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近の事業報告から 

 

○かわごえ環境ネットも５年目に。総会は、平成１６年６月５日(土) 午後１時３０分より 
市民にやさしい環境都市をめざして作られた「かわごえ環境ネット」も、発足５年目を迎え一層の

飛躍を期待されている。会員の企画による環境フォーラムは、今年も昨年を上回る参加者を得て盛会

であった。このような会員の期待をこめて開かれる総会は、６月５日川越市中央図書館視聴覚ホール

で開かれる。また隣のフロアで展示等も企画している。役員改選も予定されており、会員からの立候

補も期待されている。詳細は後日、別途文書にて通知する予定である。 
○かわごえ環境ネットホームページアドレスの変更 
 新しいアドレスｈｔｔｐ：／／ｋａｗａｇｏｅｋａｎｋｙｏ．ｎｅｔに変更しました。有料のサイ

トを使用し、ドメインを取得しました。いままでの様に広告は表示されなくなりましたので、とても

見やすくなります。携帯電話からも従来通りアクセス可能です。ぜひごらんください。 
○第２回かわごえ環境フォーラムは２月７日(土)に昨年を上回る１３７人の参加により盛大に開催さ

れました。今年は午前に３分科会、午後は合同での意見交換会と内容の充実した会でした。（関連記事

３ページ） 
 
 
■理事会の報告  ◎第４０回理事会２００４

年１月１５日（木）15:00~17:00 １）第２回

かわごえ環境フォーラム、機構改革検討委員会、

県のリスクコミュニケーション行事の共催など

を検討。２）１月３０日名古屋市で開かれる「第

１５回ＥＰＯＣフォーラム」でリスコミについ

て環境ネットに講演依頼があり、理事会の推薦

で高木理事が出席することを決定。３)自然・社

会各委員会の報告。 ◎第４１回理事会２００

４年２月２５日(水)15:00~17:00 １）かわごえ

環境ネット機構改革検討委員会の報告を受け、

３月に集中審議をする。２）第２回かわごえ環

境フォーラムについて、アンケート結果等の概

要報告。３）ホームページの運営について:個人

的運営から組織的運営に移行する。４）自然・

社会各委員会の報告:自然は，仙波河岸公園の協

働に関する事項。社会は事業計画行動表に基づ

き説明。５)その他:ホンダ技研のリスコミ１名

傍聴参加決定。グローバル・アイコン(絵文字)
を使用したグリーンマップ作成が行政より提案、

決定した。 ◎第４２回理事会２００４年３月

１８日(木)19:00~21:00 １）自然・社会各委員

会の報告。２）機構改革検討委員会から出され

た 終報告について検討。次回に再度協議して

６月の総会に提案の予定。現在、自然・社会の

各委員会での活発な活動を伸ばす方向で検討、

大幅な機構の変更は見送り、理事会の活性化の

ための理事選出方法などが協議された。３）第

５回かわごえ環境ネットの総会を６月５日(土)
に、川越中央図書館視聴覚ホールで午後１時３

０分から開くことを決定、あわせて展示コーナ

を設けることが決まった。 ◎第４３回理事会

２００４年３月２５日（木）18:00~20:00 機

構改革検討委員会についての討議。▽副理事長

２人制▽理事２０人以内で選出方法を検討。そ

の他。 
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■機構改革検討委員会の報告 平成１５年７月

３１日の第３５回理事会決定に基づき、吉田庄

一理事を委員長に機構改革検討委員会が発足、

