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望ましい環境像・・・グローバルからローカルまで 

 北海道洞爺湖サミットは、7 月 7 日より

G8プラスで今までの最高の 22か国の参加

で行われ、2050 年までに地球温暖化ガスを

半減することを国連で採決することが決議

されました。また、アフリカ、新興国を入

れて温暖化防止、食料問題、資源高などが

討議されました。これらはすべて「環境」

から派生した問題であり、今までのように

考えられていた「環境」より一段とスケー

ルが大きく、「環境」は政治、経済活動、先

進国、新興国、などいろいろな角度から討

議しなければならない位置付けになってき

たことを物語っています。 

 一方「かわごえアジェンダ21」は「望ましい川越の環境像」としていろいろ揚げて

いますが、急に現実味を帯びてきました。国としても新築住宅への太陽光発電の導入

を促進するようですし、市民生活においても、扇風機が売れ、ペットボトルをやめ自

家製の麦茶が伸びているようです。またガソリンの高騰で、郊外型のスーパー、レス

トランなどの売上げが落ちているのに対し、安全、フードマイレージ（その食品はど

れくらいの距離を経てここにあるか）の考え方から、スーパーの地場産の野菜が売れ

ています。自動車通勤から電車にしたサラリーマンも多いと聞きますし、カーシェア

リング（自動車の共有）など都会では少なからず見受けられるようになっています。

このように洞爺湖サミットでは利害関係の関係ですっきりした決議には至りません

でしたが、一般の市民生活は確実に変わろうとしています。 

 東京都で温暖化ガスの排出権取引を国に先立って取り入れ、恐らく埼玉も導入され

ると思われます。事業者も変わってくるでしょう。 

 「望ましい川越の環境像」は私たち自身、事業者ともども生活の質の変化が、製品

そのもののコンセプトを変えていけるかどうかを試しています。 

 いま一度「かわごえアジェンダ21」を考え、生活の質の変化を楽しんで頂きたいと

思います。 

 かわごえ環境ネット副理事長 村上正明 
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川越ケーブルビジョン株式会社 団体会員訪問 地域環境活動を聴く（12）
 梅雨明け・・・陽射しが強くなった7月中ごろに川越ケ

