナ

ラの木を見たらちょっと観察してみてください。

（賀登環） 

 
ロビーで野草の事前レクチャー 

 
「清々しい空気ですね~」 

 
ネジキの花（スズランのよう）

エゴノキに来る客 
葉が茂るとエゴツルクビオトシブ

ミがオトシブミを作り、花が終わる

とエゴノネコアシアブラムシが虫

こぶを作ります。 

 
エゴノキの花が満開 

 
オトシブミ 

 
エゴノネコアシ（虫こぶ） 
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川の一斉水質調査を実施 
 6 月に全国一斉に実施されている川の一斉水

質調査が、今年は 6月 8日に行われました。か

わごえ環境ネットでは、東洋大学と合同で、13

名の参加者が川越市内（一部市町境を含む）の

34 か所の調査ポイントを分担して午前中に水

を採取し、パックテスト等を用いる簡易法によ

って水質を測定しました。 

 今年は、例年よりも降水量が多いためか、川

の流れも速く、私の調査した地点では、昨年よ

りも見た目の水質がよく、水質の結果も COD

に関しては昨年よりも水質のよい結果となりま

した。しかし、一部の地点では、毎年水質の悪

い結果が出ています。その要因を確認するとと

もに、問題を解決していく必要があります。 

 このイベントは、水質調査の結果そのものよ

りも、川を訪れて、川に関する関心を高めるこ

とに目的があります。今回の調査でも、河川改

修で川の姿が大きく変わっていたり、存在さえ

も知らなかった橋を訪れたりして、新たな発見

がたくさんありました。本会では、川の変化を

できるだけ多くの人に実感してもらうべく活動

を継続しています。来年は、あなたもぜひ参加

してください。 

 なお、今回の結果は、主催する荒川流域ネッ

トワーク及び新河岸川水系水環境連絡会を通し

て集計され、荒川水系及び全国調査の結果とし

て公表されます。 

（小瀬博之） 

 
昨年より水量の多かった天の川 小畔川の冠水橋である鎌取橋で採水 

 
部屋で比色表を使って水質を測定 

 
調査地点と CODの結果（全国調査方法に基づく 3回の測定平均を四捨五入）［鈴木勝行氏提供の地図を改変］ 
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戸田市の環境諸施策を視察 社会環境部会

