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10年前の熱気よ、もう一度！原点に返って！ 

	 かわごえ環境ネットも 10周年を迎え、この

8月から 11年目に入ります。10年前の創立総

会のときの会場はやまぶき会館で、満員の熱

気に包まれたとのことでした。県内初の

「ISO14001」取得で、環境先進市としての理

想を高らかに宣言し、行政と市民・事業者を

巻きこんだ新しいパートナーシップの姿とし

て船出しました。この時は自治会連合会が中

心になって市民を動員し、立見席が出るほど

の満員の会場でした。当時の事務局職員は、

幕が上がったときに満員の会場を見て感激に

目が潤んだと回想していました。 

	 市の広報の 11月 10日号で、左上の写真の

ように＜「かわごえ環境ネット」始動＞と大

きく報道し、「協働への思い」、「川越のこと

は、もう、人任せにはできない」と、川越の

明日への熱い思いが書かれていました。 

	 当時の熱気を知る職員は、異動で今は環境部にいません。部会運営

やその後の推移は、多くの検討課題を突きつけてきました。活性化の

ための組織検討会もありました。発足時の会員の数は個人が 64 人、

民間団体 39、事業者 24と川越市の 128でした。今は、個人 98人、民

間団体 33、事業者 31と川越市で 163 となっています。着実に増えて

はいますが、毎月の例会や総会などに出る顔ぶれが固定しています。

団体会員の積極的参加を期待しております。 

	 今年の 10周年を機に、団体会員の機動力、動員力を盛り上げて、「協

働」の実をあげる工夫を考えてみたいものです。図らずも副理事長に

なりましたので、2年間、「マンパワー」が相集うような魅力作りに心

を配りたいと、決意を新たにしています。 

かわごえ環境ネット副理事長	 武田侃蔵 

10年前の広報に 
4ページで紹介 

会場を満員にした参会者 
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川越緑のサポーター 団体会員訪問 地域環境活動を聞く（27）
	 団体会員を訪問、「地域環境活動を聴く」を始めて

