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「温故知新」10周年を迎えるかわごえ環境ネット 

 
小畔川の金堀橋から望む富士山（2009年 2月撮影） 

 

	 新年あけましておめでとうございます。 

	 2010（平成 22）年が、みなさまにとって充実した年になるよう、心

から祈念申し上げます。 

	 さて、本会が設立されたのは 2000（平成 12）年 8月 5日ですので、

今年はちょうど 10周年となります。4月からの新年度は、いくつかの

10周年記念事業を企画して実施します。 

	 本会が 20周年を迎える 2020（平成 32）年は、日本の温室効果ガス

の排出量を 1990（平成 2）年比で 25%削減するという中期目標が定め

られる予定です。 

	 これまでの 10年間、2012年までに 6%削減という目標に対して、川

越では何ができたのかを、変化を見ながら振り返りつつ、これから 10

年間の川越の自然や社会がどのような姿になれば 25%削減という低

炭素社会に適応したものになるのか、みなさまとともに考えていく 1

年間にしたいと思います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

かわごえ環境ネット理事長	 小瀬博之 



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 1月号	 No.039 

- 2 - 

株式会社ビー・エム・エル BML総合研究所 団体会員訪問	 地域環境活動を聴く（23）

	 今回は、BML 総合研究所に事業者会員の環境活

動を聴きに伺いました。BML 総合研究所は、川越

市の霞ヶ関地区の東にあり、入間川の初雁橋近くの

的場工業団地に、延床面積 39,505m2もある 7 階建

ての大きなビルに様々な検査機器を備え、全国各地

の病院から受領した臨床検査を、高い精度で分析し

た検査結果の情報を病院へ報告する事業を展開し

ている。社員数は 1,532名（2009/3/31現在）で、川

越の事業所では約 600名が働き、臨床検査の受託業

務、大気・水質等の環境検査業務・電子カルテの販

売を行っている。アルファベットをカタカナで表し

ている会社名。どのような事業なのか気になってい

ましたが、事前に訪問主旨を説明していたので、環

境活動を示した資料を用意された渡邊千江子品質

保証課長から、応接室で会社概要と先行している環

境活動がお聴きできました。 

	 「BML は、1955（昭和 30）年に設立した(株)相

互ブラッド・バンクとしてスタート。」「事業は、保

存血液の製造・販売。日赤血液センターができてか

らは、事業内容を臨床検査業務に変更。(株)相互生

物医学研究所（英文名は、BIO MEDICAL LABOR

ATORIES）となりました。」「1989 年に英文名のイ

ニシャルをとって、(株)ビー・エム・エルと社名変

更し現在に至っています。」と会社案内を見せ説明

されました。 

 
省エネを進めたラボオートメーション分析装置 

「私たちが病院で様々な検査を受けますが、採取さ

れた検体はここに集められ、毎時 9,000 の検体が、

17 台の分析装置とロボットで構成された、ラボオ

ートメーションで生化学分析が行われる。その結果

は、即座に病院に返送、医師の診断データになり、

患者治療に使われます。」健康診断等での検査結果

がスピードアップされていることが理解できまし

た。地域環境活動について聴き始めると、「企業と

して環境活動を始めたのは 2002年です。」と BML

グループ環境報告書 1号を示された。「環境問題と

して取り組む、電気、水、化学物質、報告書等の紙

使用、廃棄物の排出等が超大で、数量把握には大変

でした。」「試薬品使用量の低減、廃棄物の減量化、

省エネルギー推進、省資源推進を環境目的に掲 

げ、低減への取り組みを始めて、2002 年環境マネ

ジメントシステムの国際規格 ISO14001認証を取得

しました。」 

 
2002年から毎年発行されている環境・社会報告書 

	 「環境社会報告書 2008」を見るとBMLグループ

全体での取り組み結果を示すまでになっている。I

SO 事務局も設置されて社員への環境教育を推進し

ている。その一端として、活動内容の報告を社内報

に「ECO 活動だより」として掲載のポスターを作

製・掲示。電気使用のルールとして、8 項目の EC

O 活動実行を示し、低減を呼びかけている。また、

エコキャップ活動も行っている。約 3ヶ月で回収B

OX には 21kg が回収され、NPO 法人に送ると 9.9

人分のワクチンになるとの報告がきました。と活動

結果も記載されている。社員には、冬の室温は暖か

さを求めず 1枚の重ね着をする。室温 20度で過ご

すウォームビズで、省エネルギー推進活動の継続実

施を呼びかけ環境意識の向上を推進している。グル

ープの環境方針に「豊かな健康文化を創造する」を

掲げている。連結会社が 19社あり企業トータルで

の環境マネジメントを行う体制が進んでいると感

じた訪問でした。 

（2009年 11月取材訪問 理事・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 
池辺公園の保全活動報告（キツネノカミソリの種まき） 自然環境部会 

