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最近の事業報告から 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9月23日、台風15号のために延期になった「ア－スデイ・イン・川越2003」が川越水上公園内で開かれた。環境関係の諸団

体から、国際色豊かなランチコ－ナ－にフリ－マ－ケットと、学習とともに賑やかな交流の輪が広げられた。かわごえ環境ネッ

トも新河岸川の魚を水槽に入れて展示し自然環境保護をアピ－ル、東京電力の電気自動車もあわせて展示した。加盟会員として、

小江戸ケナフの会・クリ－ン川越めざす会・ＥＭクリ－ンクラブ・パイオニア・武州ガス・昭和工業・川越環境保全連絡協議会・

生活クラブ生協・川越市なども参加、展示ブ－スで活動内容をＰＲし、市民の幅広い共感を得、環境問題について理解を深めた。

○アースデイ環境ネットで参加 国際色豊かに市民のつどい 

■理事会の報告 ◎7月24日第35回 ①

環境フォ－ラム実行委員会委員５名②機

構改革検討委員を募集等。◎8 月 28 日第

36 回 ①第 2 回かわごえ環境フォ－ラム

を2004年 2月7日(土)に開催。発表申し

込みは10月31日まで、原稿提出期限は12

月 19 日事務局宛。②川越市環境基本計画

年次報告書（第6号）完成配布は10 月以

降。③ア－スデイ実行委員会報告、環境ネ

ットで「新河岸川の魚たち」を展示等了承。

④森林公園計画進捗状況報告⑤環境人材

バンク登録制の提案了承。 ◎9月25日第

37 回 ①ア－スデイの報告②川越商店街

連合会との打ち合わせ報告。③森林公園計

画観察会10月12日実施、26日に話し合い

④将来教育委員会で作成の環境学習の副

読本編集に、ネットのメンバ－協力の提案

⑤10 月発刊の日経エコロジ－12 月号にネ

ットの取り組み掲載予定を報告。 
■自然環境委員会報告 ◎7月25日（金）

にクラッセ川越で14名の参加で開催。 ①

森林公園計画に関してアンケ－トの報告、

市民の声、地元福原小学校の総合学習の成

果をどう活かすか等、意見交換。8 月 24

日の観察会提案 ②自然環境委員会活動テ

－マアンケ－ト中間報告③郭町浄水場南

側湧水地の｢水辺の公園｣建設要望書④安

比奈親水公園近くの市民の森 11 号地の整

備状況について報告⑤「ア－スデイ・イ

ン・川越2003」「北公民館かんきょう祭り」 

のイベントへの参加 ◎9 月 16 日市役

所7階会議室 ①今年度の自然環境委員

会活動テ－マの確認(1)残された自然の

保全-1）川越森林公園検討会-2)くぬぎ

山-3)中福、寄付地の保全活動(2)水辺の

自然の保全と再生-1)郭町、水辺の自然

公園化活動-2)湧水保全と復活活動-3)