から 27回目となりました。そろそろ団体から個人の

地域環境活動をお聴きする頃と考え、団体会員の最

後として、私が代表をしている「川越緑のサポータ

ー」に聴くことにしました。 

	 川越の平地林の手入れ・保存・緑の大切さを広め

るボランティア活動を行う団体。設立時の資料を見

直したところ、一番判りやすく思い出に残っている

のが、平地林の手入れを行う学習会の実習風景の写

真。平成 13（2001）年 6月から 14年 2月まで、10

回に渡って開催された大東公民館主催の「市民大学

講座・緑のサポーター」でした。平地林の成り立ち

と農業の関わり、平地林としての緑を大切にした手

入れ方法等を学び、講座終了後に荒れて放置されて

いる平地林を、講座修了生がまとまり継続的に活動

出来ないか、との想いで、14年 5月に「川越緑のサ

ポーター」が 17名で発足しました。 

	 活動地を定め地権者のお宅に伺い、手入れの方

針・伐採木の処理、そして隣接地との境界を確認し、

活動が開始されました。大風で倒された赤松の大木、

鳥が運んで芽を出し 20年の茶の木、落ち葉が隠れて

しまう程の笹が一面生え揃って陽光も届かない林床。

コナラの幹は、太く高く伸び薪としての伐採を行わ

なくなって 50年は経過、幹腐れも見られ倒れそうな

平地林に入るのは、気味が悪く勇気も要る。当然の

ごとく捨てられたごみ、引っ越し荷物、オートバイ、

バッテリー、空き缶とびん、何年も前から放置され

ていた。こんな奥にまで入って捨てられている廃棄

物の姿に驚きの連続。月に 2回の土曜日を活動日と

定めて、10時から昼食休憩を挟み午後 3時まで熱心

に作業して、隠れていた草花・低灌木の蕾を観察し

て、楽しさに加えていました。継続的に手入れする

には、同好の会員を多くすることが大切として、自

主講座を開設しました。見通しの良い平地林になっ

た頃、川越市が「森のさんぽ道」を平成 17年 5月に

開設。オープニング式典に招かれ、開設協力者とし

て、地権者と共にボランティア団体として、当会が

感謝状を戴きました。手入れが終わった地域を利用

した自主イベント「落葉掃き体験」。5つのポイント

を設定して、森の遊びの名札ワッペン作り、コナラ

の葉で造るフクロウ、丸太を 1cmの厚さに切り、ハ

ンマーで割る破壊パズル。会員が聴きこみ体験した

事を取り入れて開いた「森のポイントラリー」を開

催。福原公民館が地域の農業と平地林の活用で出来

る野菜作りを課題とした、体験講座の開設に支援者

として参加。修了者にお声かけして会員に参加して

もらう。川越市環境政策課が行う「くぬぎ山ふれあ

い落葉掃き体験」「平地林の手入れボランティア講

座」にも支援者として参加。実習地の事前準備、用

具の準備と参加者への指導等も行えるような体験も

積めました。地域の福原中と高階西中の 2校から、

生徒の社会体験事業を引き受け、平地林の手入れボ

ランティア活動体験の支援を 5年続けています。 

 
1人 1本・福原中学生コナラ幼木採取、鉢に移植しました 

	 埼玉県ではみどりの再生事業「1人 1本植樹運動」

を展開しています。川越緑のサポーターでは、これ

に賛同した事業「コナラの幼木を採取、鉢で育てて

1.5mに成長したら平地林に植樹する」を提案。平成

20 年度と 22 年度に埼玉県より補助金を受け、現在

約 400本のコナラを育成しています。陽あたり良き

畑地を借りて育成中。落葉堆肥の土で 3年目になる

コナラは 1.5mを超えています。地権者の同意を受け、

来春には平地林に何十本かが植樹される予定です。

川越緑のサポーターは、平地林の保守・再生・活用

で、持続させる平地林の取組みを着実に展開してい

る、ボランティア団体に成長しています。 

（2010年 6月取材	 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

魚類調査活動報告（その 1：新河岸川城下橋付近） 自然環境部会

平成 22 年度の県民参加生き物モニタリング魚

類調査の第一弾として、郭町初雁公園野球場の

崖下を流れる新河岸川で、昨年に引き続き 2回

目の魚類調査を 5月 31日(月)の午前 9時より行

いました。 

	 参加された方々は、市川、猪俣、菅野、菅谷、

三重野、宮沢、山中、大辻の 8名でした。 

ここは、川越台地からの湧水が新河岸川に流れ

込んでいる地点ですが、今回はタイミングが悪

く、上流の高沢橋付近で河川改修工事中のため

に清流は見る影もない濁流の中での調査になっ

てしまいました。また、捕獲した魚類の姿を撮

影する透明 BOX が破損して、満足な写真は撮

れませんでした。 

	 しかし今回の調査では、モニタリング調査で

指定魚種になっている希少種のクロメダカと指

定魚種ではありませんが、やはり希少種のウキ

ゴリの生息が確認されたことは収穫でした。ま

たアユが初めて確認されました。 

	 以下に調査状況と確認された魚類について、

写真とともに記します。確認された魚類などの

水生動物は表の通りです（気温:21℃・水温:1

6℃） 

（大辻晃夫）

 
調査風景①(左崖上は市民プール)  

 
調査風景② 

 
魚種の確認作業中

 
ウキゴリの幼魚（希少種） 

 
クロメダカ（希少種） 

 
タモロコ

 
カワムツの幼魚

 
金魚の放流は止めましょう！ 

 
表	 城下橋付近で確認された魚類などの水生生物 

クロメダカ、ウキゴリ、タモロコ、カワムツ、オイカワ、アユ、ヨシノボリ、マブナ、ゲンゴロウブナ、モエビ、ス

ジエビ、イトトンボヤゴ、金魚、シジミ 
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魚類調査活動報告（その 2：鯨井、資源化センター付近の湧水堀） 自然環境部会

	 6月 4日(金)の午前 9時より鯨井、資源化セン

ター付近の湧水堀において、昨年の 10月に引き

続いて 2回目の「県民参加生き物モニタリング

魚類調査」を実施致しました。参加された方々

は、市川、猪俣、菅野、菅谷、平田、宮沢、 

大辻の 7名でした。 

	 今回の調査地点は、資源化センターの東側を

小畔川に向かって流れる湧水堀（通称：番田堀）

に絞り込みました。 

	 調査結果の特記事項としては、モニタリング

調査指定の希少魚であるクロメダカのほかに、

絶滅危惧種～危急種のシマドジョウや希少種の

カマツカの生息が確認され、この湧水堀の保全

の重要性がわかりました。 

	 以下に、調査状況と確認された魚類について

記します。確認された水生動物は、表のとおり

です（気温:24℃/水温:22℃） 

（大辻晃夫）

 

 
調査活動風景 

 
魚類の確認作業中 

 
クロメダカ（希少種）

 
シマドジョウ（絶滅危惧~危急種） 

 
カマツカ（希少種） 

 
カワムツ 

 
タモロコ 

 
トウヨシノボリ 

 
スジエビ 

 
表	 鯨井、番田堀で確認された水生生物 

クロメダカ（希少種）、シマドジョウ（絶滅危惧～危急種）、カマツカ（希少種）、カワムツ、タモロコ、トウヨシノボ

リ、ドジョウ、ギンブナ、スジエビ、マシジミ、ハグロトンボヤゴ 
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「小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・サロン」第 1回開催報告 飯島希