 
ヤブランやヒガンバナを掘り起こして更地を造る 

 
鉢を土中に埋め落ち葉を被せる 

 
エコ鉢に土を入れ、種をまく 

 
ヤブラン、ヒガンバナの移植 

日時：11月 20日（金）9：00～11：00 

場所：池辺公園 

参加者：市川、猪俣、菅野、菅谷、稗島、平田、

三重野、大辻、宮沢（川越市公園整備課）以上

9名 

	 朝から好天に恵まれ、木漏れ日の映える林床

の一画で、キツネノカミソリの種まきを実施致

しました。種子は、9月 25日に同公園内で採取

した 150粒の内の 75粒で、常温保管してあった

ものです。残りの 75粒は、冷蔵庫の中で眠って

いて、来年の 2月頃にまく予定です。 

	 昨年は、プランターに培養土などを用いて種

まきをして、全滅に近い結果となってしまいま

したので、今回は，1 号鉢に近い小さなエコ鉢

（土に戻る）に、林床の土壌を入れて、2 粒ず

つ種子をまきました。 

	 まき終わった 35個のエコ鉢は、ヤブランやヒ

ガンバナを他の場所に移植して更地にした一画

に、等間隔で、鉢の頭が見えるぐらいの深さに

埋め込み、落ち葉を被せて完成しました。さて、

どのくらいの割合で芽が出るのか来春が楽しみ

です。            （大辻晃夫） 

◆1月は「かわごえ環境ネット」入会のチャンス 

本会は、川越市の環境に関する情報の提供や活動の場の提供、 

そして実践活動を行っている環境パートナーシップ組織です。 

1月に入会すると、3月までの会費がかからずとてもお得です。 

本会の活動の概要を説明したパンフレットは、川越市役所 5階 

の環境政策課窓口又は本会ホームページで入手できます。 
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「県民参加生き物モニタリング調査」第 2回・魚類調査報告（概要） 自然環境部会

1.日時：11月 26日（木）9:00-12:00 

2.場所：安比奈親水公園の入間川沿い小河川 

3.目的：生物多様性保全の促進を図るために、

埼玉県より要請のあった川越地区の野生生物モ

ニタリング調査への参加に基づき、魚類の第二

調査地区に選定した安比奈親水公園周辺の小河

川における希少種のメダカを主体にした魚類調

査を行い、埼玉県への報告データとします。 

4.調査員：菅野、菅谷、大辻 

5.調査方法 

1）採取具：70cmサデ網  

2）記録事項：時刻、気温、水温、魚類名、

個体数 

3）写真記録：採取魚類、調査風景 

6.調査地点：下図の通り

 
安比奈親水公園周辺地図及び調査箇所（地図著作権 Yahoo Japan） 

7.調査結果 

 
調査地点①での調査風景。下流には入間

川本流がみえる。 

 
調査地点①の上流部風景。農業用水取水

の為の堰堤が見える。 

 
調査地点①の魚類写真。全長 15cmのカ
マツカ（埼玉県 RD 希少種）3 匹、15c
mのカワムツ1匹、トウヨシノボリ1匹、
スジエビ多数、シオカラトンボのヤゴ 1、
マシシジミ 5が確認できた。 

智光山公園及び東京ゴルフ倶楽部方面

（湧水）の合流水路	 

安比奈親水公園	 

入間川支流（人工水路）	 

入間川本流	 

堰堤	 1 

2 

3 

4 

	 	 丸内番号は調査地点を示す	 
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カワムツ B型 

 
砂地に住む希少魚のカマツカ 

 
調査地点②の魚類写真。スジエビ多数、

魚種不明幼魚多数、シオカラトンボのヤ

ゴ 1、マシジミ 2が確認できた。 

 
調査地点②の上流部風景。写真手前の地

点は水深があり、魚類が寄っているが、

釣り人が多く調査は断念した。 

 
調査地点③での調査風景。偽木を多用し

た人工水路。スジエビのみ多数確認した。 

 
調査地点④での調査風景。湧水が混じる

自然護岸水路。 

 
調査地点④で確認されたモツゴ 2匹。 

 
調査地点④で確認されたヘビトンボの

幼虫 1匹、スジエビ 5、アメリカザリガ
ニ多数。 

8.まとめ 

	 今回の調査では、埼玉県から調査指定になっ

ている希少魚のメダカが確認できなかった。し

かし、調査地点①の堰堤下の水底が砂地の流れ

で、埼玉県 RD希少種魚類（R2）のカマツカの

生息が確認できたことは、今回の成果であった。 

	 一方、公園の中央を流れる調査地点③の水路

は、夏場には多くの魚影が見られるが、今回の

調査では、スジエビ以外は確認できなかった。

これは、入間川本流から分流した人工水路で、

一見、自然護岸のように見えるが、平常時の水

際部が偽木で護岸され、直線的な水路で、水生

植物がほとんどないために、水温が 14℃までに

下がった今では本流に移動してしまったと考え

られる。 

	 調査地点④は、自然護岸で、東京ゴルフ倶楽

部からの湧水が流入する水路で、普段から魚影

が濃い地点だが、期待を裏切ってモツゴやスジ

エビなどで魚種も数も少なかった。これも調査

風景写真で判るように、水路に沈水や抽水の水

生植物が生育していないためで、少し下流の水

深 2m 近い深場に移動してしまったと思われる。 

	 先月実施した、鯨井地区の魚類調査と今回の

調査でわかったことは、多種多様な魚類が生息

し続ける為の重要な河川環境としては、水路の

水際や、水中に多様な水生植物の定着が必須条

件になるということであり、埼玉県や川越市の

河川改修事業を担当する部署では、今後この点

を十分に配慮した河川改修を進めてほしい。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫） 
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鶴ヶ島駅周辺のごみ拾いを応援、他市との連携の試み 社会環境部会