公募による委員で１０月より６回にわたって検

討を重ねた。組織の改変，理事の呼び方などの

検討、専門分科会の設置など多方面からの協議

を重ねてきた。２月１０日の会議で意見をまと

め２月２５日に笠原理事長に報告された。ネッ

トの理念も会員に浸透し、活動も活性化した現

状にそって、大幅な機構改革は無用な混乱を招

くのではとの懸念もあり、理事会、委員会の連

携強化が図られる方策を中心に提言をまとめた。

今年の総会での理事選出などについて、理事会

で検討される。 
 
■社会環境部会 １）２００４年１月２１日

（水）、２月１８日（水）、３月１７日（水）と

開かれた。 ２）３月以降は社会環境部会と「推

進」の２字を取り、自然部会に合わせた。４月

以降の役員は吉田代表、淺川総務らが留任、副

代表に東電の吉田氏、会計に斎藤真之助氏を決

定。 ３）法令研修グループとリスコミグルー

プの合同研修会を３月２４日（水）１４時より

市民会館会議室で開かれた。市の環境保全課永

井技師の説明と質疑が行われ「暮らしの安全ア

ンケート」結果の報告など、充実した研修会と

なった。 ４）省エネ・地球温暖化防止グルー

プ合同の「施設見学会」＝３月２５日（木）日

高市の太平洋セメント埼玉工場視察が行われた。

日高市の清掃工場の建て替えとダイオキシン問

題解決の方法として採用、可燃ごみ年間５００

０トン焼却。セメント資源化による無公害のゴ

ミ処理施設として注目を浴びている。しかし川

越では採用できない施設だ。 
 
 
 
 
 
 
 

そのあと、鳩山町の地球観測センターを見

学、温暖化や緑の減少傾向のデータを目の当

たりにし、環境保全の道の険しさを実感させ

る意義ある見学会であった。 ５）まち美化

グループは、第３日曜日の啓発美化行動のネ

ットでの取り組みを提案。 ６）環境地域通

貨グループ、「地域通貨ワークショップ」参

加の報告。ボランテイア活動との関連で商店

街連合会との連携など、幅広い研究の必要が

提言された。 
 

■自然環境部会 １)２００４年１月２２日(木)、
２月２６日(木)、３月１８日(木)と開かれた。２)
４月以降の役員は大辻代表らの留任、庶務に横

山三枝子さん(生活クラブ)を選出。３)残された

自然の保護グループ ▽２月に福原中学校体験

支援事業。▽武蔵野ふれあいの森整備報告およ

び｢森林公園利用会議｣参加。▽くぬぎ山イベン

ト参加および「くぬぎ山自然再生協議会」参加。

▽川越市森林公園計画検討委員会の報告、およ

び協働事業の成果報告。▽毎週水曜日１０時よ

りの不法投棄ゴミ除去運動実施。４）水辺の自

然の再生と保全グループ ▽湧水の復活と保全

活動、３月６日の調査等を報告。復活・保全に

は工夫が必要。▽仙波河岸史跡公園、５月下旬

の正式開園を前に意見提出。５）都市環境の改

善グループ ▽市民の森の１１号地の助言、来

年度は１・４・７号地を検討。▽街中公園とポ

ケットパークの検討。本川越駅北側、川越駅周

辺緑化，「彩の国まごころ国体」に向けてのまち

美化対策で意見。 
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第２回かわごえ環境フォーラム 開催報告 

 
かわごえ環境ネットの活動も５年目を迎え、今年度の活動の集大成として、2 月７日（土）に川越

市市民会館第１～３会議室で「第２回かわごえ環境フォーラム」が開催されました。 
今年の参加者数は去年の１１０人よりも多い、１３７人の方がご来場され、たいへん盛況なものに