 市民との「協働」を掲げて積極的なまちづく

りを進めている戸田市を視察、その活気を肌で

感じてきました。 

 戸田市は 2007年度の「エコライフ DAY2007

埼玉」の市民参加率が、夏・冬とも 21%台で、

県下各市町村の中で唯一 20%を超えた市になり

ました。人数で 50,768人。川越市で 12,894人。

実行委員会を作って学校、自治会、公民館と組

織的に啓発を進めた結果でした。 

 また、昨年 12月に発表された都市の環境・経

済・暮らしの充実度を計る「日本経済新聞社主

催のサステナブル都市調査」で、三鷹市、武蔵

野市に続いて全国 3位の表彰も受けました。 

 6 月 4 日、かわごえ環境ネットや北公民館か

んきょうネットの会員らで戸田市を回りました。

まず埼京線の戸田駅前からコミュニティーバス

「トコバス」の西循環に乗り、終点で南西循環

に乗り継ぎボートコース近くを回って戸田公園

駅に着き、東循環に乗り継いで戸田市役所に到

着しました。最初に払う 100円の均一料金だけ

で、あとの乗り継ぎは無料でした。若い人から

子連れの方、足の不自由なお年寄りまで利用さ

れていました。川越市のシャトルバスの運営も

一工夫が必要ではないかと痛感しました。 

屋上緑化の芝生に上って感触を確かめる 

 戸田市役所の正面ベランダに花いっぱいのハ

ンギングバスケットがつながり壮観でした。ま

た屋上緑化庭園を見学、実際に芝生の上に立っ

てみました。古布のリサイクル活用の一環とし

て取り組んでいる、芝生や花の育成の基盤とし

ている工夫を目の当たりにしました。着眼の素

晴らしさとともに手入れに EM活性液を使うな

ど、良いと分かれば積極的に利用する姿勢と先

進性に感心しました。 

 これらの施策を進めている吉田義枝副主幹の

発想のユニークさと実行力に、同行した川越市

市民部と環境部の女子職員も、市政をこれだけ

動かせる秘訣の一端を感じることができたよう

です。市役所の活性化に繋げましょう。 

（武田侃蔵）

カーボン・マイナス展示 手作りで共感 社会環境部会

 
にぎわうかわごえ環境ネットのブース 

 ＜洞爺湖サミット目前！地球温暖化対策 埼

玉からの発信＞と銘うった「カーボン・マイナ

ス 県民フォーラム」が、6月 12日にさいたま

市の埼玉会館大ホールで開かれました。ホワイ

エでは、県下各環境団体から 47件のパネル展示

があり、かわごえ環境ネットを代表して私が「環

境に配慮したライフスタイル」を報告しました。 

 1999年から 5人家族の環境家計簿の実績を折

れ線グラフで分かりやすく表示したほか、緑の

カーテン、雨水の活用、生ごみの堆肥化などの

実践の姿、仲間の取り組みの様子も写真などで

展示しました。講演前の 1時間半、10分の休憩、
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フォーラム終了後の片付けの時間にもひっきり

なしに多くの人が立ち寄ってくれました。 

 基調講演は東大生産技術研究所の山本良一教

授で、北海道洞爺湖サミットで提案される「福

田ビジョン」にふれ、セクター別アプローチに

思いがこめられていました。地球温暖化は暴走

の域になろうとしています。総合的に、理論的

に対策を論じられる学者は少ないのが実情です。

学者集団の多数意見は正しいかもしれません。

「地球温暖化地獄からエコイノベーションで脱

出を」と強調されました。その後シンポジウム

があり、実り多い催しでした。 

 展示パネル前に置いた「かわごえ環境ネット

版環境家計簿記入用紙」「WEB版環境家計簿」

などの配布資料が好評でなくなり、熱心な参加

者の希望で三郷市役所などに後日まとめて送る

など、うれしい悲鳴をあげることになりました。

かわごえ環境ネット会員のご協力に感謝申し上

げます。（松岡寿賀子）

 
川越市からのおしらせ 
◆一斉消灯キャンペーン（環境政策課） 

 洞爺湖サミットの初日である 7月 7日（月）

に、地球温暖化について考えていただく一つの

機会として、家や会社などの電灯の一斉消灯キ

ャンペーンを実施します。市役所本庁舎でも、

下記の日時で庁舎内の電灯を一斉消灯します。 

みなさまのご協力をお願いします。 

日時：平成 20年 7月 7日（月）20:00~20:10 

（10分間）  

内容： 

1.上記の 10分間、家や会社などの電灯を消して

ください。 

2.消灯を実施いただいた方は、実施報告書に必

要事項を記入の上、郵便、ファクスなどで環境

政策課へ提出してください。 

（実施報告書は、市ホームページ、環境政策課、

公民館等にて配布しています。） 

3.消灯前と消灯後の写真を撮ることができまし

たら、実施報告書と一緒に提出してください。 

※了解をいただいた方は、参加者として川越市

ホームページ上で紹介させていただきます。 

実施報告書の提出期限： 7 月 18 日（金）環境

政策課必着 

 

◆市役所本庁舎「緑のカーテン」モデル事業 

 （環境政策課） 

現在、私たちを取り巻く環境、特に都市環境は、

地球温暖化に加えヒートアイランド現象により、

年々深刻な状況となっています。 

 市では、これらを防止、緩和するため、簡易

かつ低価格で取り組める「緑のカーテン」モデ

ル事業を実施し、家庭や事業所への啓発を行っ

てきました。 

 今年度は、5月末に川越市役所本庁舎南側（1

階のロビーと市民課、2階の吹き抜けと保育課）

及び南側来庁者用駐車場管理詰所南側において、

建物壁面にネットを張り、プランターを植栽基

盤として一年生つる植物（ゴーヤ、ヘチマ、ア

サガオ等）を植栽いたしました。 

 これにより、生長した植物がネットを覆うこ

とで緑陰が作られ、建物内の室温上昇を抑止す

ることができるとともに、市民・事業者の緑に

関する意識の向上及び緑化への取組を促進する

ことができます。 

 他に市内保育園 16園、北部地域ふれあいセン

ター、北公民館においても実施をしております。 
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◆環境月間ポスターコンクールを開催 

 （環境政策課） 

川越市では、環境月間（6月）及び環境の日（6

月 5日）の周知を図るため、毎年度、「環境月間

ポスターコンクール」を実施しています。市内

の小中学生を対象に地球温暖化等に関するポス

ターを募集し、本年度は 711作品（小学生 610、

中学生 101）の応募がありました。審査会での

選考の結果、小中学生あわせて 75作品が入選し

ました。6月 21日（土）、22日（日）には、川

越市西文化会館（メルト）展示ホールにおいて

入選作品の展示会を開催し、入選者やご家族な

ど合計 174人の来場者がありました。 

 