 
鶴ヶ島市職員の挨拶で活動がスタート 

 
おなじみのゼッケンをつけて啓発活動

 
集められたごみ

	 鶴ヶ島市では、11月 1日の「秋の一斉ごみ拾

い活動」のほかに、11月 21日、鶴ヶ島市内の 3

駅（鶴ヶ島駅・若葉駅・一本松駅）周辺のポイ

捨てごみ拾いを市民に呼びかけて実施しました。 

	 鶴ヶ島駅は、西口ロータリーから川鶴団地へ

行く大通りは川越市域となっています。駅周辺

の半分は川越市域なので、市民として「知らん

顔」はできまいと、かわごえ環境ネットの社会

環境部会で応援を決めました。当日は小瀬理事

長ら有志 11 人が参加しました。40 人を超える

鶴ヶ島市民との共同作業で汗をかいた市民連携

の 1時間半でした。      （武田侃蔵） 

公民館の「環境学習講座」で出前授業 社会環境部会

	 川越市の古谷公民館主催で、9 月 26 日、10

月 24日、11月 28日の 3回にわたって「環境学

習講座」が開かれました。かわごえ環境ネット

社会環境部会の渡辺利衛さんが「省エネ・節電、

太陽光発電・太陽熱温水器」、齋藤眞之助さん

が「環境家計簿の実践報告」、原嶋昇治さんが

「生ごみリサイクル、生ごみ堆肥化・有機野菜

栽培」についてそれぞれ 2時間あまりにわたっ

て講義し、市民啓発に貢献しました。  

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （武田侃蔵） 

 

流域の活動報告及びおしらせ 
「水辺再生」へ南小畔川の清掃活動 

 
川の中まで入ってごみ拾い 

 
ソファもある集めたごみの山 

 
参加されたみなさん

	 川越市の西清掃センター近くの塚下橋から下

流の田中橋までの南小畔川の清掃を、11 月 29

日（日）の午前中に行いました。 

	 この活動は今年で 7年目になりますが、今年

も地元自治会の環境推進員、川越 EM連絡協議

会会員、かわごえ環境ネット会員ら 30名が参加

しました。川の再生のために埼玉県が進めてい

る「水辺の里親」に登録して 4年目、「水すまし

クラブ」に加盟して 2年目になります。年々川

がきれいになるのを実感していますが、それで

もオートバイやソファなどの大型ごみから、ビ

ニール袋に入った犬の糞など、市民のモラル向

上を願うばかりでした。 

	 途中の河南橋脇の公園を利用して、埼玉県の
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「水辺再生 100プラン」を活用した親水公園化

の事業もスタートしました。来年は、子供らの

にぎやかな声が聞かれる川になり、ごみの不法

投棄もなくなるのでないかとの夢を語りながら

の川の清掃でした。      （原嶋昇治） 

 

 

「新河岸川景観プロジェクト」マップ作りから現地調査など 
	 新河岸川の景観プロジェクトの活動は、県の

田園都市づくり課が精力的に進めていますが、1

2月 18日に朝霞県土事務所に各市の関係団体が

集まって「景観マップ」の検討会を開きました。

また、1 月 9 日（土）には、朝霞市から和光市

までの新河岸川の最下流地点までの視察を行い、

3 月には「新河岸川景観マップ」と「新河岸川

サイクリングプラン」の地図等を仕上げる予定

で、関係各市の環境市民団体に協力を呼びかけ

ています。また、「新河岸川流域川づくり連絡会」

の定例会が、1月 19日（火）午後から朝霞市の

産業文化会館で開かれます。  （武田侃蔵）

 

川越市からの報告・おしらせ 
第 54回クリーン川越市民運動（ごみゼロ運動） 資源循環推進課

 

	 10月 25日（日）に第 54回クリーン川越市民

運動（ごみゼロ運動）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、274団体、参加市民の数が 32,963人、

集めたごみは、57.63tとなりました。 
編者おわび：この記事は、月刊 かわごえ環境ネット 2009
年 12月号 No.038に掲載する予定でしたが、編集のミスに
より掲載できなかったので、ホームページ及び今号に掲載

しました。関係者にお詫び申し上げます。

こどもエコクラブ研修会の実施 環境政策課

 
	 12月 5日（土）にこどもエコクラブ研修会を

実施しました。 

上戸小学校エコクラブから 23名のメンバーと 1

名のサポーターが参加し、北本自然観察公園内

の埼玉県市自然学習センターに行ってきました。

センターの自然学習指導員 2名の案内により、

午前は講義、望遠鏡を使用したバードウオッチ

ング、公園内の自然観察、Q＆Aシアター鑑賞、

午後はビオトープの水生生物調査と水質調査を

行いました。参加者からは、「自然観察が楽しか

った」「生き物が必死で生きているのがわかっ

た」等の意見が聞かれ、自然や環境問題につい

て理解を深めてもらうことができた研修会でし

た。
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平成21年度版川越市地球温暖化対策地域推進計画年次報告書の公表と意見募集 環境政策課