	 6月 10日（木）に第 1回「小江戸のエコを語

り合うワールド・カフェ・サロン」を開催しま

した。13名の参加者とともに、お茶やお茶菓子

を頂きながら 2時間半語り合いました。 

 
会場の様子 

	 ワールド・カフェとは、メンバーの組み合わ

せを変えながら、4～5人単位の小グループで話

し合いを続けることにより、あたかも参加者全

員が話し合っているような効果が得られる会話

の手法で、集合的な知恵を生み出す話し合いの

場といえます。 

	 第 1回目のテーマは、「地球温暖化と私たちが

できること」。小グループでの話し合いは 3ラウ

ンド行い、ラウンドごとに、設定した問いにつ

いて話し合いをし、最後は、共有化のための全

体セッションで締めくくりました。 

	 最後の全体セッションでは、 

・最も印象的だったキーワード 

・明日から実行したいと思うこと 

について、１つずつ、発表してもらいました。 

● 最も印象的だったキーワード（抜粋）	 

・仲間づくり、コミュニティ 

・かわごえアジェンダ 21、持続可能 

・環境と健康	 	 	 	 	 	 	 など 

● 明日から実行したいと思うこと（抜粋）	 

・静かに・静かに丁寧に暮らす 

・かわごえアジェンダ 21の 120の項目のう

ち少なくてもいいからできることをやる 

・啓発、対話、発想の転換、視野を広げる 

・1人でも多くの人に伝える	 	 	 など 

	 始めは、皆さん緊張していた様子でしたが、

時間の経過とともに、笑い声が聞こえ、声が大

きくなって会話が弾んだ様子で、終了後のアン

ケートの回答では、ほとんどの人が、参加した

ことに「満足」と答えていました。また、25分

間という対話時間については、「ちょうどいい」

という回答を 9名の方から頂きました。 

	 今回、東洋大学小瀬研究室より 4名の学生が

参加しました。人生ベテラン組の参加者からは、

学生と話せたことがとても良かったという回答

を複数いただきました。 

 
対話中に書き留められた模造紙 

	 第 1回目のワールド･カフェ・サロンはまずま

ずの船出であったと感じています。後 5回行う

中で、手順など改善していきたいと思います。 

	  
第 2回ワールド・カフェ・サロン 

7月 8日（木）10:00~12:30（受付 9:40～） 

テーマ：生物多様性と自分ができること 

会場：生活クラブ生協 くらぶルーム川越 

参加人数：20名 

参加費：300円（お茶菓子代） 

かわごえ環境ネット事務局（E-mail：cafe@ka

wagoekankyo.net，FAX：049-225-9800）へ住所・

氏名・連絡先（メールアドレス/FAX）を明記

の上、3日前までにお申込み下さい。 

	 生物多様性が低下することは食の安全をも

脅かすことに繋がります。食という側面から

生物多様性について対話したいと思います。 
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川の一斉水質調査を 12名 30か所で実施 小瀬博之

	 本会では、NP

O 法人荒川流域

ネットワーク又

は新河岸川水系

水環境連絡会が

主催する調査に

協力して、6月 6

日に川越市内の

30 か所を 12 人

で分担して川の

一斉水質調査を

行いました。 

	 私は、勤務す

る東洋大学の学

生 4人とともに、

小畔川（八幡橋、

精進場橋、鎌取橋）と天の川（東洋大学旧西門

付近、精進場橋）の 5か所の水質調査を行いま

した。 

	 梅雨入り前で晴天でありながら 20℃代前半

の過ごしやすい気温の中での調査となりました。

	 今年は、COD（化学的酸素要求量）に加えて、

電気伝導度（EC）を機器によって測定すること

になりました。採水した人は、容器に入れた水

を持参して、北公民館で水質調査を行いました。 

	 本誌 2009年 7月号（No.034）の 2ページに掲

載されている報告と比較すると、小畔川の上流

（北小畔川、南小畔川）と新河岸川の COD が

大きくなっている傾向がわかります。水質は、

測定日前の降雨状況によるところが大きいので、

今回の結果が、継続的な川の水質の悪化を示す

ものではありませんが、2 年前と比較すると昨

年、今年と値が大きくなる傾向にあります。 

	 今回の調査は、事業仕分けの影響もあり、国

土交通省からの試薬の配布が中止となり、測定

項目が少なくなりました。不要不急なものはで

ありますが、市民の環境への関心を高める上で

有用であると考えられます。上部団体の行事に

参加したところ、参加者の固定化も見られたこ

とから、継続的な行事の実施について検討が必

要です。           （小瀬博之）

 
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

 

小畔川 八幡橋での採水 
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会員の活動報告

ごみゼロデー	 郊外クリーン活動 クリーン&ハートフル川越

 
小仙波 JCT下で拾う川越警察署員

 
消火器から傘などいっぱいのごみ

	 「クリーン&ハートフル川越」では、5 月 30

日の午後、川越警察署とやすらぎの郷周辺の道

路上のポイ捨てごみ拾いをしました。13 時 30

分に川越警察署入口に 3会員が集まりました。 

	 当日は、エコシティ志木の新河岸川観察会の

応援に会員が参加して、ごみ拾いのほうは手薄

になりました。しかし、川越警察署の若手職員

6人が応援参加、約 2時間の活動を行いました。 

	 バイパスの歩道、小仙波ジャンクション下、

バス停横、植え込みの中など、放置されたポイ

捨てごみを回収、やすらぎのさとと川越警察署

のごみ置き場に集めて分別しました。 

	 4 万人を越える市民が参加した「ごみゼロデ

ー」ですが、手付かずの場所が随所にありまし

た。全市挙げての大イベントです。事務局の総

括と検討が必要だと痛感しました。（武田侃蔵〉

「水と緑と伝統のまち川越 12回探訪・ついでにクリーン」第 3回目報告 
 クリーン&ハートフル川越

 
「彩の国ロードサポート」の掲示 

 
水害の名残の砂袋（岸町 2丁目で） 

 
合流点にかかる新扇橋と跨線橋 

 
新扇橋近くの「川のサポータ」掲示 

 
「アジサイの途」と緑濃い河畔林 

 
寺尾調節池の入口に外来種の藻が

	 6 月 19 日（土）、夜来の雨も上がって曇り空

の中、9 時に川越駅交番横に集合、不老川、新

河岸川の改修の様子を見る行程の説明がありま

した。平成 10年と 11年の連続大被害で、激甚
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災害復旧事業として実施されました。 