◆市民環境調査「セミのぬけがら調査」 

 （環境政策課） 

平成 20年８月 2日（土）に市内在住・在勤の小

学生以上の方を対象に市民環境調査「セミのぬ

けがら調査」を実施します。詳細は、6月 25日

号の広報川越に掲載しています。申込は 7 月 7

日（火）午前 9時から環境政策課へ 

 

◆第 51 回クリーン川越市民運動（ごみゼロ運

動）（資源循環推進課） 

 6 月 1 日（日）に全市をあげて実施いたしま

した。各自治会を中心に市内の諸団体で結成す

る「クリーン川越市民運動推進協議会」が実施

主体となり、285 団体、参加市民の数が 57,408

人、集めたごみは 88.06tとなりました。 

次回は、10月 26日（日）に実施する予定です。 

 

◆新清掃センター建設事業の近況について 

 （新清掃センター建設事務所） 

新清掃センター建設事業は現在、熱回収施設の

地下構造部分及び共同溝の工事を実施していま

す。 

 熱回収施設新築工事の施工に当たっては、地

元自治会連合会名細支会の新清掃センター対策

委員会（以下「対策委員会」）と、工事に関する

協定を締結しています。協定では、日曜日を休

日としていますが、4、5月の天候が不順であっ

たことから工程を考慮し、日曜日にも作業を行

っています。 

 日曜日の作業は、工事協定に基づき、対策委

員会への事前の連絡を行い、事業用地周辺への

影響を考慮して、工事車両の出入を伴わない事

業用地内のみの作業としています。 

 今後、啓発施設、草木類資源化施設などの熱

回収施設以外の施設や外構の工事請負契約手続

を行い、順次、工事を進めていく予定です。 

 

◆啓発施設の工事契約について 

 「仮称川越市新清掃センター啓発施設新築工

事」及び「仮称川越市新清掃センター啓発施設

新築電気設備工事」の工事請負議案を 6月 6日

開会の川越市議会第 3回定例会に上程し、６月

27日可決されました。 

 啓発施設は、循環型社会形成推進基本法を踏

まえた、発生抑制（リデュース；Reduce）、再使

用（リユース；Reuse）、再生利用（リサイクル；

Recycle）のいわゆる「3R」に重点を置いた施策

の展開に資するとともに、新清掃センター全体

の管理機能を有する施設です。 

 施設の構造は、鉄骨造 3階建、延床面積は、

約 4,300m2になります。施設の概要は、1 階部

分に情報展示ホール、リサイクル工房等、2 階

部分に会議室、リサイクル工房、活動交流室等、

3階部分に研修室等が設置されます。 

 工期は、契約締結の日から 2010（平成 22）年

1月 15日までを予定しています。
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理事会・専門委員会からの報告

理事会 
■第 92回理事会（5月 30日） 

・今年度の退会者の会費について審議し、今期

4 月以降から総会日までの退会を希望した会員

については、会費納入は求めないことに決定し

ました。 

・当会のホームページ容量不足を解消するため

に、500MBに容量増加の追加申請を行うことに

しました。今年度の追加支払いは 945円となり

ます。 

・かわごえアジェンダ 21推進委員会の設置につ

き審議しました。専門委員会の設置は、会則第

10 条第 2 項により理事会決定となっています。

また、総会議決「2008年度事業計画」に明記さ

れていますので設置することにしました。委員

には、理事会から正副理事長（小瀬・村上・横

山）、各部会代表(大辻・渡辺)、専門委員会委員

長（武田）、理事会担当理事（宮沢）が選任され

ました。委員会設立に向けて準備会を開催し、

活動内容や委員構成について審議することにな

りました。 

・地球温暖化対策地域協議会の登録申請を具体

的に検討することになりました。今後の組織、

運営等については、社会環境部会だけでなく理

事会での審議事項としていくことにしました。 

・10周年記念事業について審議しました。本会

は、2 年後の 2010 年に 10 周年を迎えます。現

理事会体制にて検討・準備に入りますが、2010

年度を 10周年として、設立月である 8月に記念

式典を開催するとともに、講演会、記念冊子の

刊行等をする提案がなされました。今後、会員

へ意見を聞きながら記念事業を企画していきま

す。 

・平成 20年度「かわごえの環境・第 2号」の原

稿執筆依頼が、川越市（事務局）から出されま

した。昨年度の本会の活動内容を紹介するもの

として、テーマごとに分担執筆することにしま

した。期限は 6月 27日（金）までに事務局への

提出となりました。 

（広報担当理事 金子晃） 

 