	 川越市では、地球温暖化対策を総合的かつ計

画的に推進していくことを目的として、平成 21

年 3月に「川越市地球温暖化対策地域推進計画」

を策定しました。このたび、この計画に掲げる

目標や重点プロジェクトの進捗状況をまとめた

年次報告書を作成しましたので公表します。ま

た、事業の推進と見直しに反映させるため、同

報告書に対する意見や提案を募集しています。 

	 募集の締切は平成 22年 1月 29日（金）で、

同報告書の中にある意見様式に、ご意見の内容

及び必要事項を明記の上、環境政策課まで提出

（郵送、FAX等）してください。なお、市ホー

ムページからも閲覧できます。 

提出先・問い合わせ：環境政策課 

Tel.049-224-5866，Fax.049-225-9800 

Eメール kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp

自然環境調査の実施 環境政策課

	 川越市では、市民のみなさんに身近な自然環

境や生物多様性について興味を持ってもらうた

め、市内で見つけた身近な野鳥の情報を募集し

ます。 

	 募集締切は、3月 31日（水）で、詳細につい

ては、本号と併せて送付したちらしをご覧くだ

さい。

近隣市の環境行政「狭山市」「鶴ヶ島市」

狭山市の「リサイクルプラザ」の啓発活動は「NPO法人さやま環境市民ネットワーク」で

 
リサイクル工場(左)と啓発施設が隣接 

 
3階のリサイクル品販売コーナー 

 
3Rの啓発に工夫された展示コーナー

	 狭山市の奥富にある清掃センターの焼却工場

が移転したあとを「リサイクル施設」に建て直

し、その横に市民啓発施設「リサイクルプラザ」

が 2009年 1月に完成、市民啓発の説明役を「N

PO 法人さやま環境市民ネットワーク」が市か

らの受託事業として行っています。 

	 3 階の展示啓発フロアーの半分は、家具、衣

類から文房具類まで、「もったいない」と再利用

できるものが驚く安さの値段が付けられ、委託

のリサイクル業者が販売を担当していました。

啓発コーナーの一角には、隣のリサイクル工場

の各工程の状況がテレビに写しだされるモニタ

ーが用意され、工場内を歩かなくても分かるよ

うになっていました。また、3Rの分かりやすい

展示パネル等があり、NPO法人さやま環境市民

ネットワークの担当者が説明にあたりました。

講習にも使える会議室や喫茶コーナーもあり、

市民への気配りが感じられる施設でした。 

	 ４階は、主婦グループの活動や小学生の体験

学習に使われる部屋が用意されています。古布

活用による布ぞうり作り、マイバッグ作りや、

古紙の活用、牛乳パック利用の紙梳きなどに人

気があります。さらに廃油利用の石鹸作り、ダ

ンボール箱を使った生ゴミ堆肥作り、空き缶利

用の笛つくり、広告の紙を利用した折り紙、厚

紙で作った紙飛行機などのおもちゃ作りなどに

活用されています。 

	 	 	 	 	 	 （武田侃蔵） 
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鶴ヶ島市で「生ごみリサイクルフォーラム」

 
生ごみの水切りについての説明 

 
「ドンカメ」の小久保さんの話 

	 ごみのリサイクル活動を進めていた市民の会

が、ごみ減量と生ごみ資源化を一層進めるため

に「エコ鶴市民の会」を結成、その主催で 12

月 13日（日）に鶴ヶ島市役所ロビーで 100人を

超す市民を集めて「生ごみリサイクルフォーラ

ム」が開かれました。この催しは、鶴ヶ島市と

NPO 法人生ごみリサイクル全国ネットワーク

との共催で企画され、(独)環境再生保全機構地

球環境基金の助成を受け、多彩な講師を呼んで

「ごみ減量・市民の力でごみを資源に」と訴え

ました。 

	 市長のあいさつのあと、エコ鶴市民の会が「燃

やすごみから資源に、もったいない改革」と題

した紙芝居を披露。「生ごみのニオイ対策」につ

いて、生ごみリサイクル全国ネットワーク副理

事長の福渡和子さんから詳しい説明がありまし

た。生ごみの資源化と平行して、生ごみの含水

率 80%を 40%台に減らす道具「カラット君」の

紹介もありました。環境コント、栃木県茂木町

の生ごみ堆肥化の「ドンカメ」社長、市の生活

環境課長、実際にごみ焼却を担当している埼玉

西部環境保全組合、リサイクル担当の川角にあ

る「リプラもったいない工房」の話と紹介など、

3時間にわたった市民啓発イベントでした。 

（武田侃蔵） 

 

 

理事会・専門委員会の活動報告

理事会／かわごえ環境フォーラム・10周年記念事業実行委員会 
	 理事会の報告事項において、第 8回かわごえ

環境フォーラムと 10 周年記念事業も多く含ま

れるため、まとめて報告します。 

第 8回理事会（11月 30日開催） 

	 主に上記 2つの事業についての報告がありま

した。「第 8回かわごえ環境フォーラム」につい

ては、かわごえ環境活動報告集への投稿及びか

わごえ環境フォーラムの発表申込期限を投稿期

限である 12月 21日まで延長すること、会員へ

申込期限延長並びに投稿に関する案内文書の送

付すること、講演会講師の検討状況、協賛企業・

団体の状況についての報告がありました。「10

周年記念事業」については、実施を検討してい

るワールドカフェの会場及び試行行事の会場候

補の検討、記念出版の進捗状況について報告が

ありました。 

	 3月 13日に川越で開催される「第 9回環境ま

ちづくりフォーラム・埼玉」について、パネル

を出展することが了承されました。 

	 また、個人会員 1名が入会したことが報告さ

れました。 

第 9回理事会（12月 21日開催） 

	 「10 周年記念事業」の 2011 年 2 月に予定さ

れる記念行事に関して、川越駅前の会場も検討
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することが報告されました。また、開催候補と