	 国道 254号と国道 16号の交差点、鵜頭坂付近

は、岸町 2丁目町会で道路清掃と花壇の整備を

行い、その「彩の国ロードサポート」の掲示板

が立っていました。坂上の熊野神社には何本か

の巨樹古木があり、緑濃い憩いの場所でした。 

	 川越街道の旧道を行って御代橋たもとで、岸

町 2丁目の役員の方に、12年前の水害の様子を

聞きました。当時は東上線の鉄橋の架け替え工

事もあって、流れが停滞して溢水の要因にもな

ったようだとの地元の見解でした。2・3年前ま

では、家の門前に水止めの砂袋が方々で置かれ

ていましたが、今は 2軒で見つかりました。 

	 不老川沿いに新河岸川合流地点に向かいまし

た。川幅は大きく広げられ、新扇橋が架け替え

られました。あわせて、254号と 16号のバイパ

スの計画にあわせて JR 等を越える陸橋も出来

上がりましたが、計画道路のめどは立っていま

せん。できるときにやる「先行投資」ですが、

これからも 10 年以上も車はほとんど通らない

のではなかろうかと、見解が一致しました。 

	 新河岸川の右岸を下流に歩きましたが、この

あいだまで黄色だった芥子菜やスカンポなどが

枯れてよい景観ではありませんでした。 

	 旭橋より日枝神社、河岸跡などから寺尾調節

池に向かう右岸は、湧水があり、アジサイが一

面に咲いた一画や、大きな鯉が泳いでいる池や

河畔林の豊かな茂みとともに、豊かな水の流れ

を左に、格好の健康ロードの趣でした。 

	 寺尾調節池の中は、柳などの低木が生い茂り、

野鳥の楽園のようです。周囲1.8キロの堤防を、

ごみ拾いをしながら回りました。ランニングを

する人らとともに、自然を生かしながら災害に

強いまちづくりの例として、豊かな新河岸川右

岸の景観を広く市民に紹介したいと思いました。

集めたポイ捨てごみは高階市民センターで預か

ってくれた 10キロあまりの行程でした。 

（武田侃蔵） 

近隣市の環境活動・環境行政

狭山市と「さや環」の環境活動

	 川越市でも実情を視察した狭山市の生ごみ対策は、

生ごみポットを週 1度回収するシステムで、2008年

8月で、4,824世帯が加入、917ステーションが設け

られました。その後の伸びは横ばいで、2010年 4月

現在で 4,850 世帯にとどまっています。処理量も加

入世帯の老齢化で少し減っているのが現状でありま

す。これからの高齢化社会のごみ組成の将来推計か

ら見て、生ごみの資源化は欠かせない施策として、

今後の啓発に工夫を加えることにしています。 

	 狭山市の環境行政は、リサイクルプラザの啓発施

設運営や、埼玉県のエコライフ DAY チェックシー

トの実施などを NPO 法人さやま環境市民ネットワ

ークに業務委託しています。平成 22年度は、リサイ

クルプラザ運営で約 800万円、緑のカーテンや小学

校の環境学習支援等の環境保全活動業務で 45 万円

となっています。 

	 小学校の環境学習支援では、入間川での川の生態、

魚、鳥、昆虫などの観察を 7月 6日に入間川東小学

校、7月 15日には入間川小学校の 2校の生徒を対象

に行います。 

	 このあとは昨年同様に、9 月に「地曳網によ

る魚類調査」、10月には「源流調査」、11月には

「テーマ別･グループ別調査」、12月には学習発

表会を予定しています。なお、6 月には「カヌ

ー体験」をすでに実施しています。 

	 また、｢ごみ減量グループ｣では、生ごみの資源化

と分別収集の徹底で、清掃工場の立替は不要になる

との見解を市の方に提出しました。これに対して市

の資源循環課ではデータを示して簡単にできない事

情を回答しました。われわれも参考になるので、両

者の資料を取り寄せて勉強する予定であります。 

	 NPO法人さやま環境ネットワークは、毎月第 4木

曜日の午後 6時半から、会費 1,000円の環境サロン

を開き、情報交換とともに講師を呼んでの勉強会も

開いて、活動の活性化に努めています。 

（武田侃蔵） 



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 7月号	 No.045 

- 9 - 

和光の緑に集う III‐3つの活動地域‐ 
 NPO法人	 和光・緑と湧き水の会	 高橋勝緒・高橋絹世

	 当会は、身近な自然を知り、親しみ、守るこ

とをモットーに活動しています。身近な自然に

触れ合う活動を通して、人の和（輪）を重視し、

また、一般市民や子供たちの参加する観察会の

開催、地域の自然を紹介する冊子（和光の身近

な自然探訪、和光の緑と湧き水）やマップの出

版などにより「広める」活動を進めています。

主に、和光市内の 3つの地域が活動のフィール

ドで、今回と次回で、それらの特徴を紹介した

いと思います。 

大坂ふれあいの森と白子湧水群 

	 板橋区と練馬区に接する和光市の白子地区に

あり、古の川越街道が白子川沿いの白子宿から