ーブルビジョン株式会社に伺い、地域環境活動を聴きまし

た。社屋は、喜多院山門から、南古谷駅に向かう道沿い、

国道16号を越えた先にある。信号を過ぎると左手に伊佐

沼・古谷地域まで続く川越の穀倉田園地帯。梅雨時の水を

たくさん吸い成長した青田の緑が、目を優しくしてくれる

よき景観に出会った。玄関前の駐車場に車を止め早々 に気

づいたことは、駐車している車が全て川越ケーブルテレビ

の文字が書かれた軽自動車。「30台ある社有車の内、普通

車は2台。燃料効率を優先している。そして5台は電気自

動車・一人乗り（満充電までにかかる電気代は 80 円、2

円/km）家庭の 100Vコンセントから充電できる。炭素を

出さないエコカーです。取材・営業の一人活動には大変便

利、静かで訪問先に嫌われない車になっている。環境活動

の始まりです。」と業務部の濱野博国課長、中野真一郎課

長、そして、営業本部のコミュニティグループ佐藤大祐さ

ん3人のインタビューで聴けました。川越の街に多く走る

車になったら・・と思いました。 

 
安い電気代で走れるエコカー 

 ここまで記事を書いていると・・気づいたのが社名でし

た。「川越ケーブル・・ビジョン株式会社」テレが抜けて

いる。濱野課長に聴き直しの取材を致しました。 

 「社名は、川越ケーブルビジョンが正しい社名です。平

成元年、新しい有線放送システム、CATV（共同通信の略）

の放送事業を川越市に設立するにあたり、川越青年会議所、

21 世紀の川越を考える市民会議、電源開発株式会社の三

者協議で、21 世紀の時代にふさわしいビジョンを！とい

う理想で命名ました。」「しかし、市民・顧客には分かりや

すいテレビジョンの愛称を社名として、PRにも使用して

います。」と聞かされ納得。いただいた名刺をよく見ると、

肩書きに「川越ケーブルテレビ」下には会社名「川越ケー

ブルビジョン」と明記されていました。設立時のビジョ

ン・未来像に視野広げた想いが込められていることを、追

加取材で詳しく知ることができました。社員は、総勢 87

名。設立は、1990（平成2）年2月26日､営業放送を199

1（平成 3）年 12月に開始、サービスエリアを年々 広げ、

今では、商店街をはじめ会社・住宅がある地域は、ほぼ有

線サービスエリアになっている。2000（平成12）年11月

からはインターネットサービス事業も開始。有線放送と組

み合わせた通信の利点を市民に知らせ、使用のお薦めを営

業マンが行っている。地域環境活動の紹介は、本会会員の

活動紹介に始まり、イベント案内「アースデイ・イン・川

越」は、毎年紹介されている。環境に関する個人、企業の

炭素排出削減の優良者を取材放送しませんか・・の問いか

けに『KOEDOちゃんねる』に情報をお寄せください、す

ぐに伺います。電気自動車で・・・」との返事が返ってき

ました。「チーム・マイナス 6％を実施している会社、社

員の認識もエコ認識も高くなっています。」「もちろん、会

社で仕入れる用品もエコ製品優先で購入しています。」そ

して、「今始めている川越ケーブルテレビの環境活動です。

エコキャップ運動への取り組みを聴いてください。」と自

作のエコキャップ運動への取り組みパンフレットを示さ

れました。ペットボトルのキャップを外して回収箱に入れ

る分別活動でした。 

 
エコキャップ投入箱を設置、すぐにできる環境活動 

 「まずは、全社員が率先してキャップ回収箱にボトルか

ら分別して投入」、「ケーブルテレビのコミュニティチャン

ネル『KOEDOちゃんねる』を通じて市民に参加をよびか

けるPRを行なっています」、「市内の主立った団体・PTA

連合会、商工会議所、ロータリークラブなどに協力呼びか

けている」、「エコキャップ運動をPRするCM放送の希望

者も募っています」と地域放送会社の利点、思い立ったら

すぐに始める環境活動に感心した訪問になりました。 

（2008年 7月訪問・広報委員：金子晃） 
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かわごえ環境ネットの活動報告 
狭山市智光山公園での植物観察会 自然環境部会

 
出発前のミーティング風景 

 
稗島講師の説明を熱心に拝聴するみなさん 

 
花菖蒲園にて 

 
木道を渡りながら水辺の植物観察

 一昨年の板橋万葉植物園、昨年の松戸総合公

園に続き、今年は、隣接する狭山市の「智光山

公園での植物観察会」を 6月 19日(木)に開催し

ました。 

 今回はバスでなく現地集合とし、募集人員は

30名としましたが、ネット会員 9名、一般募集

14名の総勢 23名の方に参加をいただきました。 

 梅雨時ということで心配された天気も、薄曇

りと絶好の観察日和に恵まれ、午前中は花菖蒲

園から「自然生態観察園」での植物観察、昼食

後は｢都市緑化植物園｣からひょうたん池を通り、

木道をたどって水辺の植物観察と講師の稗島さ

んの案内で、広い園内を一周しながら熱心に観

察いただき、14時に終了しました。 

 この智光山公園は総面積が 538,000m2あり、

広大な敷地内にはアカマツ、コナラ、クヌギな

ども多く、武蔵野の豊かな自然をそのまま生か

して造られ、四季折々の草花が見られます。「花

菖蒲園」では、ちょうど 150種、2,600株の花菖

蒲が見ごろで、このタイミングで観察会を開催

することができてたいへんよかったと思ってい

ます。      （自然環境部会：市川衛）

 

飯能市天覧山麓のホタル観察会報告 自然環境部会

 朝からの雨模様で、何人ぐらいの方が参加し

てくれるのか心配でしたが、集合時間の 18時 3

0分を回る頃には、14名の方が参加してくれま

した。 

 昨年より 30分ほど早く、天覧山麓の谷津に広

がる「ホタルの里」に到着しましたが、あたり
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は未だ明るくて、あちらこちらでホタルの光る

のが見えだしたのは 1時間ぐらい経ってからで

した。前回は、ヘイケボタルが最初に乱舞して、

その後にゲンジボタルが姿を見せたのですが、

今回は数が少ないかわりにゲンジボタルがほと

んどで、見応えがありました。昨年より 1日早

いだけなのですが、気温が低いのが影響したよ

うです。観察会は 20時 30分で終了として、帰

路に着きました。 

（自然環境部会：大辻晃夫）

 