して検討されている東洋大学川越キャンパスの

会場費や損害保険等の扱いについて確認するこ

とにしました。 

	 記念出版について、これまでに 3回の会議が

あったこと、各種基金への応募・検討状況につ

いて、印刷業者の検討状況について話し合われ

ているとの報告がありました。 

	 その他、将来の話題になるために残すものと

して、公有地におけるオブジェの設置や希少種

の移植事業等について提案がありました。 

	 2月 20日に開催される「第 8回かわごえ環境

フォーラム」の午後の講演会について、作家の

石川英輔氏から講演の内諾を得たとの報告があ

りました。次回理事会（1月 27日）の前に行わ

れるかわごえ環境フォーラム実行委員会までに、

担当の飯島委員が石川氏と打ち合わせを行い、

テーマ等の必要事項を決めることになりました。 

	 かわごえ環境活動報告集の原稿は、1 月 4 日

（月）必着を最終期限として、賀登、横山理事、

原嶋理事の 3氏で原稿の編集を、1月 12・13日

いずれかの日の午前に行うことにしました。 

	 報告集は、140 ページ建てで、表紙は白黒と

カラーの両方について見積をとってもらうこと

にしました。 

	 石川氏の講演に合わせ、江戸時代の川越を描

いた絵画などを表紙・ポスターに引用すること

を提案し、川越市等で詳細を確認することにし

ました。 

	 協賛企業・団体についての状況について報告

がありました。 

	 発表申込者から、午後の発表と発表時間延長

の申し出がありました。午後の発表については

14時までに終了するので、それまでの時間であ

れば調整が可能であること、発表時間について

は、予定どおり 12分でお願いする旨を伝えるこ

とにしました。 

	 次回の理事会より、今年度の事業の実施状況

の確認や次年度の事業計画、理事改選の方法を

検討することにしました。 

	 1 月から 3 月の入会は、例年と同様に年度内

の会費を免除することが了承されました。 

（小瀬博之） 

 

 

社会環境部会 
	 今年最後の社会環境部会の例会が、12月 9日

（水）に 9人が参加して行われました。理事会

の報告のなかで、2 月の第 8 回環境フォーラム

の進行状況と、10周年事業の企画等について時

間を割いて代表から説明がありました。なじみ

がない「ワールドカフェ」方式について理解を

得るのに苦労しました。また、11 月 14 日に行

われた北公民館かんきょう祭りの報告があり、

笹森清さんの講演要旨を紹介して、世界につな

がる環境活動の大事さを改めて強調しました。 

	 次に、例年 3月に行っている勉強会の企画に

ついて検討しました。4 月から正式運転を始め

る「川越市資源化センター」の見学と、狭山市

などの近隣市のリサイクル施設等の見学案が出

ましたが、来月再度検討することにしました。 

1）地球温暖化対策グループでは、県の「2009

エコライフ」の説明会に参加した齋藤さんから、

今年は自動車運転の項目がはずれたことなどの

変更点が話されました。さらに、1 月から 1 年

間のエネルギー使用金額を記入できる新しい

「エコチャレンジシート」の配布予定が報告さ

れました。また、「エコライフ DAY冬のチェッ

クシート」を、市内公民館に年内に配布するこ

とを確認しました。 

2）環境保全・資源化推進グループでは、11月 2

9 日（日）に行われた南小畔川清掃活動の報告

が写真を回覧しながらされました。年々きれい

になっていますが、大きなソファが投げ捨てら

れている写真に驚かされました。非常識な市民

の啓発について意見を交換しました。 

3）まち美化グループでは、今年 3回目の「落書

き消し」［12月 19日（土）］、恒例の「歳末まち
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美化行動」［12月 23日（祝）］、成人式の会場美

化啓発［1 月 11 日（祝）］の計画が示されまし

た。また、「新河岸川の景観回復」に関連して、

県の「水辺再生・里川づくりプラン」の勉強会

を 1月 10日に実施する企画が説明されました。 

（社会環境部会代表：渡辺利衛） 

自然環境部会 
	 11 月 17 日（火）は、仙波河岸史跡公園にて

定例の植物調査を実施する予定で現地集合しま

したが、雨足が強く中止となりました。 

	 11 月 20 日（金）は、池辺公園においてキツ

ネノカミソリの種子まきを 9名の参加で行いま

した。詳しくは記事をご覧ください。 

	 11 月 26 日（木）は、県民参加生き物モニタ

リング調査（川越地区）の魚類第 2調査地区の

安比奈親水公園付近の河川における魚類調査を

3 名の参加で実施しました。詳しくは記事をご

覧ください。 

	 12 月 8 日（火）は、（仮称）川越市森林公園

計画地において定例の樹木調査を実施しました。 

	 12月 11日（金）は、川越市役所 7G会議室に

おいて12月度自然環境部会が8名の参加で開催

されました。 

	 最初に、池辺公園におけるキツネノカミソリ

の種子まきの活動報告と、安比奈親水公園付近

の河川での魚類調査の報告がありました。続い

て、（仮称）川越市森林公園計画地での植物調査

活動報告とともに、来年度の植物調査計画案と

して、記念冊子の編集も視野に入れながら、も

っと川越市の広域の自然環境を知るための観察

会にしていきたいとの提案がありました。討議

の結果、あまり専門的にならずに、会員の方の

誰でも参加できる方向で、具体化していく事に

なりました。最後に、来年 3月 13日にやまぶき

会館で開催される環境まちづくりフォーラム・

埼玉の里川づくり分科会での発表テーマとする

ために、新河岸川の初雁球場下の湧水が湧く地

点での魚類調査を実施したいとの提案と参加要

請があり、12月 16日から 18日の間で、参加者

を集い、実施することになりました。 

（自然環境部会代表：大辻晃夫） 

10周年記念出版編集会議 
	 10月 29日、11月 19日、12月 10日の 3回の

会議を行いました。 

	 役割分担やスケジュールを決定しました。ま

た、印刷所の方に相談をして、編集方針や本の

内容等について、検討しました。 

	 会議は基本的に第 3木曜日の 9:30から福原公

民館ボランティアルームで行います。次回は 1

月 21日（木）です。問い合わせは横山副理事長

まで。 

 