 
社会環境部会 
 平成 20 年度第 3 回目の社会環境部会の例会

が、6 月 11 日、市役所 7G 会議室で 11 名の参

加で開かれました。今年度に新しく加入された

EM青葉の会の細渕さんも出席されました。 

1）5 月 17 日のかわごえ環境ネット総会及び懇

親会が、社会環境部会から選出されたスタッフ

の協力で無事に終わり、成果をあげたことに渡

辺代表より謝辞がありました。懇親会に初めて

参加した方々の感想などを紹介しながら、今後

とも結束して 10 周年事業への取り組みを強め

たいと決意を述べました。 

2）次いで理事会の報告がありました。①かわ

ごえアジェンダ 21 推進委員会が発足、担当理

事として宮沢さんを指名、6月 25日に初会合が

中央公民館の和室で午後 6 時から開かれます。

当初はオープンスタイルでネット会員の自由

参加で論議を深めることになっています。②地

球温暖化対策地域推進協議会への環境省登録

を進めることを承認。③かわごえ環境ネット 1

0周年記念式典を、2010年 8月に行ない、その

前後に行う記念事業のアイデア募集を行いま

す。 

3）6月 8日に全国一斉に行われた河川の水質調

査について、荒川流域でネット会員 6名に東洋

大学生多数が参加、新河岸川水系でネット会員

5名が参加、昨年どおりの成果を上げました。 

4）地球温暖化対策グループでは、「エコライフ

DAY2008埼玉」の実施方法について、リーダー

の斎藤さんが 5 月 19 日の埼玉県の説明会に参

加した結果を報告しました。2007年度の県下市
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町村の参加状況からみて、川越市の参加が少な