武蔵野台地に登る急坂（大坂）のわきに大坂ふ

れあいの森があります。2008年に市が私有地を

借り受けてふれあいの森となりました。湧き水

が武蔵野台地を削り込んだすり鉢状の地形で、

その斜面林はムクやシデなどの多様な樹木が茂

り、その下生えの中にはカタクリやイチリンソ

ウ、キツネノカミソリなど貴重植物の群落があ

ります。約 1,400m2の小緑地ですが、すり鉢状

の真ん中に立って見上げる斜面林は、成増駅か

ら数百 m の都市部とは思えない谷の源頭の風

情があります。 

	 大坂ふれあいの森の近く、県道川越街道沿い

の北側の奥に熊野神社があり、豊かな社寺林と

その下部から湧きだす湧水を溜めた池、それか

ら流れ出る由緒ある清龍寺不動院の滝がありま

す。熊野神社から県道を隔てた道沿いに斜面林

が連なり、その下部に富沢湧水群があります。

市内最大規模の湧水量があり、付近の水源の湧

水をタンクに集めて多くのお宅で利用していま

す。江戸時代の「湧き水豊富な白子宿」を彷彿

とさせる水文化が残っているところです。道端

の短い湧水の流れにはマシジミやサワガニ、ヘ

ビトンボの幼虫、カワモズクなどの清水に住む

生き物を見ることができます。斜面の地層は、

上部から関東ローム層、武蔵野れき層、東京層

があり、れき層下部からしみ出す湧水を見なが

ら、湧き水の仕組みを知ることができます。 

	 大坂ふれあいの森、富沢湧水群と熊野神社に

ついては、当会の発足当時、1999～2001年にか

けて、和光市と日本自然保護協会が、市民（当

会）参加の湧水緑地調査を実施し、水文、植生、

水生生物を調べました。このような生態系など

についての基礎調査への参加が、その後の保全

活動や観察会、小中学生の環境学習への協力な

どに生かされています。このような都市部にお

ける湧水と周辺の環境保全についての活動が、2

009 年度の日本自然保護協会の沼田眞賞に選ば

れました。 

 

 
大坂ふれあいの森での観察会 

 
大坂ふれあいの森のイチリンソウの群落 
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新河岸川ぶらり散歩	 旧赤間川を歩く（入間第二用水～新河岸川起点～城下橋） 
NPO法人エコシティ志木	 代表理事	 天田眞 

	 新河岸川を志木から源流まで 4回に分けて歩

く企画の最終回。前号報告の最上流（新狭山→

笹井堰）に続き、雨で中止となった 3回目の区

間を上流から下流へと 5月 30日に歩きました。

かわごえ環境ネットからの参加者も含め 14 名

と前回の半数以下、あいにくの曇り空ながら暑

くなくて歩きやすい散歩になりました。 

	 新狭山駅の北、武蔵野台地端部の奥富神社か

ら出発。コンクリート三面張りの入間第二用水

（旧赤間川）に沿って下流に向かう。水路は右

手台地の直下を流れ、左側には田畑が広がって

いる。ちょうど田植えの時期で水量は豊富、水

路は所々で堰上げされ水田へ取水している。や

がて、入間川からの砂利運搬のために 1925（大

正 15）年に開業した西武安比奈線の跡へ。1967

（昭和 42）年に休止してから 40 年以上経って

いるが、未だにレールが敷かれている。 

	 大東公民館で昼休みの後、再び川に沿って歩

く。流れは台地から離れて田畑の中を流れてい

る。風景が変わっても用水路は相変わらず同じ

幅のコンクリート三面張りで単調だ。 

	 川越線手前に「一級河川新河岸川起点」の石

標。以前は半分地面に埋まっていたが、掘り出

され全部読めるようになった。現在の川の名称

は、ここより上流が入間第二用水（入間第二用

水土地改良区の管理）で、下流が新河岸川（埼

玉県の管理）、旧名はいずれも赤間川。 

新河岸川に入ると、川幅が増し両岸に草が生え

川らしくなってくる。赤間川公園から下流は、

この冬から 5月末まで埼玉県の水辺再生事業で

工事された区間。東明寺橋までは河川敷に遊歩

道が設けられ、川に親しめるようになった。そ

の下流の田谷堰まではコンクリートや鉄板の護

岸に玉石を貼り付け修景された。田谷堰から下

流の桜並木区間は以前から丸太と玉石を用いた

護岸だったが、今回も同様な工法で改修された。

昔の赤間川は伊佐沼へ流れていたが、田谷堰か

ら下流へ仙波河岸跡までの区間は 1934（昭和 9）

年に開削された川で、田谷堰はそれ以前の赤間

川方面の灌漑のために造られた。 

	 今回の散歩は城下橋で終了。新河岸川は昔か

ら人々の暮らしに関わりが深く、時代により

様々に流れが変えられてきましたが、4 回にわ

たる散歩でそれが確認できました。 

 
台地の縁を流れる用水路に沿って歩く 

 
掘り出された新河岸川起点の石標

 
できたばかりの川の遊歩道（濯紫公園より） 

 
田谷堰下流の水辺再生工事（3月 3日撮影）
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川越市からのおしらせ