これから開催されるイベント等のおしらせ

「第 8回かわごえ環境フォーラム」を 2月 20日（土）にクラッセ川越で開催 
	 2月 20日（土曜日）10:00-16:30に川越駅東口

多目的ホール（クラッセ川越 6階）で「第 8回

かわごえ環境フォーラム」を開催します。 

	 午前から午後の前半にかけては、市民・事業

者・行政・民間団体・学校及びかわごえ環境ネ

ットの各部会の環境活動報告会を実施します。

「かわごえ環境活動報告集」をもとに、1 年間

の環境活動について、発表していただきます。 

	 午後の後半は、作家の石川英輔さんをお招き

しての講演会を実施します。 

	 石川さんは、SF 作家としての活躍のほかに、

「大江戸」シリーズとして『大江戸リサイクル

事情』『大江戸えねるぎー事情』『大江戸生活事

情』などのノンフィクションの著作があり、N
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HK のかつてのテレビ番組「コメディー道中で

ござる」の解説者としても活躍されました。ま

た、自ら「エコ」な生活を実践しています。 

	 講演内容の詳細については、本誌 2月号にお

いて紹介します。 

	 なお、最新情報は、かわごえ環境フォーラム

ホームページ（http://kawagoekankyo.net/forum/）

に掲載されますのでご覧ください。 

 

第 9回「環境まちづくりフォーラム・埼玉」が川越市で 3月 13日に開催されます 
	 埼玉県の彩の国環境大学卒業生らが中心にな

って、県内各地の持ち回りで開かれている「環

境まちづくりフォーラム・埼玉」の第 9回目が、

2010年 3月 13日（土）10:00-16:00に、川越市

市民会館・やまぶき会館などで開かれ、実行委

員長はかわごえ環境ネット会員の米澤忠弘さん

が就任しました。 

	 午前中は、基調講演をかわごえ環境ネットの

小瀬理事長が「環境を活かしたまちづくり」の

題で行い、午後は「温暖化対策」「太陽光」「緑

化」「里川づくり」「ごみ」「大学交流」の 6分科

会に分かれて討議を深めます。また、中央図書

館 3 階では、10 市 2 町の行政側の広報パネル、

分科会ごとの活動紹介のパネル展示が予定され

ており、環境まちづくりに関連したパネルがず

らり並んで圧巻の展示となりそうです。

 

環境に配慮したライフスタイルのチェックは新年から 
	 会員のみなさまには、12月の郵送資料で埼玉

県の「省エネナビで電気ダイエットにチャレン

ジしてみませんか？」の参加募集（12 月 15 日

締切）と川越市の「エコチャレンジファミリー

認定事業」についての案内を同封しました。ま

た、埼玉県が作成している環境家計簿も同封し

ました。 

	 さらに埼玉県では、「エコライフ DAY2009埼

玉冬のキャンペーン」を 12 月 1日から 3 月 21

日まで実施しています。 

	 新年を機に、これらのチェックシートや機器

を活用して、環境に配慮したライフスタイルを

さらに進めてみませんか。 

	 詳しい案内は、埼玉県ホームページ、川越市

ホームページをご覧ください。なお、社会環境

部会でも取組のアドバイスを行えますので、毎

月第 2水曜日に開催されている定例会にぜひご

参加ください。 

埼玉県：温暖化対策課ホームページ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BE00/ 

川越市：冬のエコチャレンジファミリー大募

集！～ 電力測定機器の無料貸し出し 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/

1192589918538/ 

 

かわごえ環境ネット主催・出展行事（記号の凡例はイベントカレンダーをご参照ください） 
●自然環境部会（2009年 12月度） 

日時：1月 8日（金）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金曜日に開催で次回は 2月 12日 

★（仮称）川越市森林公園計画地 樹木調査 

日時：1 月 13 日（水）9:30-12:30（前号案

内の翌日に変更となりました） 

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（049-234-9366） 

	 植物調査と折々の自然観察・保全活動をして

います。毎月第 2火曜日定例（次回は 2月 9日）、

事前連絡はいりません。 

●社会環境部会（2010年 1月度） 

日時：1月 13日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 
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	 毎月第 2水曜日に開催で次回は 2月 10日 