 
集合場所の能仁寺山門前にて 

 
暗くなるのを待つみなさん 

 
ホタルの里の入口付近 

 
あちらこちらでホタルが光り出しました 

霞ヶ関西中学校における総合学習の支援活動 自然環境部会

 自然環境部会では、昨年に引き続き 7 月 10

日(木)に霞ヶ関西中学校の総合学習支援の要請

を受けました。対象は 2年生全クラス 68名の生

徒さん達です。 

 13 時 30 分から体育館で自然環境の学習をし

た後に、学校の南側に流れる（仮称）かすみ湧

水堀とビオトープ池に移動しました。 

 ビオトープ池ではすでに、霞ヶ関カンツリー

倶楽部の方々が協力してくださり、池の水は足

首の深さぐらいまでにポンプで汲み上げられて

いました。 

 生徒たちは、地元住民でもある原嶋さんから、

堀と池とピンクの花を咲かせているカワラナデ

シコの話を聞いてから、池に入って魚を網で捕

獲したり、水槽や桶に泳ぎまわる魚類たちを手

でふれながら、魚名を確認したりして興奮状態

でした。確認できた魚類は、30cm近いゲンゴロ

ウブナやギンブナ、20cmはあるカワムツの雄と

雌、特にカワムツの雄は真っ赤に婚姻色がつい

て迫力がありました。また数多くのタイリクバ

ラタナゴ、ヨシノボリ、クロメダカ、スジエビ

などが確認できました。 
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 1時間 30分ほどの自然体験は、けがもなく大

盛況で終了することができました。協力いただ

いたみなさまには厚く御礼申し上げます。本会

からの参加者は、大久保、菅野、菅谷、原嶋、

大辻（敬称略）の 5名でした。 

（自然環境部会：大辻晃夫） 

 
ビオトープ池前で先生から注意事項を

聞く生徒たち 

 
原嶋さんのビオトープ池の説明風景 

 
10名を超える男女生徒たちが、魚採り

に挑戦しました

 
捕獲された魚類の一部 

 
魚に触れて大喜びの生徒たち 

 
捕獲した魚類の説明中

伊佐沼周辺における夏の郊外クリーン活動 社会環境部会 

 
伊佐沼沿いに散乱するごみを拾い歩く 

 
伊佐沼の周りで集めた散乱ごみの山と参加者 

 7月 13日（日）に、かわごえ環境ネットまち

美化グループ主催の郊外クリーン活動を行いま

した。伊佐沼周辺に 10人、やすらぎのさと周辺

に 4人が参加、沿道周辺のポイ捨てごみ拾いを

しました。まちなかと違って、携帯灰皿や車の

灰皿からのまとめ捨てが目立ち、植え込みの中

には犬の糞をビニール袋に入れて放置している

のが散見されました。郊外の開放感からの無軌

道ぶりが見られます。参加した大学生ともども、

市民マナーの向上への地道な努力が必要である

ことを痛感しました。 

「まち美化」で総合学習の手伝い 

6 月 26 日、中央小学校の 4 年生 84 名の前でク

リーン＆ハートフル川越の武田、渡辺さんがま

ちのポイ捨てごみを無くす活動を話し、市民の

モラルアップを訴えました。  （武田侃蔵） 
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かわごえ環境ネット会員からの報告

かわごえ環境ネット会員の応援で路上喫煙禁止地区清掃 クリーン&ハートフル川越

 7月 10日（木）のクリーン&ハートフル川越

のまち美化活動に、ネット会員である「積水ハ

ウス西埼玉シャーウッド」の社員 11人が応援し、

18人で 4コースに分かれて「川越市路上喫煙禁

止地区」を清掃し、拾った吸い殻の数をカウン

ターで数えました。川越駅から市役所まで、①

八幡通り 202本、地区外の松江町の東京街道で

447 本、②クレアモールと連雀町 272 本、③バ

ス通りから中央通り 386本、④川越駅西口と市

駅付近 770本とカウントしました。応援で参加

された方々も「町がきれいになる手助けができ

てよい汗をかきました」と今後の協力を約束し

てくれました。        （武田侃蔵） 

 
集めたごみを分別して「多いね！」の声

近隣市・流域の環境活動についての報告

所沢市の環境展示会に多数の市民が

 
雨水タンク「雨水くん」の利用展示 

 
マイバッグはネクタイも再利用して 

 

