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■新年のご挨拶 

みなさま、あけましておめでとうございます。 
 旧年中は、かわごえ環境ネットの活動へのご支援、ご協力をいただきまことに

ありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 かわごえ環境ネットは、環境パートナーシップ組織の先駆けとして 2000 年 8
月に設立以来、川越の環境をよくするために、市民・民間団体・企業・行政がパ

ートナーシップを結び、協働して活動するための橋渡し役としてさまざまな活動

を行ってきました。 
 主な活動として、川越の環境活動を集約し報告するイベント「かわごえ環境フ

ォーラム」や、市民と企業が企業の環境活動についての情報を共有してコミュニケーションを図る「環境コ

ミュニケーション」（リスクコミュニケーション）の実施などの全体事業をはじめ、専門委員会である社会環

境部会と自然環境部会が行うフィールドワークや見学会、研修会などの事業を行ってきました。これらの活

動を通じて、川越の環境をよくするために活動する人々のコミュニケーションを図ることができました。 
 また、広報活動として、会員相互のコミュニケーションを図るために発行されている「会員通信」、対外的

な広報を担う「ホームページ」、タイムリーな情報を伝える「メールニュース」により、会員のみならず、川

越市内外の方々への活動の周知と協力を得ることができました。 
 本年は、かわごえ環境ネットの設立から 5 年を迎えます。会員の活動レベルが向上して成熟した活動にな

ってきましたが、川越の環境をよくするための新たな人材の発掘や新たな課題に対しての取り組みが必要な

時期に来ています。また、かわごえ環境ネットの設立の礎となっている川越市環境基本計画の見直しの時期

が近づいています。これらの課題に対して、理事長としては以下の3つのビジョンを持っています。 
 
1.＜周辺自治体の環境パートナーシップ組織との連携＞ 

 川越市の近隣には11の市町があります。廃棄物の問題をはじめとして、環境に関する問題は、市町境で起

こっているものが多くあります。また、河川や交通などで、川越市の環境は他の市町と密接に結びついてい

ます。これらの事情をふまえて、かわごえ環境ネットと同様の目的で設立が進められている環境パートナー

シップ組織との情報交流や協働事業を行っていきたいと考えています。 
2.＜教育機関との連携＞ 

 今年度、かわごえ環境ネットでは「環境学習支援委員会」を設立し、小中学校や公民館での環境学習の支

援を行うべく準備を進め、会員レベルでの学習支援を行ってきました。川越市のすべての小中学校は、環境

に配慮した活動を進める「エコチャレンジスクール」に認定され、今後、さらに環境活動と環境学習が推進

されていくものと思われます。環境学習支援委員会の活動をこれまで以上に組織的に展開していくとともに、

かわごえ環境フォーラムにあわせて発行している「かわごえ環境活動報告集」への環境活動成果の掲載を働

きかけることで、地域における学校と市民の協働活動の充実を図っていきたいと考えています。また、市内

にある高校や大学との連携を図り、次世代を担う若い人材の活躍の場を設けていきたいと考えています。 
3.＜会員制度の多様化と広報の充実＞ 

 現在、個人会員と団体会員の 2 つの会員制度に加えて、現在試験的に行われているメールニュース購読制

度を発展させて、個人会員と団体会員へのメール配信と、インターネットのみを利用する会員制度を正式に

位置づけて、川越の環境をよくしたいと考えている人々の多様なニーズに応えるとともに、新たな人材の発

掘を図っていきたいと考えています。 
 
 川越の環境がさらによくなるように、会員のみならず、川越の環境をよくしたいと考えている方々の、か

わごえ環境ネットの活動への参加とご協力をお願い申し上げます。本年がみなさまにとって充実した年とな

ることをお祈りいたします。 
平成17年元旦 かわごえ環境ネット理事長 小瀬博之 

 1



かわごえ環境ネット会員通信第 17 号 2005 年 1 月 1 日発行 
 

■理事会 

 10 月 26 日（火）、11 月 29 日（月）、12 月 21 日（火）に理事会を開催しました。10 月から 12 月ま

での各部会活動報告や、11月3日開催のリスクコミュニケーション、11月13日開催の北公民館かんき

ょう祭りや2月 26日開催予定の第3回かわごえ環境フォーラム等についての審議等をしました。 

■自然環境部会 

部会は 10 月 19 日（火）と 11 月 16 日（火）そして 12 月 17 日（金）に開催され各グループから活

動の進捗状況と今後の予定について報告があり、話し合いを行いました。 
「残された自然の保全グループ」では10月 26日（火）に仙波小の４年生を対象にした総合学習サポ