◆広報委員会（2010年 1月度） 

日時：1月 19日（火）9:30-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

★鳥の巣箱づくり 

日時：1月 24日（日）9:00-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

募集：親子 10組（先着） 

費用：100円 

主催：自然環境部会 

申込：1 月 6 日（水）9:00 から電話で環境

政策課（Tel.049-224-5866） 

	 雑木林の野鳥は営巣できる木の穴が少な

く住宅難です。野鳥の住みやすい武蔵野 

の森にしませんか。 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 6回） 

日時：1月 27日（水）13:00-14:30 

場所：川越市役所本庁舎 7A会議室 

◆理事会（2009年度第 10回） 

日時：1月 27日（水）14:30-16:30 

場所：川越市役所本庁舎 7A会議室 

★第 8回かわごえ環境フォーラム 

日時：2月 20日（土）10:00-16:30 

場所：川越駅東口多目的ホール（クラッセ

川越 6階）（川越市菅原町 23-10） 

★［出展］第 9回環境まちづくりフォーラム・埼玉 

日時：3月 13日（土）10:00-16:00 

場所：川越市市民会館・やまぶき会館ほか

（川越市郭町 1-18-7） 

主催：第 9回環境まちづくりフォーラム・

埼玉実行委員会 

 

会員・関係団体の主催行事 
●クリーン&ハートフル川越 

問い合わせ：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

☞「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 3木曜日 

◆1月 5日（火）・21日（木） 

◆2月 2日（火）・18日（木） 

13:30-15:00 に川越駅東口アトレ横歩道橋

下から川越市役所まで 

2. 第 2日曜日 

◆1月 10日（日）・2月 14日（日） 

9:30-11:00 に本川越駅交番横から各方面に

分かれて活動、中央公民館でごみまとめ。 

3. 第 4土曜日 

◆1月 23日（土）・2月 27日（土） 

13:30-15:00 に川越駅東口アトレ横歩道橋

下から本川越駅まで 

4. 恒例の「成人式会場周辺美化活動」 

◆1月 11日（祝）11:00-15:00 

11:00 川越運動公園入口駐輪場に集合。広

場と周辺清掃。15:00ごろ解散。 

●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 

問い合わせ：谷津弘子（Tel.049-224-9118） 

☞森林公園自然観察会 

◆1月 10日（日）公園との共催 

	 国営武蔵丘陵森林公園西口に 10:15 集合、

15:00過ぎ終了解散、参加費無料、入園料 2

80 円（団体扱い）。昼食、観察用具、雨具

持参。雨天決行。 

	 1 月は、日本野鳥の会の安西英明さんを

講師に、カモ類や冬越しの昆虫などを観察

します。暖かい服装でお出かけください。 

◆2月 14日（日）当会主催 

◆2月 22日（月）当会主催 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所に 10:1

5集合、15:00過ぎ終了解散、参加費 200円、

入園料 400円。昼食、観察用具、雨具持参。

雨天決行。 

	 2月は、野鳥（ルリビタキ、シロハラ等）

や冬越しの昆虫などを観察します。梅やミ

ヤマウグイスカグラの花も見ごろです。暖

かい服装でお出かけください。 
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●福原ファームクラブ 

問い合わせ：横山三枝子（Tel.049-246-9319） 

☞おいしく・楽しく農業体験 

◆1月 9日（土）9:30集合 

◆1月 16日（土）9:30集合 

◆2月 13日（土）9:30集合 

集合：明見院（川越市今福 677） 

クラブ会費：1 家族 1,000 円（保険代・備

品代等）、クラブ員でない参加者は 1 人 10

0 円（保険代）とします。お碗、お箸をお

忘れなく。 
年間予定表（活動日は第 2土曜日です） 

●東洋大学小瀬研究室 

申込・問い合わせ：小瀬博之（できるだけメー

ル・Faxでお願いします。E-mail: hkose＠eng.to

yo.ac.jp, Tel./Fax.049-239-1532） 

ホームページ：http://team-6.eng.toyo.ac.jp/hue 

☞キャンパス内の雑木林を巡るエコツアー 

◆（予定）1月 8日（金）9:30-12:00 

集合場所：東洋大学川越キャンパス 1102

教室（1号館 1階）（川越市鯨井 2100） 

人数：15名程度まで（資料準備等の都合上、

1 月 4 日までにお名前・ご連絡先をおしら

せください），参加費：無料 

	 川越キャンパスでは、8ha 近くの雑木林

を保全しており、このたび、地域住民や自

然環境に興味のある方々とともにこの雑

木林を巡るエコツアーを試験的に実施し

ます。この行事をきっかけとして、今後、

地域と大学の環境コミュニケーションを

継続的に行っていきたいと考えています。 

参考：川越キャンパス生態系データベース 

http://team-6.eng.toyo.ac.jp/practice2-2009/ 

☞図形処理演習最終発表会 

◆1月 26日（火）13:10-16:20 

場所：東洋大学川越キャンパス 421教室（4

号館 2階） 

人数：30名程度まで（資料準備・集合場所

の連絡の都合上、1月 22日までにお名前・

連絡先をご連絡ください）、参加費：無料 

	 環境建設学科 2年生を対象とした演習科

目「図形処理演習」では、2007 年度・200

8 年度に成果発表会を「まちなか発表会」

として公開で実施してきました。今回は、

地域と学生・大学との環境コミュニケーシ

ョンの一環として、学内で公開発表会を実

施します。内容は、19 チーム 73 人で川越

中心市街地、霞ヶ関駅、鶴ヶ島駅、新河岸

駅の周辺を踏査して作成した「川越グリー

ンマップ Ver.2α」をもとに、担当地域の

まちづくりを提案するものです。 

参考：川越グリーンマップ Ver.2α 

http://team-6.eng.toyo.ac.jp/kawagoe-greenma

p-ver2a/ 

●川越市 

問い合わせ：環境政策課（Tel.049-246-9319） 

☞星空観察の集い 

◆1月 9日（土）17:30-19:30  

会場：児童センターこどもの城 

（川越市石原町 1-41-2） 

対象：市内在住または在勤の小学生以上

（小学生は保護者同伴） 

定員：先着 40人 

参加費：無料 

申し込み：環境政策課（Tel.049-224-5866） 

●(財)埼玉県生態系保護協会 川越・坂戸・鶴ヶ島支部 

問い合わせ：笠原啓一（Tel.049-222-0957） 