 6月 30日から 7月 4日まで、所沢市役所 1階

ホールで、平成 20年度環境展示会が開かれまし

た。家庭でできる温暖化対策や緑のカーテン、

雨水の利用、レジ袋の削減やマイバッグの普及

などのコーナを設け、2,000人近い市民が環境問

題の切実さを実感しました。 

 この催しは、NHKのニュースでも取り上げら

れ、県外からの問い合わせもありました。自然

エネルギー活用によるライフスタイルの見直し

に注目が集まりました。 

 埼玉県の「夏のエコライフチェックシート」

を 15項目に簡略した「所沢市版夏の省エネチェ

ックシート」を 32,630枚印刷、環境展示会場で

配るとともに、小中高、幼稚園にも配布して、

市民の一割にあたる人への啓発に努めました。

               （武田侃蔵）
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7月 13日「新河岸川流域川づくり懇談会」 
 行政と市民団体が「協働」で川づくりを目指

す懇談会が、7月 13日、朝霞市のリサイクルプ

ラザで開かれました。行政側からは、県土づく

り企画室、総合治水事務所、川越・朝霞・飯能

の各県土整備事務所、河川砂防課、初めて西部

環境管理事務所、国から荒川下流河川事務所、

市民団体からは NPO 荒川流域ネットワークほ

か 20近い団体が参加、かわごえ環境ネットかも

武田、渡辺の両名が参加しました。 

 上田知事の「みどりと川の再生」プログラム

の進展は、市民団体との「協働」にあるとの行

政側の積極的な姿勢のもとに会は進められまし

た。メインテーマに沿って、NPO法人全国水環

境交流会代表理事の山道省三さんの「市民と行

政の合意形成に向けたルールづくりについて」

と題する講演と質疑が行われました。新河岸川

の川越部分についても、市民の要望が話し合わ

れる機会が早くほしいものです。（武田侃蔵）

川越市からのおしらせ

「川越市地球温暖化対策条例施行規則（案）」及び「（仮称）川越市地球温暖化対策地域推

進計画（素案）」の意見募集（パブリックコメント）を行います

 現在、川越市では、「川越市地球温暖化対策条

例施行規則（案）」の制定作業及び「（仮称）川

越市地球温暖化対策地域推進計画（素案）」の策

定作業を進めています。 

 前者は、昨年 12月に制定した「川越市地球温

暖化対策条例」に規定する、事業者に係る措置

等を施行するために必要な事項を定めるもので

す。また、後者は、本市における温暖化対策を

総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガ

スの削減目標やその達成に向けての対策を体系

的に定めるものです。 

 このたび、これらについてみなさんから幅広

く意見を求めるパブリックコメントを行います。

意見の募集期間は、以下のとおり予定していま

す。 

●「川越市地球温暖化対策条例施行規則（案）」 

7月 25日（金）～ 8月 25日（月） 

●「（仮称）川越市地球温暖化対策地域推進計画

（素案）」 

8月 10日（日）～ 9月 9日（火） 

よりよい内容とするため、率直なご意見をお寄

せください。詳しい情報は、7月 25日号及び 8

月 10 日号の広報川越又は川越市のホームペー

ジをご覧ください。     （環境政策課） 

八都県市地球温暖化防止一斉行動（エコウェーブ）について 
 7 月 7 日（月）から 3 日間開催された北海道

洞爺湖サミットにあわせ、八都県市において、

一斉消灯やキャンドルナイトなどを内容とする

地球温暖化防止一斉行動（エコウェーブ）が実

施されました。 

 本市でも、6月 30日（月）から 7月 9日（水）

まで、市役所本庁舎正面玄関横にて、地球温暖

化防止に関するパネル展示を行い、市の環境保

全事業を PRしました。 

 また、7 月 7 日（月）には、午後 8 時から 8

時 10分までの 10分間、自宅や事業所などの照

明を消してもらう一斉消灯キャンペーンを行い、

市役所本庁舎等においても一斉消灯を実施しま

した。同キャンペーンには、市内の数多くの方々

に参加いただき、個人（家庭）51名、事業者 6

社、その他 9団体の合計 66の方々から一斉消灯

の実施報告書の提出がありました。 

（環境政策課） 
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星空観察の集いについて 
 7月 25日（金）18時 30分から、児童センタ