い状況にあるため、今年は、夏期から公民館へ

の働きかけをすることにしました。 

 6月 12日（木）に埼玉会館大ホールで開かれ

る県主催の「カーボン・マイナス県民フォーラ

ム」への参加については、本会としてはかわご

え環境ネットの展示は松岡さんのエコライフ

の展示を行なうことになりました。 

 また、7月 7日（月）の午後 8時から「10分

間明かりを消そう」と、八都県市地球温暖化防

止一斉行動の説明があり、市民への啓発の要請

がありました。 

5）環境保全および改善のグループ代表の原嶋 

さんから、8月 26日に早稲田大学構内で開かれ

る「第 16 回生ごみリサイクル交流会 2008」の

紹介があり、昨年と同じく本会会員の参加を呼

びかけました。学校給食センターと連携した地

産地消を進める方策、あわせて公民館での家庭

野菜づくり講座の企画申請などの経過が報告

されました。 

6）まち美化グループの代表の武田さんから、

Ｐ８に掲載されている 6月 4日に実施した「戸

田市の環境諸施策の視察」について報告があり

ました。さらに、7月 13日の例年の「郊外クリ

ーン活動」と、7月 26・27日に行われる「川越

百万灯夏まつり」のまち美化対策について、会

員外にも参加を呼びかけるよう要請がありま

した。 

7）その後、参加会員からの活動紹介があり、

宮沢さんからは、NHKの地球温暖化防止の企画

番組にインターネットで参加した経験が紹介

されました。（社会環境部会代表：渡辺利衛） 

 
自然環境部会 
 5 月 11 日（日））は、仙波河岸史跡公園にお

いて第 2回・自然環境パトロールと第 1回・植

物調査が総勢 7名の参加で行われました。自然

環境パトロールの詳細は、記事をご覧ください。

植物調査については、次回調査と併せて報告致

します。 

 5 月 13 日（火）には、（仮称）川越市森林公

園計画地にて植物調査が総勢 4名の参加で、ツ

リガネニンジンの保護のための草刈と、公有地

の樹木調査を行いました。 

 5 月 16 日（金）には、（仮）かすみ湧水堀の

多自然護岸工事が 3年目の最終工事が終了した

ため、笠幡のグリーンタウン自治会館において、

川越市河川課主催の保全会議が開催され、自然

環境部会と近在の自治会、中学校、ゴルフ場の

総勢 14 名が参加しました。会議では、結果と

しては、今後一年間の保全スケジュールとホタ

ルの発生を考慮して、水路法面の草刈を 8月一

杯は止めることなどを決めました。 

 5 月 25 日（日）には、（仮称）川越市森林公

園計画地において自然観察会が開催されまし

た。詳しくは、記事をご覧ください。 

 6 月 8 日（日）には、恒例の全国一斉水質調

査が開催され、自然環境部会から 5名が参加し

ました。 

 6 月 10 日（火）には、（仮称）川越市森林公

園計画地にて、総勢 7名の参加で、裸地化して

いる「森のさんぽ道」沿いに林内のガマズミを

移植しました。 

 6月 12日（木）に予定していた第 3回・仙波

河岸史跡公園、自然環境パトロールは雨のため

に中止しました。 

 6月 13日（金）には、川越市役所 7G会議室

にて 6 月度・自然環境部会が総勢 13 名の参加

で開催されました。最初に、前回は欠席者が多

かったために、再度、2 人の新人（女性）自己

紹介から始まりました。「残された平地林の保

全グループ」からは、5月 25日に行われた（仮

称）川越市森林公園計画地での自然観察会と、

5 月 13 日、6 月 10 日に行われた保全活動の報

告がありました。また、6月 27日（金）に予定

している坂戸・城山の植物観察へのお誘いもあ

りました。「水辺の自然の保全と再生グループ」

からは、6月 19日（木）に予定している狭山市



月刊 かわごえ環境ネット 2008年 7月号 No.021 

- 13 - 

智光山公園の植物観察会の参加者が、一般 14

名を含む総勢 26 名になったことなどの詳細説

明がありました。また、6月 26日（木）に予定

されている飯能市のホタル観察会の現地調査

先発隊の行動計画が提示され、4 名の人選が決

りました。次に、第 1期整備が終了した池辺公

園の植生管理に関する協力要請の話が川越市

公園整備課よりあったことが報告され、7 月 3

日（木）午前中に自然環境部会で現地視察を実

施することが決まりました。また、今年度も霞

ヶ関西中学校より 7月 10日（木）の午後より 2

年生の総合学習援助の要請があり、ビオトープ

の講演と（仮称）かすみ湧水堀、ビオトープ池

での魚類調査を計画しているとの報告があり

ました。 

 理事会報告としては、かわごえアジェンダ 2

1 推進委員会準備会の件と、アースデイ・イン

川越の進捗状況及び、かわごえ環境ネット 10

周年記念行事内容のアイデア募集について報

告がありました。 

 事務局からは、彩の国みどりの基金活用事業

の募集についての情報提供がありました。 

 （自然環境部会代表：大辻晃夫）

 
 

これから開催されるイベント等のおしらせ

7月 7日（月）七夕はライトダウンに協力を
 「川越市からのおしらせ」にあるとおり、北

海道洞爺湖サミットの初日である 7月 7日（月）

に、家や会社などの電灯の一斉消灯キャンペー

ンを実施します。みなさまのご協力をお願いし

ます。20:00~20:10の 10分間、家や会社などの

電灯を消してください。消灯を実施いただいた

方は、実施報告書に必要事項を記入の上、郵便、

ファクスなどで環境政策課へ提出してください。

消灯前と消灯後の写真を撮ることができました

ら、実施報告書と一緒に提出してください。 川

越市のホームページで、「一斉消灯」と検索する

とインターネット上で報告書が提出できます。

この取組は、埼玉県を含む八都県市で実施する

地球温暖化防止一斉行動（エコウェーブ）に合

わせ、川越市でも実施するものです。この取組

内容については、エコウェーブページ 

http://www.8tokenshi-kankyou.jp/ecowave/ 

をご覧ください。 

 

【再掲】7月 13日（日）「夏の郊外クリーン活動・伊佐沼及びやすらぎの里周辺」を開催
 社会環境部会まち美化グループが主催する

「夏の郊外クリーン活動・伊佐沼及びやすらぎ

の里周辺」が 7 月 13 日（日）9:30 から開催さ

れます。班ごとに所定の場所に現地集合（前日

までの申込で 2 班に編成）し、12:00 に東後楽

会館で合流し活動終了、昼食とりながら懇談し、

13:00に解散となります。 

 申し込みは武田（携帯 090-2521-5770）まで

お願いします。 

 

 

【再掲】7月 20日（日）に（仮称）川越市森林公園計画地「虫の観察会」を開催 
 夏休みに入ってすぐの虫の観察会です。講師

は谷津弘子さんと内田正吉さん。子どもの自由

研究にもぴったりです。なお、先だって樹木調

査（7月 8日 9:30より自由参加）を行います。 

日時：7 月 20 日（日）9:30-12:30、集合：9:30

に川越南文化会館（ジョイフル）前、参加費：

 100 円、持ち物：筆記具、飲み物、ルーペな

ど 

申し込みは、7 月 4 日（金）午前 9 時からかわ

ごえ環境ネット事務局まで 
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イベントカレンダー 
 かわごえ環境ネット主催、共催、出展等の会議、イベント、また、本誌に掲載されている会員関