池辺公園化活動-4)仙波河岸史跡公園の

保全活動-5)鯨井幡田堀湧水路の保全活

動(3)都市環境の改善-1)街中公園、市民

の森の検討-2)ポケットパ－クの検討を

決定。②湧水探索リ－ダ－の募集③川越

森林公園計画の次回観察会等の説明。 

■社会環境推進委員会 ◎7 月 16 日市

役所 7 階会議室 ①2003 年度社会環境

事業計画行動表について検討。11課題と

リ－ダ－を決定。(1)法令研修会(2)食と

水の安全(3)ゴミ減量・リサイクル(4)有

害化学物質（リスコミ）(5)省エネ・地

球温暖化防止(6)街美化運動(7)北公民

館かんきょう祭り(8)その他の公民館活

動参加(9)ア－スデイ(10)第２回かわご

え環境フォ－ラム(11)環境地域通貨（エ

コマネ－）。定例会で順次進捗状況を報

告することを決定②「省エネルギ－普及

指導員」募集・養成研修会の紹介。◎8

月 20 日市役所7階①各グル－プから進

捗状況について報告②法令研修会で

「PRTR法と川越市の概況」について開催

を予定③ごみ減量リサイクルグループ 

で検討資料の提出②ア－スデイでの環

境ネットの対応を決定。出展ブ－ス確保

(1)新河岸川の魚(2)東京電力バッテリ

－カ－の展示(3)パネル展示(4)デポジ

ットとエコマネ－について成果を観察。

③北公民館かんきょう祭へネットでも

展示参加。◎９月 17 日南通町三番町ギ

ャラリ－ ①各グループの報告 (1)「食

と水の安全」は 12 月中に講習会開催で

準備 (2)「ごみ減量・リサイクル」は

検討結果の報告とともに11月16日に研

修会を予定(3)「有害化学物質」は法令

研修会にむけて準備。(4)「省エネ・地

球環境」市のエコチャレンジファミリ－

に参加(5)「街美化運動」は当面、ポイ

捨てゴミに限定、秋に市街地と郊外の散

乱ゴミの実態調査と、市の予算などを精

査予定。月４回の実践活動と並行。市民

の世論を聞く会も予定。(6)その他の公

民館活動は「環境出前講座」講師募集の

提案。(7)「ア－スデイ」スタッフ決定。

エコクイズラリ－に湧水問題も参加。環

境保全課編集発行の「聞こえますか？川

のこえ」を配布。(7)その他のグル－プ

の報告。③吉田理事から、商工会議で、

エコマネ－や街美化について、商店連合

会やＪＣなどと協議、協働活動の方向

へ。④委員会終了後、月遅れの「暑気払

い」で活発な意見交換をはかり、また会

員相互の親睦を深めた会となった。 
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★アースデイ イン 川越 2003 に参加しました！★ 

9月23日（火）に県立川越水上公園でか

わごえ環境ネットも協力し行われました。

アースデイ・イン・川越 2003 は今年で 5

年目を迎えるのですが、初めて雨により順

延となり当日イベントに来る人が大勢いる

か不安を抱えていました。しかし、たくさ

んの人が訪れ若者からお年寄りまで多くの

人でにぎわいました。 

今年は、飲料容器を返すと容器の保証金

などの上乗せ分がエコマネーとして返って

くるデポジット制度を導入しました。あら

かじめ上乗せされた金額でお客様が飲料を

買うとデポジット券がもらえ、容器を返す

とデポジット券に1円を1アースとした値

段付のスタンプを押してもらえ、これがエ

コマネーとなる仕組みです。またクイズラ

リーの参加者にも正解得点に合わせたエコ

マネーがもらえます。そのエコマネーは、

フリーマーケットや飲食店など会場内のお

店で当日限りお金と同様に使えます。 

かわごえ環境ネットのブースでは、市内

に流れる新河岸川にいる魚の生態を知って

もらうため事前に捕りに行き、当日大きい

水槽に入れて紹介しました。去年は小畔川

の魚を見せたのですが、子どもに人気があ

り、大変興味深く観ていました。また、事

業者会員の東京電力（株）埼玉支店川越支

社が電気自動車を展示し、多くの人から注

目を浴びていました。 

この日手伝ってくださった会員は腕に緑

の会員腕章をつけ、ブースに訪れた人に声

をかけたりクイズラリーに来た子どもたち

に質問に答えたりと、汗をかきながら皆さ

ん楽しくやっていました。 

 

 

飲料販売所 容器デポジット体験コーナーの模様

（2003/09/23） 

かわごえ環境ネットブースの模様（2003/09/23） 

容器回収・返金コーナーの模様（2003/09/23） 
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- データの概要 - 

2003年3月11日～9月30日現在 

カウント数：2725（204日間） 

1日平均：約13.4アクセスカウント 
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★9 月 29 日、最高月間アクセス数を更新！★ 

かわごえ環境ネットのホームページ（以下ＨＰ）も、運営を始めてから現在3年目を向かえ、着実

に充実したものとなってきております。そこで、これまでのＨＰのアクセス状況がどのようになって

いるのか、皆さんにご紹介します。 

 

 

 

 

 

●月別アクセス状況（10 月1 日00:00 現在） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●日別アクセス状況（3 月と9 月の比較） 

・ 土日のアクセス数は少ない。 

・ １日最高：6月16日で46アクセス！ 

 

 

 

 

 

 