ーこどもの城において星空観察の集いを開催し

ました。46名の方が参加し、講師の方から星座

の基礎知識や双眼鏡、星座早見板の使い方を教

えていただき、その後プラネタリウム上映を楽

しみました。当日は雨がふっていたため、残念

ながら天体望遠鏡や屋上での星空観察はできま

せんでしたが、多数の参加者から「星の勉強が

できた」「楽しかった」という意見が聞かれまし

た。           （環境政策課） 

第 71回関東甲信越地区産業廃棄物処理対策連絡協議会の開催 

 7月 10・11日に川越東武ホテルにおいて、環

境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

技術専門官 相田俊一氏他 3 氏を来賓としてお

迎えし「第 71回関東甲信越地区産業廃棄物処理

対策連絡協議会」を開催しました。 

 この協議会は、関東甲信越地区の 22都県市、

いわゆる産業廃棄物処理業等の許可権限を持っ

ている自治体が集まり幹事を持ち回りで担当し、

今回川越市が幹事市となり実施しました。 

 一日目は各都県市が日ごろから抱えている諸

問題を議題として提起し、それぞれの自治体が

出された問題に対して考え方や過去の事例を述

べ、最後に環境省からコメントいただくという

形で協議が進められました。地域の違いはあれ、

参加者はみな廃棄物行政に実際に携わっている

だけあって、個々の発言は実践的かつ専門的な

内容が多かったようです。 

 2 日目は、市内にある会社が自己処理用とし

て設置した廃棄物焼却炉を現地視察しました。 

 諸問題の協議と視察という 2つのテーマを設

けた今回の協議会、充実した 2日間であり今後

の廃棄物行政に必ずや役立つものと思います。 

（産業廃棄物指導課） 

 

（仮称）川越市新清掃センター啓発施設について

 2008（平成 20）年 6月 6日開会の川越市議会

第 3回定例会において「仮称川越市新清掃セン

ター啓発施設新築工事請負契約」議案及び「仮

称川越市新清掃センター啓発施設新築電気設備

工事請負契約」議案が、6月 27日に可決されま

した。 

 仮称川越市新清掃センター啓発施設新築工事

請負契約の相手方は初雁・三光・三ツ和特定共

同企業体で契約金額は 9 億 4,815 万円（税込）

です。 

 また、仮称川越市新清掃センター啓発施設新

築電気設備工事請負契約の相手方はおぎでん・

小室特定共同企業体で契約金額は 2億 4,147万 9

千円（税込）です。 
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 7 月下旬から工事の準備作業として整地作業

や仮設工事等に着手する予定です。 

＜啓発施設概要＞ 

工事場所：川越市大字鯨井 782 番地 3、構造：

鉄骨造 3 階建、床面積：4,345.12m2（1 階：2,1

65.32m2、2階：1,512.43m2、3階：667.37m2）、 

施設概要（1 階部分：情報・展示ホール、再生

品展示スペース、家具リサイクル工房・自転車

リサイクル工房等、2階部分：リサイクル工房、

活動交流室等、3階部分 ：研修室等）、工期：

2008（平成 20）年 6月 27日から 2010（平成 22）

年 1月 15日まで 

（新清掃センター建設事務所） 

 

理事会・専門委員会からの報告

理事会 
■第 93回理事会（6月 25日） 

・11月 9日に開催予定の「2008アースデイ・イ

ン・川越 立門前」について、同実行委員会から

本会の後援名義使用の許可申請が出されたこと

について審議。例年本会も参加しており主旨に

ついても賛同出来るので使用の許可について可

決しました。 

・地球温暖化対策地域協議会に登録申請につき

審議。今年度の総会資料を添付して、申請を行

うことで可決しました。 

社会環境部会 
 平成 20年度第 4回の社会環境部会の例会が、

7月 9日、市役所 7G会議室で 13名の参加で開

かれました。先月から参加された飯島希さんか

ら、この部会の様子を飯島さんのホームページ

で紹介してよいかとの申し出があり、全員賛成

でお願いすることになりました。アドレスは 

http://www.greens-life.comです。 

 なお、同時に開かれた環境審議会の委員であ

る小山かわごえ環境推進員協議会長も、審議会

終了後に出席されました。 

1）地球温暖化対策グループでは、「エコライフ

DAY2008埼玉・夏期チェックシート」の配布を、

会員とともに市内公民館にも配布することにし

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」運動への参加者から

の報告が会員からも寄せられました。 

2）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」のネ

ット会員の参加をとりまとめました。また、7

月 31日に寄居で開かれる「みどりと川の再生・

埼玉フォーラム」の紹介がありました。 

3）まち美化グループの代表の武田さんから、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「百万灯夏まつり」のまち