連のイベント（7月 6日から 8月 16日まで）をカレンダー形式で掲載しています。●会員全員が対

象、◆の理事会・委員会は、特に記載がない限り委員が対象、★は会員内外を対象にした公開イベ

ント、◎は会員主催等のイベントです。詳細は個別の記事を参照ください。 
日 月 火 水 木 金 土 

7/6 7 
◎20:00一斉
消灯キャンペ

ーン 

8 
★9:30（仮称）
川越市森林公

園計画地 樹
木調査 

9 
●15:00社会
環境部会 

10 
◎13:30まち
美化啓発運動 

11 
●15:00自然
環境部会 

12 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 

13 
◎9:30夏の郊
外クリーン活

動・伊佐沼及

びやすらぎの

里周辺 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

14 15 
◆11:00広報
委員会 

16 17 18 19 

20 
★9:30（仮称）
川越市森林公

園計画地「虫

の観察会」 
◎9:30まち美
化啓発運動 

21 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

22 23 24 
◆15:00理事
会 
◆17:30アジ
ェンダ推進委

員会準備会 

25 
◎18:30星空
観察の集い 

26 
◎11:00,14:00
「川越百万灯

夏まつり」の

まち美化活動 

27 
◎11:00,14:00
「川越百万灯

夏まつり」の

まち美化活動 

28 
◎13:10東洋
大学工業技術

研究所講演会 

29 30 31 8/1 2 
◎9:30市民環
境調査「セミ

のぬけがら調

査」 

3 
 

4 5 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎「2008アー
スデー・イン

川越・立門前」 
実行委員会 19
時より YMCA 

6 
 

7 
 

8 
●15:00自然
環境部会 

9 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 

10 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

11 12 13 
●15:00社会
環境部会 

14 
◎13:30まち
美化啓発運動 

15 16 
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かわごえ環境ネット主催・出展行事 
★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：7月 8日（火）9:30-12:30 

（毎月第 2火曜日に実施） 

集合場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 

持ち物：筆記具 

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

 市有地の藪状のエリアの樹木調査。事前連絡

は要りません。 

●社会環境部会（2008年 7月度） 

日時：7月 9日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

 毎月第 2水曜日に開催。次々回は 8月 13日。 

●自然環境部会（2008年 7月度） 

日時：7月 11日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

 毎月第 2金曜日に開催。次々回は 8月 8日。 

★夏の郊外クリーン活動・伊佐沼及びやすらぎ

の里周辺 

日時：7月 13日（日）9:30-13:00 

前日まで武田（携帯 090-2521-5770）まで

申込ください。集合場所をおしらせします。 

◆広報委員会（2008年 7月度） 

日時：7月 15日（火）11:00-12:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

★（仮称）川越市森林公園計画地「虫の観察会」 

日時：7月 20日（日）9:30-12:30 

集合場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

◆理事会（第 94回） 

日時：7月 24日（木）15:00-17:00 

場所：川越市役所地階修養室 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会準備会 

日時：7月 24日（木）17:00-18:30 

場所：川越市役所地階修養室 

 

 
会員・関係団体の主催行事 
●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（公園と当会の共催） 

◆ 7 月 21 日（日）海の日 

 7 月はアカメヤナギやコナラの樹液に集

まるオオムラサキやカブトムシを観察しま

す。白く美しいヤマユリもちょうど見ごろ

です。暑い夏の一日森林公園で過ごしませ

んか。 

 10:20国営武蔵丘陵森林公園南口に集合、

15:00 過ぎ終了解散。参加費 200 円、入園

料は必要。お弁当持参のこと。 

◆8 月 23 日（土） 

 夜の鳴く虫観察会。事前申し込み必要。

詳しくは当会まで連絡を。国営武蔵丘陵森

林公園南口に 17時 30分集合。20時過ぎ終

了解散。参加費、入園料要。夕食用お弁当

持参のこと。 

 8 月は夜の鳴く虫の観察会です。講師の

解説でクツワムシやコオロギの鳴き声や姿

を観察します。夜の森林公園を楽しんで下

さい。 

以上の問い合わせ先：谷津弘子 

Tel./Fax.049-224-9118 

●クリーン&ハートフル川越 

☞「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 

1. 第 1 火曜日・第 2 木曜日・第 4 土曜日

の 13:30-15:00 

◆7月 1日（火）・10日（木） 

◆8月 5日（火）・14日（木）・23日（土） 

場所：川越駅東口アトレ横歩道橋下集合。

市役所等までまち美化活動。7月 26日は川

越百万灯夏まつりの活動に変更（後述）。 
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2. 第 3日曜日・9:30-11:00 