★箕面
み の お

市会議員と交流会をしました！ 

7月23日に大阪府箕面市の議員（女性）の2名様と交流しました。

県内の自治体に行政視察をする際に当ＨＰを見てくださり、実現

した交流会です。笠原理事長、小瀬副理事長、高木理事、長内（私）

の4名が出席し、箕面市の市民活動の様子を伺ったり、かわごえ

環境ネットの組織や活動のほか、笠原理事長や高木理事が熱く川

越の歴史について話したりし、大変楽しい交流になりました。今

後もこのような機会が増えてくることを期待しています。（2、3

ページ文責：長内） 

・9月29日、8月の最高アクセス数を更新しまし

た！7 月は減っていますが、着実に一ヶ月間のア

クセス数は伸びています。 

・8月 8日から「お役立ちリンク」を新設し、全

国の環境やまちづくりに関する情報などが見ら

れるようになり、当ＨＰの利用者が増えたこと、

また、相互リンクをしてくださったサイト（現在

10サイト）からリンクで当ＨＰを観て下さってい

るためと考えられます。 

・川越の企業や全国の自治体・大学なども多く見

ていました。 

月間1日あたりのアクセス数の変化 

3月：約9.8 

 

9月：約17.5 

約 7.7 アクセスカウ

ントの増加！ 

大阪府箕面市会議員との交流（2003/07/23） 

●時間別アクセス状況（9 月） 

・各月の傾向が異なりますが、夜から朝のアクセ

ス数（1 時から 7 時）が、どの月も共通して少な

い傾向にありました。 

・9月の場合は、16時がもっとも多いアクセス（29

アクセス）がありました。 
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    団体会員の紹介 

ＥＭクリーンクラブ         

 ＥＭの活用による環境浄化美化運動を柱として、 
自然農法、家庭菜園、生ごみ堆肥、廃油石けん等 
ＥＭの普及活動を有志数名で行っております。 
その中で河川沼池等のアオコ・ヘドロの除去消 

滅にＥＭダンゴの投入、米のとぎ汁発酵液流入を 
行い近くの用水路で立証しました。 
自然農法についてはＥＭボカシを作り土壌改良 

により安全で安心な美味しい野菜作りを行ってお 
ります。また家庭から出る廃油をＥＭを使用した 
ＥＭ廃油石けんを作り各家庭での利用推進を声か 
けしています。 
 ＮＰＯ関東エコアドバイザーもクラブの中にお 
 

 パイオニア㈱川越事業所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               連絡先 〒350‐1141 川越市寺尾 713-10 
   代表 泉山 信一 TEL・FAX049‐243‐2344 

り彼等を中心とし川越市の環境美化運動又は他市と

の交流を行い、その輪を広げる担い手としその夢は

大きくもち仲間も徐々に増えております。 

品質環境システム部 環境システム課 担当 豊泉 
連絡先 〒350‐8555 川越市山田字西町 25-1 

℡ 代表049‐223‐1111 
パイオニア川越事業所は、1970 年に操業を開

始し、カーステレオの開発・生産からスタート

して、カーオーディオ、カーナビゲーションな

どの商品群を提供してまいりました。 

現在は当社のカーエレクトロニクス製品の開

発センター工場として、「カロッツェリア」名で

開発・設計・生産の一貫した事業活動を行って

います。当事業所は、1991 年より組織的な環境

保護活動を推進してきましたが、ISO14001認証

取得を機に、『地球はもうひとりのお客様』との視点に

立ち、「環境配慮型製品の開発」、「事業所の省エネ・リ

サイクル活動推進」など、環境保全活動を進めていま

す。2002年2月には、工場活動の中でゴミを出さない

「廃棄物ゼロエミッション」を達成し、さらに近年の

重要テーマとして、環境負荷物質のリスクを子孫に残

さないように、カドミウム、鉛、６価クロム、水銀な

どの環境負荷物質を製品から廃除する活動を全世界で

展開しています。この間、かわごえ環境ネットをはじ

め、川越環境保全連絡協議会、彩の国ＩＳＯ研究推進

協議会等に加入し、各種研修会、講演会、展示会等へ

の積極参加、ゴミゼロ運動の定期的な実施等、環境保

護推進運動を地域と一体になって協力・推進していま

す。2000年からは、毎年「アースデイ・イン・川越」

に出展してパイオニア川越事業所の環境取組みを紹介

し環境コミュニケーションに努めています。今後とも

川越地域の一員として、企業責任を果たすとともに、

皆様から親しみやすい企業でありたいと考えておりま

す。 
主な活動経歴： 
1994年 7月 ビン・缶のリサイクル回収開始 
1999年 1月 ISO14001認証取得 
2001年10月 「第5回音風景保全全国大会」（川越市