ートの要請があり、自然環境部会からは４名が参加して新河岸川の魚、野鳥、植物などのガイドを行い

ました。10 月 31 日（日）には（財）埼玉県生態系保護協会の稗島さんを講師に迎えて川越森林公園計

画地で樹木調査を行いました。次世代の木が少なく幼木の確保が課題である事がわかりました。11月 6
日（土）には第一回くぬぎ山自然再生協議会が開かれ、現地視察と役員選出などを行いました。 
「水辺の自然の保全と再生グループ」では8月以降も仙波河岸史跡公園の保全活動と自然観察会を活

発に行いました。9月 24日（金）に多くの地域の方の参加も得て、外来植物の駆除、池の魚類と水質調

査などを行いました。11 月 13 日（土）には講師に（財）埼玉県生態系保護協会の杉本さんを迎え、植

物、昆虫の自然観察会と井上さんによる仙波河岸の歴史と竜神様の由来についての講演を受けました。

当日は30名に近い参加者で大いに盛り上がりました。 
11 月 6日（土）には第二回湧水探訪会を笠幡地区の北小畔川沿いコースで行いました。延命寺からス

タートして約４時間のハイキングでしたが天候にも恵まれ普段見られない私有地の湧水を多く見られた

事や、三面護岸化が進む用水路で最後に残った 400ｍほどの自然護岸のすばらしさに触れることが出来

ました。 
また 11月 17日（水）には公園整備課との打ち合わせ会を行い、仙波河岸史跡公園での活動に関して

の要望や意見交換を行いました。要望は渇水期対策としての井戸の掘削、活動看板の設置、業者による

下草刈時の立会いルール化などの8項目ありました。         （以上，文責：大辻 晃夫） 

■社会環境部会 

 10月20日（水）、11月17 日（水）、12月 15日（水）に部会を開催しました。 
各グループの活動は以下のとおりです。 
①法令研修グループ： 12月中の法令研修会の開催を目指しましたが、具体化にいたりませんでした。 
②ごみ減量・リサイクルグループ：市のごみ対策について、部会で話し合い、具体的提言としてまとめ、 

氏に提出する方向で討議中です。 
③化学物質（リスコミ）グループ：次ページに掲載してあるとおりです。 
④省エネ・地球温暖化防止グループ：県の書式に沿って1年間記録できる環境家計簿（案）を作成しま 

した。今後検討し、より良いものに活用したいと考えています。 
⑤街美化グループ：商店会連合会等との連携の方策を検討中です。毎月のクリーン川越活動は、参加者 

も徐々に増えています。 
⑥地域通貨グループ：自然・社会両部会の部会活動で活かせるツールとしての可能性を検討中です。 
⑦北公民館かんきょう祭り： 4ページ参照。11月13 日に多数の市民の参加を得て実施しました。 
＊11月 17日（水）に定例会後に懇親会を行い、会員間の活発な議論が展開され、こうした懇親会は随

時開催していくべきとの圧倒的意見を得ました。 
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環境コミュニケーション（？） 

‐知りたい、伝えたい企業の環境活動‐ 
かわごえ環境ネット 社会環境部会 

浅 川 英 雄 
 

「環境コミュニケーション」とは、聞き慣れない 
言葉で？と思われたでしょうが、実は「リスク 
コミュニケーション（以下リスコミ）」を言い換 
えただけのことです。 
何故このように言い換えたかというと、昨年 

11 月 3日（文化の日）に東洋インキ製造（株） 
川越製造所で開催された「かわごえ環境ネット 
（以下環境ネット）」主催のリスコミは、前回の 
啓蒙を目的とした行事と異なり、リスコミ本来 
の目的である“事業所と周辺住民のコミュニケ 
ーション”を実践することにあったのですが、 