なりました。 
 
午前中は、開会セレモニーの後、「自然環境」「環境イ

ベント・環境負荷削減」「ごみ・協働方法」の三つの部門

に分かれ分科会が開催され、個人・民間団体・事業者・

行政そしてネットの委員会による２３件の環境活動報告

が行われ、活発な質疑と意見交換が行われました。 
右の写真は「ごみ・協働方法部門」の様子です。 
午後からは全体会が開催され、二つのテーマ「ごみ減

量とリサイクルを考える」、「公園づくりにおける市民と

行政の協働を考える」による、意見交換会が行われまし

た。 
右写真は、「公園づくりにおける市民と行政の協働を

考える」のテーマで、自然環境委員会の活動報告の様子

です。行政の職員も参加し、多くの質問や意見が交わさ

れました。 
これらの他にもポスター等のパネル展示・投稿などさ

まざまな内容を含み、来場者同士の交流・情報交換がな

されました。 
また、これに併せて刊行された「第２回かわごえ環境

フォーラム かわごえ環境活動報告集」には、フォーラ

ムで発表された市民や団体の取り組みの他、かわごえ環

境ネットにおいて昨年度から今年度にかけて行われた主

な活動についても収録され、とても立派なものができあ

がりました。この報告書をみれば、かわごえ環境ネット

や市民・団体等の環境活動について知ることができます

し、フォーラム当日の報告内容も分かります。 
当日欠席された会員で報告集をご入用の方は、事務局

(川越市役所環境政策課 渡邉・中山 
℡049-224-8811(内線2612))へご連絡ください。                     

（文責：浅香） 
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総務企画部 企画グループ 担当 佐藤 
連絡先〒350-1192川越市田町32-12 
   TEL049-241-9590・FAX049-242-0778 