美化対策について応援の要請がありました。 

4）企画委員会からの予定が報告され、9 月 20

日の「食の安全講演会」、11 月 1 日の「パイオ

ニア管理の森の下枝刈り」などが紹介されまし

た。    （社会環境部会代表：渡辺利衛） 

自然環境部会 
 6月 19日（木）には、狭山市の智光山公園に

おいて植物観察会を開催しました（記事参照）。 

 6 月 25 日（水）には、（仮称）川越市森林公

園計画地における昆虫の調査を、総勢 6名で講

師に内田正吉さんをお招きして行いました。 

 6月 26日（木）には、飯能市の天覧山麓での

ホタル観察会を総勢 14 名の参加で開催しまし

た（記事参照）。 

 7 月 3 日（木）には、公園整備課より協力要

請があった池辺公園の視察会を、総勢 7名の参



月刊 かわごえ環境ネット 2008年 8月号 No.022 

- 10 - 

加で行いました。公園整備課よりお借りした資

料を参照しながら、第一期工事が終了して開園

した園内と、今秋から工事が始まる第二期工事

予定区域で、希少種の確認や問題点の把握など

を行いました。 

 7 月 7 日（月）には、さわやか活動館にて、

水辺の自然の保全と再生グループの定例会が総

勢 7名の参加で開催され、霞ヶ関西中学校の総

合学習援助活動の段取りなどを主体に協議しま

した。 

 7月 8日（日）には、（仮称）川越市森林公園

計画地における植物調査が、総勢 7名の参加で

行われました。 

 7月 10日（木）には、笠幡の霞ヶ関西中学校

の総合学習援助活動を行いました（記事参照）。 

 7月 11日（金）には、川越市役所 7G会議室

にて 7月度・自然環境部会定例会が総勢 8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、（仮称）川越市森林公園計画

地での昆虫及び植物の調査報告と坂戸市の城山

観察会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、今号で掲載している

3 件についての報告がありました。協議事項と

しては、池辺公園の視察結果に基づく公園整備

課との打ち合わせ会が 7月 18日（金）の午前と

決まりました。また、同じく公園整備課より検

討依頼のあった、仙波河岸史跡公園の林床を形

成する草花の移植計画案について協議した結果、

シュンランを除けば特に問題ないであろうとい

うことになりました。事務局からは、武州ガス

(株)主催の環境講演会への案内と、市民環境調

査「セミの抜け殻調査」への参加募集案内があ

りました。 

（自然環境部会代表：大辻晃夫） 

企画委員会 
 2008 年度第 1回委員会が 6月 25 日（水）に

開催されました。総会で決議された企画委員会

活動計画の推進に向け話し合いました。テーマ

としては次の 3点です。 

1.今年度も継続としてイベントを行う。 

2.かわごえアジェンダ21策定記念シンポジウム

の開催について 

3.エコマネー勉強会の開催 

 イベントの開催はアースデイ・イン・川越に

合わせて 11 月の初めの土曜または日曜に実施

する。参加者にはエコマネーを提供する。シン

ポジウムは 1月 16日（金）に開催する。エコマ

ネーは代表的な 5つの事例の勉強をしました。

特にエコマネーについてはもう少し勉強会を持

つつもりです。新規の参加者も歓迎します。 

（企画委員長：村上正明） 

 