開催）に協力 
2003年 1月 川越市「ゴルードエコオフィス」に認定 
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地方行政の課題で、特異な提案を連発している志木市では、数々のボ

ランティアグル－プが活発に活動している。まず、72 年ころから市民

の環境活動が盛んになり、「志木市川をきれいにする運動推進協議会」

や「花いっぱい運動市民の会」などが活動をはじめた。86 年に「21 し

き市民会議」が発足、その会員の中から「あいがもの会」などの市民団

体が生まれ、環境活動を活発にすすめてきた。このような背景のもとに、

93 年に文部省環境教育推進モデル市指定をうけ、これを契機に市民環

境大学を開き、あわせて環境フェア 

   会員の広場（一言コーナー） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘’観光で誇れる日本‘’に共感 
（個人会員 金子 大蔵） 

 今年２月７日の朝日新聞の「声」欄に画家の近藤

侑司さんという方の「観光で誇れる日本にしたい」

という投書がありました。要旨は日本が観光立国を

目指すなら自然の美しさを生かした歴史と文化、礼

儀と思いやる心の日本の再生から始めるべきだと

いう内容です。私もまったくその通りだと共感しま

した。 世界一姿の美しい山、富士山が世界遺産に

選ばれない理由はゴミのせいだそうです。川越市も

「小江戸川越」の景観が観光の目玉であり、「クリ

ーン川越」の武田さん達の努力もあって、市街は一

定の美化が保たれていますが、郊外はどうでしょう

か。国道、県道、市道を問わず路肩、歩道の植込み

の中、公園のベンチ周辺や花壇の中、河川敷や川の

中、駐車場、雑木林、田や畑の中やあぜ道など、到

るところがポイ捨てゴミだらけです。これでは折角

の風景も興ざめです。まず皆で清掃をやろうと言う

機運を高め、きれいな街を実現することが、川越の

魅力を高めるだけでなく、他へ波及し、ひいては観

光立国と日本再生への出発点になることだと確信

しています。（かねこだいぞう 川越市吉田新町在住） 

 私の環境観 
          （個人会員 森井 時夫） 
 私は大勢の方々にお世話になり、ご指導を頂き

ながら少しずつ勉強して共感の皆様に協力して行

こうと思っております。 
 かわごえ環境ネットでも雑木林に関連した活動

をされておりますが、雑木林の維持を続けていく

ことはたいへんなことです。現在私の家の裏山の

様子を記しますが、おおなら、こなら、いご、り

ょうぶ、栗、そろといろいろな雑木が根から腐り

倒れてしまい、とても再生は出来ない状態です。 
晩秋から冬に大勢の人達が一生懸命落葉を掃き

集め、枝を落とす間伐と、色々な体験を自然と親

しみながら奉仕を続けるその様子を見て感激して

おります。 
環境にやさしく自然を大切にという言葉や見出

しを見たり聞いたりしておりますが、「環境とは

なに」「自然とはなんなんだろう」と、あまり難し

く考えないで、ごく身近なところで小さいことか

ら皆さんと一緒に話し合い相談しながら、その中

で努力もあり発見もあり楽しさもあって、仲間が

出来る喜び、同時に自然環境に対し意識・意欲が

湧き、おもしろく向き合って行けるかなと感じて

いる次第です。   （もりいときお 川越市今福在住） 

・環境講演会・研修会と市民の啓発につとめてきた。また、環境教育

リ－ダ－養成講座も開き「環境教育推進員」認定制度もつくり、環境

教育推進員の集いも開いたりと、環境意識の徹底につとめてきた。こ

のなかで、95年10月に、市民環境大学卒業生で「エコシティ志木」

が、市民がつくる志木市の環境プランの実践活動をかかげてスタ－ト

した。市の方でも、志木市環境基本計画策定方針が示された。26 名

の公募市民による「環境市民会議」によって作られた「志木市環境基

本計画」が 99 年３月に策定。１年前「エコシティ志木」が発表した

「市民がつくる志木市の環境プラン」との関係など次回に掲載。 

《他市の環境団体は》「エコシティ志木」の活動 (1) 
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 アースデイご苦労さまでした。ネットも担当の吉田・賀登・大辻理事を中心に出展し、アースデイ本部では三