    団体会員の紹介 

武州ガス㈱         

 武州ガス㈱は、大正１５年に設立し、川越市、所沢 

市、狭山市、上福岡市、鶴ヶ島市、大井町、川島町、 

吉見町の５市３町、約16万件のお客様に天然ガスを 

お届けしています。現在は、この地球環境にやさしい 

クリーンなエネルギーである天然ガスの普及活動を図 

りつつ、様々な環境負荷低減活動を実施しています。 

 具体的には、平成１２年３月に県内中小都市ガス会 

社で初めてになるISO14001を吉見製造所で認証取得 

しました。また、低公害車である天然ガス自動車の割 

合を全社用車８４台中４３台(５１％)としたことや、 

エコテーション（天然ガススタンド）を設置していま 

す。 

そして、お客様に天然ガス自動車を広く知って頂く 

ために、路線バス（天然ガスバス）へ「天然ガスの 

広告」を実施しています。 

 社内の環境負荷低減活動としては、「エコリーダ 

ー」を中心に、省エネ、古紙リサイクルの推進、ア 

イドリングストップ運動の実施、ペットボトルの再 

生材料を使用した「女子社員の事務服（エコマーク 

認定）の採用」等をしています。 

 昭和工業㈱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

また、ガス工事においては「廃ＰＥ管（ガス管）のリ

サイクル」、「路面埋め戻し再生材料の使用」、「ガス導

管埋設深度と幅の縮小」、「非開削工法の採用」など積

極的に環境負荷低減活動を実施しています。その結果、

平成１２年７月に川越市より川越本社が「ゴールドエ

コオフィス」に認定されています。 

 また、当社では早朝ボランティア清掃を実施してい

ますが、本社に隣接する富士見中学校から「総合学習

の時間に、早朝ボランティア清掃の体験をしたい」と

いう要望があり、合同で清掃を実施しています。 

 このように今後とも皆様のご協力を得ながら環境負

荷低減活動を通じて地域社会に貢献していきたいと考

えております。 

環境企画部 担当 片桐・川永 

連絡先 〒350‐0824 川越市石原町2-58-16 

℡ 049-224-6149  当社はガス工事会社として1967年に発足し、

暮らしや産業に も大切なエネルギー、水、空

気等の各種設備工事を通して、地域の発展を考

えています。阪神大震災ではガスの復旧工事に

携わり、ライフラインの重要性を痛感、1997年

の(COP3)世界環境問題をテーマにした、京都会

議を契機に、「太陽の恵み、自然エネルギー」の

太陽光発電システム(3.2kW)を会社に設置し、環

境総合設備会社として更なる発展をめざしてい

ます。 

2000 年には設備会社としては県内初の ISO9001 認証取

得しました。 
環境活動としては川越市エコオフィスに認定。近隣地

域に感謝の思いで毎月１回ごみ拾い運動の推進。「アー

スデイ・イン・川越」への出展等、社会貢献の一翼を担

って地道な活動を行っています。ヒートアイランドの問

題については、現在、東洋大学との産学協同で屋上緑化

の研究を進めています。 
かわごえ環境ネットをはじめ、川越環境保全連絡協議

会にも加入、次の世代のためにも「できることからエコ

リング」を合言葉に環境保護推進運動に積極的に取り組

んでいます。風力発電街路灯など環境関連設備の見学会

を歓迎しております。気軽にお立ち寄り下さい。 
今後とも川越地域の一員として環境コミュニケーショ

ンに努めて、親しみやすい企業でありたいと考えており

ます。 
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   会員の広場（一言コーナー） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

市民参加の環境団体として、先進的な活動を続けている「エコ

シティ志木」は、前回にも触れたように、街づくりから福祉まで

の幅広い市民活動の司令塔の役割を果たしている。いま志木市は、

行政運営に教育にと、独自の政策を打ち出す穂坂市政に、パート

ナーとしての市民グループとして、その対応に追われているとい

うのが実情である。 
活動のメインは、環境と郷土の文化とを組み合わせた「志木ま

るごと博物館―河童のつづら」運動をテーマに、遊ぶ、学ぶ、伝

えるを合言葉に市内の「お宝発見ツアー」が、この２月で１４回

を数えた。また保健福祉部会では、志木市社会福祉協議会事務局

の講演を聞いて地域福祉計画についての理解を深めている。５月

１６日の総会で今後の方針など、どのような方向が打ち出される

か、他市の環境団体からも注目を集めている。（おわり）

 いろいろ見に行こう!! 
（個人会員 岡部琢真） 

私は、かわごえ環境ネットが設立されて以来、さ

まざまな活動に参加してきました。それ以前も、

「都市の環境」に興味があり、漠然と「環境に関す

ることをしてみたい」と考え、環境に関する情報を

集めたりしてきましたが、実際の活動に参加する機

会がありませんでした。それは、「何をどうすれば

いいのか？」それがわからなかったということもあ

ります。 
しかし、環境ネットに入り、くぬぎ山や（仮称）

川越市森林公園計画地を見たり、それぞれの話し合

いに参加したり、実際に活動されている方々の実体

験や考えを聞いたりすることを通じて他の人との

つながりができ、とても勉強になりました。これら

の活動に参加して感じたことは、「情報を集めて学

ぶこと」も大切ですが、やはり「実際に見て体験す

ること」が大切だということです。 
「環境」は目先のことだけではなく、長い目で見

て考えていくことが必要です。今後も、より多くの

人、特に学生達が参加し、川越の環境をよくするた

めのさまざまな活動が一段と活性化されることを

期待します。 （おかべ たくま 埼玉県川島町在住） 

 川越発 
         （個人会員 箕輪 信一郎） 
かわごえ環境ネット設立当時事務局を担当させ

ていただいた箕輪と申します。 
ネット設立の翌年、「さあ、これからだ。」という

ときに、環境省へ派遣され、２年間国の仕事をし

ていました。税制（グリーン自動車税、環境税等）

や環境ビジネス、ISO、エコアクション２１などの

企業の環境への取り組みに関わる仕事を担当しま

した。 
市と国の双方の環境行政を経験して強く感じた

のは、環境にやさしい社会を築く原動力は、政治

家や官僚ではなく、地域の生活者に他ならないと

いうことです。 
現在では、インターネット等を通じて、地域の

情報はあっという間に広がります。かわごえ環境

ネットの様々な活動を「川越発の環境活動モデル」

として、もっともっと情報発信していけば、「川越

から始まる環境にやさしい社会への変革」が可能

になると思います。 
   （みのわ しんいちろう 川越市小仙波町在住） 

《他市の環境団体》「エコシティ志木」の活動 ③ 
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団体の４～６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》 《昆虫観察会 小学生対象》  《野草パトロール》 