かわごえアジェンダ 21推進委員会（準備会） 
 2008年度事業計画に基づき、1月に策定され

た川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ 2

1」を推進するための本会としての組織を発足さ

せることになり、小瀬（理事長）、村上・横山両

副理事長、各専門委員会代表（武田広報委員長・

渡辺社会環境部会代表・大辻自然環境部会代

表）・宮澤理事の 7名をメンバーとする準備会を

発足させ、委員会設立に向けての準備会を 6月

25日と 7月 24日に行いました。 

 準備会では、委員構成について検討するとと

もに、今後の委員会としての活動内容について

話し合いを行いました。作成したチェックシー

トの活用方法、周知のための出前講座の開催、

市民・事業者・民間団体の環境活動への取組の

情報収集、10の重点プロジェクトの推進、シン

ポジウムの開催（企画委員会主催）が活動計画

として取り上げられ、8月 25日に第 1回の委員

会を開催することになりました。今後、具体的

に事業を実施しながら、委員の募集を行う予定

です。        （理事長：小瀬博之） 
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これから開催されるイベントのおしらせ等

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

連のイベントをカレンダー形式で掲載しています（8月 3日から 8月 16日まで）。●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 

8/3 
◎-8/25「川越
市地球温暖化

対策条例施行

規則（案）」意

見募集 

4 5 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎19:00「2008
アースデイ・

イン川越・立

門前」実行委

員会 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 
◎-9/9「（仮称）
川越市地球温

暖化対策地域

推進計画（素

案）」意見募集 

11 
◎13:30-15:30
川越市協働指

針検討懇話会

（傍聴可） 

12 13 
●15:00社会
環境部会 

14 
◎13:30まち
美化啓発運動 

15 16 

17 
◎9:30まち美
化啓発運動 

18 
 

19 
◎8:45夏休み
親子リサイク

ル体験ツアー 
◆12:30広報
委員会 
◎14:00-16:00
川越市環境審

議会（傍聴可） 

20 
◎8:45夏休み
親子リサイク

ル体験ツアー 

21 
 

22 
 

23 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎17:30武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

24 
 

25 
◆10:00フォ
ーラム実行委

員会 
◆11:00アジ
ェンダ推進委

員会 

26 
 

27 
★9:30（仮称）
川越市森林公

園計画地「虫

の調査」 
 

28 29 30 

31 
 

9/1 
 

2 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎19:00「2008
アースデイ・

イン川越・立

門前」実行委

員会 YMCA 

3 4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

9 10 
●15:00社会
環境部会 

11 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12 
●15:00自然
環境部会 

13 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 
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かわごえ環境ネット主催・出展行事 
●自然環境部会（2008年 8月度） 

日時：8月 8日（金）15:00-17:00 

（川越市元町 1-3-1） 

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 9月 12日。 

★（仮称）川越市森林公園計画地 樹木調査 

日時：8月 12日（火）9:30-12:30 

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） 

 公有地の藪状のエリアでの調査。事前連絡は

いりません。 

●社会環境部会（2008年 8月度） 

日時：8月 13日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

 毎月第 2水曜日に開催。次々回は 9月 10日。 

◆広報委員会（2008年 8月度） 

日時：8月 19日（火）12:30-13:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 1回） 

日時：8月 25日（月）10:00-11:00 

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（第 1回） 

日時：8月 25日（月）11:00-12:00 

場所：川越市役所地階修養室 

★（仮称）川越市森林公園計画地 虫の調査 

日時：8月 27日（水）9:30-12:30 

集合場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

持ち物：筆記具 

問い合わせ：賀登 

 虫の専門家との調査。参加希望の方は事前連

絡をお願いします。 

＊企画委員会・理事会は、8 月は休会で、次回

は 9月 25日（木）13:30-15:00, 15:00-17:00です。 

 
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 

◆8 月 23 日（土）（公園と当会の共催） 

 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 3

0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く

ださい。 

◆ 9 月 8 日（月）（当会主催） 

 9 月はススキを利用している花やクモを

観察します。ススキの根本に寄生するナン

バンギセルの赤紫色の花や、ススキの葉を

使ってクモの糸に「卵のう」をぶら下げて

いるトリノフンダマシの仲間を探しましょ

う。コオロギ類の声も楽しみましょう。 

 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。 

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 

◆8月 5日（火）・14日（木）・23日（土） 

◆9月 2日（火）・11日（木）・27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、数方向に分れてまち美化活

動を実施し、分別して市役所のごみ置き場

にまとめます。約 2時間の予定です。 
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2. 第 3日曜日・9:30-11:00 