上・中口理事が活躍されました。この様に各理事には担当をお願いしてあり、総務・事務局担当→笠原理事長・

久都間理事、広報委担当→小瀬副理事長・志賀・高木理事、社会委担当→吉田・堀内・佐野理事、自然委担当→

大辻・賀登理事、リスコミ担当→小瀬副理事長・中口・高木・大辻理事、フォーラム担当→小瀬副理事長、渉外

担当→中口・高木理事、となっております。これからもフォーラムなど様々な事業が目白押しです。情報交換を

密にし、活動の環をつなげて行きましょう。引き続き環境情報の募集は行っております。是非お寄せください。 

団体の１０～１２月の行事予定  

◎武蔵丘陵森林公園の自然を考える会 ［問い合せ先・谷津弘子   049-224-9118］ 

  《森林公園観察会》   《自然観察会》   《植物調査》 

 １０月 ２２日（水）   １９日（日）    １４日（火） 

 １１月 ２１日（金）    ９日（日）    １０日（月） 

 １２月 １０日（水）   １４日（日）    １５日（月） 

◎埼玉県生態系保護協会    ［問い合せ先・笠原啓一   049-222-0957］ 

《探鳥会》     《雑木林自然観察会》   《高倉自然観察会》 

 １０月 １２日（日）   ２６日（日） 

 １１月  ９日（日）   ２３日（日） 

 １２月 １４日（日）   ２１日（日）      ７日（日） 

◎雑木林に親しむ会     ［問い合せ先・過 昌司   049-246-1155］ 

 １０月 １１日（土） コスモスの里     １９日（日） 林へ 

 １１月  ８日（土） ハイキング      ２２日（土） 林へ 

 １２月  ６日（土） 望年会          ２１日（日） しめ縄作り 

◎クリ－ン川越めざす会 調査・啓発行動デ－［問い合せ先・武田侃蔵   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、実態調査と美化啓発行動。》 

１０月調査 ５日（日） １３日（祝） １６日（木） ２２日（水） 市内４地区で 

１０月啓発 ７日（火）     ９日（木）  １９日（日） ２５日（土） アトレ横１時半集合。 

１１月 〃 ４日（火） １３日（木） １６日（日） ２２日（土）    〃 

１２月 〃 ２日（火） １１日（木） ２１日（日） ２７日（土）    〃 

◎10 月の自然環境委員会 17 日（金）15 時より 市役所７階７Ｇ会議室 会員なら誰でも参加可能  

〃 社会環境推進委員会 15日（水）15時より  市役所３階３Ａ会議室       〃 

（仮称）川越市森林公園計画地ウオッチング 詳細は募集チラシをご覧ください 

現地観察会 日時 １０月１２日（日） 午前９時～正午（小雨決行） 現地の観察・説明など 

             集合場所 南文化会館（ジョイフル）駐車場  参加費 １００円（保険代として） 

話し合い会 日時 １０月２６日（日）午後１時～４時  基本計画に関する説明、話し合いなど 

会場 南文化会館（ジョイフル）会議室   参加費無料。 

事務局だより 

 
 
 
  
 
 

広報委員会だより 
 
 
 

 ア－スデイ・イン・川越も2日遅れの23日に川越水上公園で賑やかに行なわれた。かわごえ環境ネットのブ

－スは、大きな水槽に新河岸川でとった魚が元気に泳ぎ、来場者もホットしたオアシスの触れ合いの広場となっ

た。市会議員できたのは、1人か2人？しかし、9月26日に閉会した市議会では、環境関係の質問が多かった。

以下参考までに、質問事項を並べてみた。○岩崎哲也議員・省エネルギ－などの地球環境改善への取り組み・調

整池などの魚釣り場への開放○中原秀久議員・硫酸ピッチ不正保管と市の対応について○石川隆二議員・「エコ

イベント」の推進について○菊地実議員・新清掃センタ－問題について○松井釜太郎議員・ごみ処理の現状と今

後の課題について○新井金作議員・中核市移行から６カ月経過した現状について○髙橋剛議員・市の環境行政の

推進について（かわごえ環境ネットにも言及）○山木綾子議員・市民の森について○三上喜久蔵議員・伊佐沼の

周辺整備について○江田俊雄議員・残土及び廃棄物の対応について。対策の前進を期待したい。（武田） 