◆7月 20日（日）・8月 17日（日） 

場所：本川越駅交番横集合。数コースに分

かれて中央公民館までまち美化活動。 

3. 夏の郊外クリーン活動・伊佐沼及びやす

らぎの里周辺 

◆7月 13日（日） 

かわごえ環境ネット社会環境部会まち美化

グループ主催。詳しくは、かわごえ環境ネ

ットの会議・行事一覧をご覧ください。 

4. 「川越百万灯まつり」のまち美化活動 

◆7月 26日（土）・27日（日） 

参加者募集。両日とも 11 時・14 時の 2 回

活動。本川越駅前から 5方向に分かれて活

動。参加者の班割り等の打ち合わせを 7月

20日（日）11時から中央公民館 1階会議室

で行います。 

以上の問い合わせ先：武田侃蔵 

Tel.090-2521-5770 

●福原ファームクラブ 

☞おいしく・楽しく農業体験 

おいしく・楽しく農業体験 

夕方からの作業とバーベキュー（トウモロ

コシと穫れたてポテト） 

日時： 7月 12日（土）・8月 9日（土）16:

00-18:00 

集合：明見院（川越市今福 677，今福交差

点から南西方向に約 1km、埼玉県道 8号川

越入間線沿い） 

持ち物：水筒、タオル、軍手、着替え等、

必要と思う物 

参加費：100円 

問い合わせ先：事務局 横山三枝子 

Tel./Fax.049-246-9319 

●東洋大学 

☞工業技術研究所講演会 

◆7月 28日（月）13:10-16:40 

テーマは、「遺伝子組換えは是か非か」（安

藤直子准教授）と「水素社会とは？~スー

パーコンピュータの活用~」（塩谷隆二准教

授）。当日直接同大学（鯨井）へ。7月は公

開イベントが目白押し。詳細は、工学部ホ

ームページ（http://www.eng.toyo.ac.jp/）へ。 

●(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 

時間：10:00集合-12:00（小雨決行） 

集合：伊佐沼の西側にある東後楽会館入口

近くの蓮見橋 

持ち物：筆記用具、あれば双眼鏡 

参加費：300円、高校生以下 100円 

（保険料・資料代として） 

◆7月 13日（日） 

 夏の伊佐沼の見もの、ヨシゴイが今年も

来てくれるでしょう。近頃開花が早くなっ

たので、ハスの花もそろそろ咲き出します。 

◆6月 8日（日） 

 ハスの花にカワセミが子連れで遊びます。

サギが群れで渡ってきます。ダイサギ、チ

ュウサギ、コサギ、アマサギ、アオサギ、

ゴイサギなどが観察できます。 

以上の問い合わせ先：笠原啓一 

Tel.049-222-0957 

 

 

その他の話題 
●かわごえ環境推進員協議会会長らに聞く 

 川越市の環境行政の第一線を担う環境推進員

で組織する「かわごえ環境推進員協議会」の第

3 代会長に就いた小山弘氏（第 5 支部）と 3 副

会長のうちの一人鈴木金作氏（霞ヶ関支部）に

今後の環境推進員の活性化についてお話を伺い

ました。 

 昔の衛生員のときの消毒作業のような仕事が

なくなり、代わってごみゼロデー運動の統括役

や、布類拠点回収の立会いが主な仕事になって

いるようです。しかし行政から期待されている

のは毎週 2回の可燃ごみ収集、さらに資源回収
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の円滑化ですが、環境推進員にとってこれが一

番の悩みの種であるようです。 

 マナーを守らない人、歩きがけに適当にごみ

を置いてゆく不心得者などに悩まされているの

が環境推進員の姿のようです。この苦情に応え

たら体がいくつあっても足りない忙しさです。

この苦労に対する市民の理解も乏しいのが現実

です。近所の人たちですから注意の仕方も気を

使わなければなりません。なかなかなり手がな

くて苦労しいるのが現場の環境推進員のようで

す。団塊の世代が積極的に参加されることを望

んでいます。まとめ役の協議会の方も乏しい予

算のやりくりで苦労しているのが実態で、期待

にどう応えるか、役員の嘆きは深刻でした。 

 いきいきとした地域の連帯は、環境推進員の

活性化から生まれてくるようです。意欲のある

人をどう発掘し、横の繋がりの環をどう拡げる

か、各方面の理解を得て一歩前進を図りたいと、

呼吸の合った正副会長の抱負でした。 

（武田侃蔵） 

 
抱負を語る小山会長（右）と鈴木副会長 

 