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 1,456 作品（小学

生 1,334、中学生 122）の応募がありました。審

査会での選考の結果、入選作品として小中学生

あわせて 68 作品が選出されました。6 月 12 日

（土）、13 日（日）には、資源化センター内環

境プラザ（つばさ館）2 階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 220

人の来場者がありました。

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 6月 22日に 6名の出席（5名委任）で第 4回

理事会が開催されました。 

	 10周年記念事業実行委員会より、第 9回かわ

ごえ環境フォーラム」及びメインイベントの「ワ

ールド・カフェ」の開催期日及び場所の検討状

況の報告がありました。また、6 月より実施し

ている関連事業の「かわごえワールド・カフェ」

について、会員団体に参加の協力を依頼するこ

とにしました。 

	 6 月 6 日の川の一斉水質調査、埼玉県の県民

参加生き物モニタリング調査計画について報告

がありました。広報については、6月が 20ペー

ジに達しており、編集に手間がかかることから、

IT講習会を開催するなどして、編集の効率化を

進めていきたい旨の発言がありました。 

（小瀬博之）

社会環境部会

	 6月の部会は、9日（水）に行われました。 

	 10周年記念事業の「ワールド・カフェ・サロ

ン」は、事前に毎月テーマを決めて開催する。

また、記念出版の「川越の自然」は内容を充実

させるため配布時期を次年度総会に変更するこ

となど原嶋代表から理事会審議の報告がありま

した。 

	 続いて、各グループの活動状況の報告があり、

意見交換を行いました。 

1）地球温暖化対策グループ 

	 4月 26日埼玉県地球温暖化防止活動推進委員

委嘱式に出席した宮澤さんから「低炭素社会づ

くりと地域活動」と題した環境科学国際センタ

ー・須藤隆一総長の講演について報告がありま

した。 

・温室効果削減目標 2020年に 2005年比 25% 

・真夏日の増加（1980/46日➙2006/64日） 

・真冬日の減少（1980/60日➙2000/45日） 

など埼玉県の数値が示され、「一人一日 1kgCO2

の削減目標」に心動かされました。最後に「子

どもたちが元気で遊べる里川やみどりの再生は、

低炭素社会の指標になる」として地域活動に支

えられる低炭素社会を構築する必要性について

説明がありました。 

	 斎藤さんからは、新聞記事をもとに我が国の

CO2輸入が、米国に次いで世界第 2 位になって
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いる等の解説がありました。 

2）環境保全･資源化推進グループ 

	 5月 22日参議院議員のツルネンマルテイ氏の

「家庭の生ごみの資源化法案」の講演について

原嶋代表から報告がありました。 

	 食品廃棄物の処理の現状は、 

・食品製造業の廃棄物･･･86%が飼料や肥料に再

利用 

・食品流通業・飲食店の廃棄物･･･39%が再利用 

・一般家庭の食品廃棄物･･･5%が再利用 

	 このように一般家庭の生ごみの資源化が進ん

でいない現状から、食品リサイクル法に組込む

検討が進められています。しかし、ガス化溶融

方式の焼却場やマンション等におけるディスポ

ーザーの普及等が阻害要因となっています。そ

のうえ資源化へのわずらわしさや費用の問題等

ハードルが高いのが現状ですが、全国各地での

資源化事例も多く徐々に気運も高まると思われ

ます。 

3）まち美化活動グループ 

	 5月 30日（日）のごみゼロ運動、企業グルー

プおよび各自冶会の活動状況の報告がありまし

た。町の中心部はゴミが少なくなったが、近郊

の住宅地を離れたところのごみの散乱が課題で

あり、清掃方法を考えなければならないと武田

さんから報告がありました。「水と緑と伝統のま

ち川越探訪・ついでにクリーン」に参加して市

内全域を歩き全貌を知ることが大切と思われま

す。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治）

自然環境部会

	 5月 19日（水）は、川越の自然めぐりとして、

三ツ又沼ビオトープの自然観察を行いました。 

	 5月 25日（火）は安比奈親水公園周辺の河原

にて、県民参加生き物モニタリング植物調査を

行いました。 

	 5月 31日（月）は、郭町、初雁公園野球場崖

下を流れる新河岸川にて、県民参加生き物モニ

タリング魚類調査を行いました。詳しくは記事

をご覧ください。 

	 6 月 4 日（金）は鯨井、資源化センター周辺

の湧水堀にて、県民参加生き物モニタリング魚

類調査を行いました。詳しくは、記事をご覧く

ださい。 

	 6 月 6 日（日）は全国一斉河川水質調査が実

施され、自然環境部会からも参加いたしました。 

	 6 月 8 日（火）は（仮称）川越市森林公園計

画地にて、在来希少種の植物調査を行いました。 

	 6月 11日（金）は、川越市役所 7G会議室に

て、6 月度・自然環境部会が開催され、上記の

活動状況の報告と今後の活動予定の確認などが

行われました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫）

10周年事業実行委員会
	 6月 18日に 10名（事務局含む）の出席者で 1

0周年記念事業実行委員会を開催しました。 

	 予算の総額と収入・支出見込みの確認を行い

ました。 

	 講演とワールド・カフェの開催を 2011 年 2

月 19日（土）に東洋大学川越キャンパスで実施

することを第 1候補として具体的な準備を進め

ていくことにしました。 

	 ワールド・カフェ・サロンの第 1回の実施状

況を確認しました。 

	 記念出版の進捗状況について確認しました。

今後の補助金申請を提出することにして、予算

の確保に努めることになりました。 

（小瀬博之）
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おしらせ

かわごえ環境ネット主催行事一覧（記号の凡例はイベントカレンダーをご参照ください）

★小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・

サロン（第 2回） 

日時：7月 8日（木）10:00-12:30 

場所：生活クラブ生協 くらぶルーム川越 

（川越市東田町 5-12） 

テーマは「生物多様性と自分ができる保全行動」、

次回は 9月 9日（木）。申込は開催 3日前までに

本会事務局へ 

●自然環境部会（2010年 7月度） 

日時：7月 9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 8月 13日 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：7月 13日（火）9:30-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