 ４月 １６日（金） １１日（日）   ２５日（日）    ２９日（木）～３０日（金） 

 ５月  ７日（金）  ９日（日）   ２３日（日）    １日（土）～５日（木） 

 ６月  ９日（水） １３日（日）   ２０日（日） 

◎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・川越伊佐沼 》   《今福雑木林自然観察会》 

 ４月 １１日（日）10:00～蓮見橋集合   ２５日（日）9:30ジョイフル集合 

 ５月  ９日（日）10:00～蓮見橋集合    

 ６月 １３日（日）10:00～蓮見橋集合   ２７日（日）9:30ジョイフル集合  

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

 ４月 １０日（土）春の花とうどん   

 ５月  １日（土）キンラン・ギンラン調査   １５日（土）林の新緑を見に 

 ６月 ２６日（土）林のキノコ調べ 

◎クリーン川越めざす会         ［問い合わせ先・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」のゼッケンをつけ美化啓発活動 

 ４月啓発  ６日（火）、  ８日（木） ２４日（土） 午後１時半より約２時間 

 ５月啓発  ４日（火）  １３日（木） ２２日（土） アトレ横、歩道橋下集合  

 ６月啓発  １日（火）  １０日（木） ２６日（土） クレアモールなど市街地 

◎第三日曜日は午前９時半より市内一斉に参加。本川越駅交番横に集合。５～８班で行動 

４月１８日、５月１６日、６月２０日。小中学生からお年寄りまで、市民多数の参加を 

◎４月の理事会      ２２日（木）１９時より 市役所７階７Ｇ会議室 

◎４月の自然環境部会    １４日（水）１５時より 市役所７階７Ｇ会議室    

◎ 〃 社会環境部会    ２１日（水）１５時より やまぶき会館Ａ会議室    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事務局だより 

 

 

           広報委員会だより 

  

 

「３月、新ホームページ「kawagoekankyo.net」誕生！」 

 2001年９月よりホームページが立ち上がって早２年半。アクセス数も10,000をこえ、着実に広報機能を果たしてきて

おります。そしてこのたび、新デザインでリニューアル。携帯電話からもご覧になれます。これからもご愛顧よろしくお

願いします。ＵＲＬ：http://kawagoekankyo.net/ （文責：長内） 

◎川越市議会３月予算議会における環境関係の質問(発言順) ▽大野慶治議員／古紙はじめ資源ごみ横取りについて

▽石川隆二議員・地球温暖化対策について▽小野沢康弘議員・景観法(仮称)について▽稲浦敏雄議員・後をたたないゴ

ミ等の不法投棄について▽高橋康弘議員・雨水対策と利用式のＰＲ方法について▽菊地実議員・新清掃センター建設問

題について▽松井釜太郎議員・野積みされている廃車について▽川口知子議員・仮称池辺公園の整備促進について▽佐

藤慶士議員・伊佐沼の水質浄化対策などについて 

◎第３回環境まちづくりフォーラム・埼玉が川越市で開催。「はじめよう！つながろう！環境まちづくり」をテーマに、

３月２８日(日)川越福祉センターで開かれた。彩の国環境大学卒業の県民らによる、ユニークな環境イベントとして、川

口市，蓮田市に続いての開催となった。世話役代表としてネット会員の仲井さんの開会のあいさつ、市会議員の中原さん

の歓迎の言葉で始まり、埼玉大学の西山教授の基調講演、午後は４分科会に分かれての発表と、県下各地から駆けつけた

人々の熱気で実りある会となった。展示コーナーも１７件を数えた。次回は来年２月に，鴻巣市で開かれる予定である。

かわごえ環境ネットの事務局担当が異動のため、山崎から渡邉に変わります。担当は変わりますが、今後とも会員の皆

さんとともに当会を盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。事務局の内線番号は２６１２。 