●ポイ捨て防止啓発ボードを各自治会に 

 
市内全自治会に配られた啓発ボード 

 昨年の「川越市路上喫煙の防止に関する条例」

の施行後、のぼり旗、児童生徒のポスター、道

路標識などで啓発を図ってきましたが、今年度

は「路上喫煙やごみのポイ捨てはやめましょう」

「見られていますよ あなたのマナー」と書か

れたボードを市内各自治会に配ることになりま

した。290 自治会に 5 枚ずつ配られます。目立

つところに掲示されれば効果も上がるでしょう

し、ときどき掲示場所を変えてみたりするなど

の方法もありましょう。一番効果が上がる方法

は、勇気を持って「路上喫煙は止めて」と気づ

かせることです。    （武田侃蔵） 

 

●清掃事業で包括外部監査の結果報告 

 行政改革の一環として、外部監査人に行政監

査を依頼して問題点を指摘してもらっている包

括外部監査の平成 19 年度の結果が市議会に報

告されました。一昨年の「学校給食制度」に続

き、今回は「清掃事業」の事務及び財務につい

ての監査となりました。 

 監査項目は、川越市のごみ処理事業の関係法

令及び沿革から始まり、ごみ処理の流れ、収集

量及び処理量の推移、ごみ処理に係わる歳入歳

出の推移、ごみ処理施設等の概要、ごみ処理に

係わる人員配置、ごみ処理に係わる車両の状況、

ごみの資源化の各項目にわたりました。 

 その結果、指摘事項 22項目、意見表明 24項

目について詳細な指摘と意見が付されましたが、

和田代表監査人から 3つの要点にまとめて 3月

市議会の最終日に議場で報告されました。 

 第 1に契約問題。事業の専門性や特殊な施設

の関係で、随意契約の割合が多く、契約の透明

性について一層の工夫が求められていました。 

 第 2 に、効率性の問題。現在のごみ収集の 3

割が市の直営、残りの 7割が委託収集となって

います。収集量の単位あたりの原価は直営が 1

トン当たり約 3万円、委託が半分の約 1万 5千

円となっています。また、効率性から 3名乗車

体制の再検討の必要性を指摘しています。安

全・迅速な収集作業のための 3名乗車の必要な

時間帯と地域があるとともに、2 名乗車が可能
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な時間帯と地域、これで浮いた人員で収集ルー

トを少し増やすなどの検討が必要と訴えていま

す。 

 第 3は原価計算の問題。川越市は、以前から

清掃事業に関して原価計算を行い高く評価され

ていますが、専門家からみるともう少し整備さ

れる必要があります。原価計算の目的や方針を

明確にしてより効率的な作業につながる計算体

系を確立する必要があります。 

 まとめとして、市民の税金による事業だけに

「むだを省く」「費用を低減」の強い意識を持つ

職員が対応されることを強く要望していました。

今後は、事務管理とともに人事管理で職員組合

との折衝が、清掃事業の合理化のカギを握るこ

とになります。（武田侃蔵）

広報委員会からのおしらせ・編集後記 
●砂久保橋沿いのエノキと石橋供養塔 

 
 詳しくは、巻頭言をご覧ください。 

●会員からの投稿を募集しています 

 会員の活動報告を随時掲載しています。400

字程度でぜひお知らせください。写真も掲載可

能です。電子データでいただけると助かります。 

 また、本会会員や関連団体等が主催する公開

イベント等の情報の掲載も受け付けています。2

008年 8月号（No.022，7月下旬発行予定）の掲

載原稿は、7月 14日（月）事務局必着となりま

す。よろしくお願いいたします。 

●かわごえ環境ネットホームページにイベント

カレンダーを掲載 

 かわごえ環境ネットホームページがさらに便

利になりました。Googleカレンダーを使ったイ

ベントカレンダーは、本会または会員関連のイ

ベントが日付を追って一覧できます。月刊かわ

ごえ環境ネットでは、約 1か月分の行事予定し

か一覧できませんが、Webでは先の行事も見る

ことができて便利です。また、表示方法を変え

ることによって、目的の情報を探しやすくでき

ます。ぜひご活用ください。 

http://kawagoekankyo.net/news/ 

●環境サミットに北京オリンピック 

7 月 7 日からいよいよ環境サミットが開かれ

ます。省エネを身をもって体験するために、そ

の夜はキャンドルナイトが呼びかけられていま

す。テレビもかけないで、団扇をあおぎながら

の環境談義が続けられるでしょう。しばしの不

自由さも話の種になるのでしょうか。 

 しかし 8月は北京オリンピックに甲子園の高

校野球で、省エネの 7月から一転して電力消費

の新記録が心配されています。（KT） 
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