●社会環境部会（2010年 7月度） 

日時：7月 14日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

	 毎月第 2水曜日に開催で次回は 8月 11日 

◆10周年記念出版編集会議（第 9回） 

日時：7月 15日（木）10:00 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム 

（川越市東田町 5-12） 

問い合わせ：横山（049-247-2555） 

	 毎月第 3木曜日に開催 

◆広報委員会（2010年 7月度） 

日時：7月 20日（火）9:30-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会 

（2010年度第 2回） 

日時：7月 23日（金）9:30-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-1） 

◆10周年記念事業実行委員会（第 3回） 

日時：7月 23日（金）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

◆理事会（2010年度第 5回） 

日時：7月 23日（金）13:00-15:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

★「（仮称）川越市森林公園」計画地「虫の観察会」 

日時：8月 1日（日）9:30-12:30 

集合：9:30川越南文化会館（ジョイフル） 

費用：100円（保険代） 

講師：大塚豊（日本野鳥の会東京支部副支部長）、 

谷津弘子（武蔵丘陵森林公園の自然を考える会） 

申込：かわごえ環境ネット事務局（先着 30人）

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, Fax.049-222-0786） 

☞「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（13:30-15:00） 

◆7月 6日（火）・15日（木） 

◆8月 3日（火）・19日（木） 

	 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（9:30-11:00） 

◆7月 11日（日）・8月 8日（日） 

	 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（13:30-15:00） 

◆7月 24日（土）・8月 28日（土）・ 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から本川越駅ま

で。ペペ地下のごみ収集所で分別、解散。 

4. 郊外クリーン活動 

◆7月 10日（土）（9:30-12:00） 

	 伊佐沼周辺及びやすらぎのさと周辺。9 時半



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 7月号	 No.045 

- 14 - 

集合、班分けなど、7 日に参加者に連絡。参加

希望者は 6日までに武田まで連絡を。 

5. 百万灯夏まつりクリーン活動（14:00-17:00） 

◆7月 31日・8月 1日。 

	 両日とも川越駅アトレ前 14時集合、札の辻ま

で。参加希望者は 7月 28日まで武田へ。 

6. 水と緑と伝統のまち川越 12回探訪・ついで

にクリーン 

◆第 4回：7月 17日（土）9:00-15:00 

	 9:00 南古谷駅改札前集合（小雨決行）。駅周

辺再開発事業・道路計画等説明。市道 0040線で

伊佐沼方面。伊佐沼改良事業説明。「はすの会」

説明。改良組合の用水路沿いに入間川へ。菅間

堰から入間川右岸。釘無橋へ。15時前後のバス

で川越市内。自由解散の予定。保険加入のため

に 7月 14日までに氏名・住所・連絡電話等を武

田までご連絡ください。 

●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） 

☞森林公園かんさつ会 

	 参加費 200円。昼食、観察用具、雨具持参。

雨天決行。 

◆7月 19日（月・祝日）公園と当会共催 

	 入園料は団体扱いで 280 円。10:15 ごろ南入

口前集合。7 月は、樹液に集まる昆虫（カブト

ムシ、チョウ類）やヤマユリ、オオバノトンボ

ソウの花を観察します。雅の池ではチョウトン

ボを探しましょう。講師は大塚豊さんです。 

◆8月 28日（土）夕暮れ観察。公園と当会共催 

	 入園料は団体扱いで 280円。南入口集合。開

始 16:00、終了 19:00過ぎに解散予定。夕食、観

察用具、雨具持参。雨天決行。 

	 8月は、「夜の鳴く虫観察会」です。今年は開

始時間が早くなりました。暗くなる前にヤブキ

リやコオロギ、カマキリなどの昆虫を探しまし

ょう。ふれあい広場でクツワムシの鳴き声を楽

しみます。お弁当をお持ちください。講師 

は、内田さん、大塚さん、和田さんです。 

	 事前申し込み：国営武蔵丘陵森林公園	 公園

管理センター	 Tel.0493-57-2111 

●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 

◆7月 10日（土）16:00からの作業 

トウモロコシ、枝豆の収穫後バーベキュー 

◆8月 21日（土）16:00からの作業 

里芋畑の草抜き 

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 100円（保険

代）とします。 
年間予定表 

（活動日は第 2土曜日、5・8月は第 3土曜日） 

●東洋大学小瀬研究室 

申込・問い合わせ：小瀬博之（E-mail・Faxでお

願いします。E-mail: hkose＊toyo.jp（＊は半角

@に変換ください）, Tel./Fax.049-239-1532） 

詳細 http://team-6.eng.toyo.ac.jp/ecsemi/012488.ht

ml 

☞第 3回川越キャンパスエコツアー 

（学生ツアーコンダクターと自然観察） 

◆7月 12日（月）16:30-18:00、観察会終了後、

18:15-19:30まで懇親会を開催 

集合：東洋大学川越キャンパス 7号館総合情報

学部棟 1階スタディルーム（川越市鯨井 2100），

人数：10名程度（準備の都合上、7月 8日まで

に参加の旨お知らせください），参加費：無料，

雨天決行 

交通：東武東上線鶴ヶ島駅東口下車徒歩 15分、

お車でお越しの際は、南門から入り、南門守衛

所で用件をお伝えください。 

月 日 活動内容 

7 10 
16:00からの作業	 トウモロコシ・枝豆の収
穫・バーベキュー 

8 21 16:00からの作業	 里芋畑の草抜き 
9 11 ブロッコリー、キャベツの収穫 

10 9 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 13 里芋の収穫・芋煮会 
12 11 大根の収穫・ビニールはがし 
1 8 雑木林の手入れ・落ち葉掃き・豚汁 
2 12 雑木林手入れ 