なにせ一般住民には馴染みが薄い言葉で、趣旨が伝

理事の芝浦工業大学中口助教授が提案して命名した

その甲斐あってか、地元 6 自治会 12 名を中心に近

30名を超える参加者を得て開催することが出来まし

午前中は、環境ネットの吉田リスコミ実行委員長

大学の村山教授による開催趣旨説明、市環境保全課の

田さんの「市民生活とＰＲＴＲ」説明へと進み、東洋イ

製造所の「ＰＲＴＲ物質の説明」で昼食となった。

午後は、2 班に分かれて工場見学、その後東洋イ

見交換会となった。村山教授がコーディネーターを

解度は低く戸惑いが感じられた。予測していたこと

られました。 

しかし、こうした積み重ねがなければ何事も進展

境保全連絡協議会の高木会長の言にもありましたが

力により、非常に中身の濃い意義深い内容で実践出

は言えず、更に、今後もこのように充実した内容で

夫が求められている、ということを痛切に実感した

最後に一言、企業は “最初に化学物質ありき”から

の活用”へと意識変革されることを心から願います
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ものです。
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東洋インキ製造（株）川越製造所 全景 

のではないか、との配慮から環境ネット

 

5 社と環境団体、埼玉県と環境省など総勢

、環境ネット小瀬理事長の挨拶、早稲田

の負荷」、そしてバルディーズ研究会の角

ロジーセンタによる「当社の環境活動」、

川越製造所環境活動」の説明があって意

助教授が講評されたが、総じて住民の理

こうした事業の難しさを改めて認識させ

も事実です。閉会の挨拶をされた川越環

東洋インキ側の周到な準備と担当者の尽

が、それでも所期の目的は達成されたと

とは限りません。関係者のより一層の工

。 

く脱却し、“生命環境にやさしい自然資源

                  

完 
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第 4 回北公民館かんきょう祭り 
 

北公民館かんきょう祭り実行委員会 
北村 幹男 

 
北公民館かんきょう祭りも4 回目を迎え、04年 11月13 日(土)に開催された。 
今回のかんきょう祭りには、次のような特徴がある。 
 

1.川越市エコチャレンジイベントに認定されたこと 
  川越市エコチャレンジイベントは、環境

問題啓発に積極的に取り組むイベントを市

が認定し、ＰＲすることにより市民により

一層の環境問題に対する協力を求めるもの

であるが、北公民館かんきょう祭りはこの

認定を受けることにより、外部に対してそ

の性格をより鮮明にすると同時に、祭り内

部でもごみ問題や、省エネを来場者に積極

的にＰＲする手段に利用させてもらった。

今回特に祭りのテーマを「生活の中の省

エネ」としたためその効果は充分あったと思う。 
来場者にＰＲしたビラ 

 
2.出演、出展者に公民館外部の人の参加を求めたこと 

出演、出展者には、今回特に公民館外部

の省エネの鉄人や、東京電力などの省エネ

に熱心な企業にも参加を求めた。これは、

あらかじめ公募で求めた省エネアイデアや、

標語などの作品展示を含めて人々の興味を

ひき、熱心に読み、聞き、質問する来場者

を見て、我々主催者にも今後の祭りのあり

方のヒントを与えてくれた。 
「継続は力なり」というが、地味ではある

がこのような地域活動を通して今後も環境

問題啓発に微力ながら貢献していきたい。 
かわごえ環境ネットの展示ブース 

以上 

第３回かわごえ環境フォーラムにぜひご参加ください！ 

発表申し込み数は、12月末現在で22件（内口頭発表19件、パネル展示10件、実物展示4件等）です。

なお、鶴ヶ島環境ネットワーク会長である鈴木勝行氏連帯のあいさつがある予定です。 

日時：２００５年２月２６日（土）９：３０～ 
場所：川越市民会館及びやまぶき会館 
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     団体会員の紹介 