☞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） 

◆1月 10日（日） 

	 今年も恒例のガン、カモの県下一斉の調 

月 日 活動内容（3月は昨年の例） 
1 9 雑木林の手入れ 豚汁つき 
1 16 川越市との協働事業 雑木林の手入れ 
2 13 雑木林の手入れ 焼き芋、豚汁付き 
3 13 雑木林手入れ	 焼き芋・チキンスープ・あそぼうパン 
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査を行います。カモの種類ごとに数えます。

平成 21 年の調査では、伊佐沼で 8 種のカ

モ、合計 269羽が観察されています。沼は

氷が張ってカモたちは上で休んでいます。

今年もパンダのような模様のミコアイサ

に会えるでしょう。 

◆2月 14日（日） 

	 寒い最中ですが、カモ達はもう恋の季節

を迎えます。オスは羽の色を着飾ってメス

の周りに集まり、色々なしぐさをして求愛

します。木々の葉を落とし見やすくなった

冒険の森で小鳥たちを探します。 

●NPO法人 荒川流域ネットワーク 

荒川流域再生プロジェクト 

問い合わせ：鈴木勝行（Tel.049-285-6625, 090-

7804-5722、E-mail: k_suzuki＠pk2.so-net.ne.jp） 

☞2009年度第 2回みずかけ“サ”論 

第 14 回荒川流域再生シンポジウム「コウ

ノトリが舞う 50年後の荒川流域 その再生

に向けて」 

◆2月 11日（木・祝）10:00-16:30 

場所：国立女性教育会館（嵐山町菅谷 728） 

参加費：無料 

	 荒川流域再生プロジェクトが進めてき

た「菅間堰アユ溯上作戦」の結果を報告す

るとともに、荒川流域が抱えている山・

川・水田・平地林・都市の環境的な課題の

解決に向けて立場を超えて討論を重ねて

いきたいと考えております。荒川流域で活

動されている多くの団体・個人の方および

関係する機関の方のご参加をお願いいた

します。 

●埼玉県 

問い合わせ：埼玉県環境部青空再生課有害化学

物質担当（Tel.048-830-2986） 

☞化学物質を考える県民の集い 

◆1月 26日（火）13:30-16:00 

場所：埼玉会館小ホール（さいたま市浦和

区高砂 3-1-4）、参加費：無料 

申込：インターネット・はがきにて 1 月 1

5日当日消印有効 

詳細	 埼玉県：『化学物質を考える県民の

つどい』を開催します。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BF00/chem

ical/kouen/2010tudoi/kaisai.html 

 

おしらせ・編集後記 
●会員からの活動報告・告知等を随時募集 

	 会員の活動報告をぜひお知らせください。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等の情報の掲載等も

受け付けています。2010 年 2 月号（No.040，1

月下旬発行予定）の掲載原稿は、1月 15日（金）

事務局必着です。電子データでいただけると助

かります。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。 

●編集後記 

 

◆氷川神社裏の新河岸川は、12月中旬からオレ

ンジ色のシートが両岸に張られています。工事

を示す看板は(写真)「水辺空間を整備していま

す」とありました。春の桜祭りには舟が浮かぶ

所で、県の「水辺再生 100プラン事業」です。

「水辺空間」と言う、環境新時代に向けた新し

い言葉に、市民の期待が感じられます。 

(KT) 
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イベントカレンダー（1月 1日~2月 27日） 
日 月 火 水 木 金 土 

★：会員内外を対象にした公開・出展イベント 
●：会員全員が対象の総会・部会・イベント 
◆：理事・委員等が対象の理事会・委員会 
◎：会員主催のイベント等 
○：その他             詳細は個別の記事を参照ください。 

1/1 
元日 

2 

1/3 4 5 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6 7 8 
◎9:30キャン
パス雑木林エ

コツアー 
●15:00自然
環境部会 

9 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 
◎17:30星空
観察の集い 

1/10 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

11 
成人の日 
◎11:00成人
式会場周辺美

化活動 
◎10:00荒川
流域再生シン

ポジウム 

12 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 

13 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 
●15:00社会
環境部会 

14 15 
○本誌 2月号
原稿投稿締切 

16 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験(川越市
との協働事業) 

1/17 18 19 
◆9:30広報委
員会 

20 21 
◆9:30 10周年記
念出版編集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

22 23 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/24 
★9:00鳥の巣
箱づくり 

25 26 
◎13:10図形
処理演習最終

発表会 
◎13:30化学
物質を考える

県民の集い 

27 
◆13:00フォー
ラム実行委員会 
◆14:30理事会 

28 29 
○川越市地球温

暖化対策地域推

進計画年次報告

書意見応募締切 

30 

1/31 
 

2/1 
 

2 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

2/7 
 

8 
 

9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 

10 
●15:00社会
環境部会 

11 
◎10:00第14回
荒川流域再生シ

ンポジウム 

12 
●15:00自然
環境部会 
 

13 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

2/14 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

19 
 

20 
★10:00第8回
かわごえ環境

フォーラム 

2/21 
 

22 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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