3 12 
雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・あそぼう

パン 
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	 総合情報学部「大学と地域との環境コミュニ

ケーションゼミ」の活動の一環として、学生が

エコツアーガイドを作成し、自らの企画による

エコツアーを実施します。学生が主に案内する

予定ですが、初心者なので、参加者のお力添え

をいただければと思います。 

	 梅雨時の川越キャンパスは、キノコがたくさ

ん生え、野生のアジサイであるノリウツギやト

ウネズミモチの白い花が彩りを添えます。春か

ら初夏に咲いた花が実をつける様子も見られま

す。さまざまな虫が活動しており、せせらぎに

は美しいハグロトンボが舞っています。 

	 なお、観察内容は当日の天気によりますので、

あらかじめご了承ください。 

●川越市（環境政策課） 

問い合わせ：環境政策課（Tel.049-224-5866） 

☞星空観察の集い 

◆8月 6日（金）18:30-20:30（小雨決行） 

場所：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・在勤で小学生以上（小学生は

保護者同伴）、定員：40人、申込：7月 7日（水）

午前 9時から環境政策課へ 

	 プラネタリウムの上映と星空観察（夏の大三

角）をします。 

●(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） 

◆7月 11日（日） 

	 古代ハスの花が咲きます。今年はハスを植え

拡げたので、多くの花の咲くのが見られると思

われます。蜜蜂も蝶もハスの蜜を求めにやって

きます。先月に続いて可愛いカイツブリ、カル

ガモのヒナ連れを観察します。 

◆8月 8日（日） 

	 ハスの花が盛りです。今年生まれたカイツブ

リは大きくなり、自分で餌の小魚を捕るように

なりました。カルガモは 10羽ほどのヒナ連れで、

数家族見られます。まもなく飛び立つ、親と同

じくらいの大きさに育った家族や、なかには生

まれたての家族もいます。 

	 サギもシラサギの仲間三種のほか、あわせて

5 種類くらい観察できます。夏休みです。お子

さま連れでご参加ください。 

●国土交通省荒川下流河川事務所 

☞新河岸川流域「川まつり」 

問い合わせ先、国土交通省荒川下流工事事務所

調査課内「新河岸川流域川づくり連絡会事務局」 

Tel.03-3902-3220, Fax.03-3902-2346 

E-Mail：arage-shingashi@ktr.mlit.go.jp 

http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/about/associatrd/ass

ociated05/ 

	 新河岸川流域の「啓発活動」を幅広く進めて

いる荒川下流河川事務所では、下記のような行

事のほか、参考になる事業を紹介しています。 

	 夏休みの子供参加の行事が多数あります。 

○ 7月 17日（土）和光市白子湧水探検観察会 

○ 7月 18日（日）不老川の魚類調査 

○ 7月 18日（日）志木中学校前の柳瀬川・お

魚と遊ぼう 

○ 7月 24日（土）清瀬市内の柳瀬川川まつり 

○ 7月 24・25日（土・日）落合川「わくわく

川清掃＆川あそび」 

○ 8月 1日（日）北川「北山わんぱく夏祭り」 

○ 8 月 1 日（日）新座市の黒目川「わいわい

川あそび『アユのすむ黒目川をきれいに』」 

○ 8 月 8 日（日）入間市不老川「鳥になろう

	 魚になろう『大森の池まつり』」 

○ 8月 22日（日）朝霞市の黒目川「黒目川・

川まつり･おとなもこどもも、ハンディのある人

もない人も」 

○ 9月 12日（日）富士見市・富士見江川「川

まつり～江川の魚しらべ」 
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イベントカレンダー（7月 7日~8月 28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ご覧ください。 

7/7 
 

8 
★10:00ワー
ルド・カフ

ェ・サロン 

9 
●15:00自然
環境部会 

10 
◎9:30郊外ク
リーン活動 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 
7/11 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

12 
◎16:30川越
キャンパスエ

コツアー 

13 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

14 
●15:00社会
環境部会 

15 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

16 
○本誌 8月号
原稿投稿締切 

17 
◎9:00水と緑と
伝統のまち川越

12回探訪・つい
でにクリーン 

7/18 
 

19 
海の日 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

20 
◆9:30広報委
員会 

21 
 

22 23 
◆9:30かわご
えアジェンダ

21推進委員会 
◆10:30 10周
年記念事業実

行委員会 
◆13:00理事会 
 

24 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 30 31 
◎14:00百万灯夏ま
つりクリーン活動 

8/1 
★9:30「（仮称）川
越市森林公園」計

画地「虫の観察会」 
◎14:00百万灯夏ま
つりクリーン活動 

2 
 

3 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4 
 

5 6 
◎18:30星空
観察の集い 

7 
 

8/8 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

9 
 

10 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

11 
●15:00社会
環境部会 

12 13 
●15:00自然
環境部会 
○本誌 9月号
原稿投稿締切 

14 
 

8/15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

20 21 
◎9:00水と緑と
伝統のまち川越

12回探訪・つい
でにクリーン 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 
8/22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 27 28 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎16:00武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
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