◆8月 17日（日）・9月 21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。 

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：8月 9日（土）16:00-18:00 

   9月 13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 

●川越市 

☞夏休み親子リサイクル体験ツアー 

ごみ処理施設の見学と廃材を利用した工作

などを実施します。 

日時：8月 19日（火）・20日（水） 

8:45-16:30（集合＝川越市役所玄関前） 

対象：市内在住の小学生と保護者 

定員：各 26人（抽選） 

申し込み：はがきに催し名、希望日、住所、

子どもの氏名・学年、保護者の氏名、電話

番号を明記し、8月 6日（水）（消印有効）

までに〒350-8601川越市役所資源循環推進

課（Tel.049-224-5908） 

●(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） 

◆8月 10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。 

◆9月 14日（日） 

 まだ暑い毎日ですが、鳥の世界では秋を

迎えます。北の国での繁殖を終えた鳥達（シ

ギやチドリの仲間）は、今年育った若鳥た

ちと一緒に南の国へ渡って行きます。この

鳥たちは、伊佐沼では春と秋にだけ観察で

きます。 

以上の問い合わせ先：笠原啓一 

Tel.049-222-0957

 

広報委員会からのおしらせ・編集後記 
●「かわごえアジェンダ 21」の配布について 

 巻頭言でも紹介している、2008年 1月に策定

された川越市環境行動計画「かわごえアジェン

ダ 21」ですが、2月 24日に行われたかわごえア

ジェンダ 21記念講演会で配布されたのみで、会

員のみなさま全員にはお送りしていません。川

越市ホームページからも本編のすべて、また、

チェックシートが入手できますが、冊子が必要

な方は、本会事務局まで申しつけください。な

お、川越市役所本庁舎 5階にある環境政策課窓

口でも配布しています。 

 

●「エコライフ DAY2008」にチャレンジ（9月

30日まで取組結果を事務局へお送りください） 

 7 月の郵送資料でお送りしている「エコライ

フ DAY2008」。もう挑戦してみましたか。夏の
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キャンペーン期間は、9月 30日までとなってい

ます。かわごえ環境ネットで取り組んだ成果に

ついては、集計して埼玉県に報告しますので、

取り組んだ結果をぜひかわごえ環境ネット事務

局にお送りください。なお、チェックシートは

埼玉県ホームページからも入手できます。年代

によって「小学校低学年用」「小学校高学年用」

「中学生用」「高校生用」「一般用」の 5つのチ

ェックシートがありますので、家族ぐるみで取

り組んでみてください。 

 

●会員からの活動報告・告知等を随時募集 

 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等も受け付けています。

2008年 9月号（No.023，8月下旬発行予定）の

掲載原稿は、8月 18日（月）事務局必着となり

ます。詳しくは、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ホームページでは、この

広報「月刊かわごえ環境ネット」をカラーで見

ることができます。印刷が見にくい、写真をカ

ラーで見たいという方は、ぜひご覧ください。

バックナンバーも 2000年 12月のかわごえ環境

ネット会員通信からずっと揃えています。 

 また、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/ 

 

●「あるってアート 2008・水辺再生元年記念イ

ベント・イン濯紫公園」8月 24日に 

 8月 21日から 31日まで、川越市内 19箇所で

展開される「あるってアート 2008」は、川越の

まちかどのあちこちで、日本や海外のアーティ

ストたちの作品創造に市民も参加する画期的な

試みであります。 

 8 月 24 日には新河岸川の濯紫公園で「水辺再

生元年記念イベント」と銘うって、河岸にアー

ティストが作品を展開します。あわせて川越県

土整備事務所主催によるパネル展示や音楽ライ

ブが開かれます。詳しくは、アルテクルブ事務

局（Tel.049-227-8176）まで。 

 

●編集後記 

 7月 13日（日）、14日（月）の両日、朝と

昼間の 2回で 30分ずつ、今年に入って 5回目の

「路上喫煙者の事態調査―定点観測」が、川越

駅東口、川越駅西口、本川越駅、川越市駅、ク

レアパーク前、一番街の 6箇所で行われました。

昨年 1 月 28 日、29 日に初めて行ったときは、

路上喫煙者数が合わせて 485人。これに対して

今回は合わせて 78人と激減しております。条例

の効果が上がったといえましょう。しかし、ク

リーン&ハートフル川越のまち美化活動で拾わ

れる吸い殻の数は 7 月 10 日のごみ拾いで 2000

本近くに上っています。まだまだ気は緩められ

ないようです。(KT)
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