「川越市角栄商店街振興組合」 

川越市角栄商店街振興組合 
理事長 前田 章 

 
全国各地において環境を考える運動が盛

んに実行されております。角栄商店街は川

越市の西部地区に位置し、約 40 年の歴史

があり、角栄商店街も積極的に活性化と美

化運動を展開してまいりました。 
そして霞ケ関北地域の環境等整備面に於

いても積極的に行い、地域住民の台所商店

街として親しまれております。商店街の美

化とゴミの減量についても川越市環境部の

指導の元でいち早く取り組みその事業が認

められ川越市からピュアハート川越に指定

された唯一の商店街です。 
角栄商店街としては毎年重要な事業の一

部として、毎月の第３金曜日朝８時から商

店街美化清掃デーを事行しており、全店舗

が揃って清掃や水撒き等で頑張っています。

その事により商店主の絆（連帯）も深まり

又それ以上に地域住民との大きなつながり

が出来たことは商店街にとって大きな収穫

です。そして商店街と地域住民（自治会）

が常に一体となって地域の活性化のために

努力し、夏祭り（ナイトフェア）など行う

時も連帯を深めてまいりました。 
今後において商店街の中心に位置した

場所に大型スーパーの出店等で商店街を

取り巻く環境問題は山積です。お年寄り

や子供が安心して買い物できる商店街と

して歩道又遊歩道との安全と美化を重点

目標とし又安心して生活できる街造りを

目指したいと思います。 
 
 

以上 
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     会員の広場（一言コーナー） 

「私の自然環境維持活動」                         市川 衛 

昨年10月、埼玉県の新河岸川流域での湧水調査に初めて参加し、コンコンと湧き出る水に感動する一方で、湧

水地点がゴミ捨て場のような荒れたままの状態であったり、既に宅地造成がされたりして見つからないなど自然

環境が破壊されている状況を目の当たりにして複雑な思いでした。 
そして、子供の頃に遊び、親しんだ水辺や自然は既に失われ、取り戻すことはできないが、まだまだ地域に残

る自然の環境を維持していく努力が大事であり、市内に自然環境を維持する為の活動機会があればぜひ参画した

いと思うようになりました。 
丁度湧水調査にご一緒した方が「かわごえ環境ネット」の会員であったことからこの会に関心を持ち、多少な

りとも地域社会のお役にたてればと参加を決意、4月から自然環境部会で活動をさせていただいています。 
現在は主に 5 月末にオープンした「仙波河岸史跡公園」での自然観察会や保全作業が活動の中心ですが、回を

追って多くの方々に参加いただけるようになり、大変やりがいを感じています。最大の課題は涌き水が少ないこ

とですが、公園整備課の方々とも打合せながら、自然に親しめる水辺の公園としてさらに素晴らしい自然公園に

していきたいと考えます。引き続き自然観察会や保全活動も実施しますのでよろしくご支援のほどお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      団体の１～３月の行事予定 
◎埼玉県生態系保護協会                ［問い合わせ先・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日程］ 
１月 ９日(日)10:00～蓮見橋集合      １月２３日(日) 9:00～ジョイフル集合 
２月１３日(日)10:00～蓮見橋集合     ２月２７日(日) 9:00～ジョイフル集合 
３月１３日(日)10:00～蓮見橋集合     ３月２７日(日) 9:00～ジョイフル集合 

◎武蔵丘陵森林公園の自然を考える会          ［問い合わせ先・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］ 
１月１６日(日)         １月１６日(日)            １月２３日(日)   
２月 ２日(水)        ２月 ６日(日)         ２月はなし 
３月２８日(月)          ３月２０日(日)          ３月２７日(日) 

◎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」のゼッケンをつけて、まち美化啓発運動 
 １月 ４日(火)、１３日(木)、２９日(土)       午後１時半、川越駅東口アトレ横歩道橋下集合 
 ２月 １日(火)、１０日(木)、２６日(土)、    クレアモールから一番街・市役所まで 
３月 １日(火)、１０日(木)、２６日(土)    クリーンウォーク活動をします！ 
○第３日曜日は午前９時半より市内中心部の清掃。本川越駅前交番横９時半集合。２時間活動。 
１月１６日（日）、２月２０日（日）、３月２０日（日）…小中学生からお年寄りまで多数の参加を！ 

◎（仮）川越市森林公園予定地観察会          ［問い合わせ先・環境政策課まで連絡を］ 
第１２回１月２３日(日)、第１３回２月２７日（日）、第１４回３月２７日（日） 
時間：９時３０分～１３時  集合場所：南文化会館ジョイフル 

■編集担当より…小瀬理事長の情熱あふれる巻頭の挨拶で新年の会員通信をお届けすることができま

した。皆様からの積極的な投稿を心よりお待ちしています。[広報委員：小瀬・長内・武田・金子(大）] 
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