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【巻頭言】事業所内の落ち葉で「腐葉土」を作っています
 

 
1825mm×1825mm×900mmサイズの 
腐葉土置場が 3か所あります 

 

 
事業所内の垣根の根元に撒きました 

長丸の部分です 
 
 
 
 
 
 
 

	 基本的にリサイクルは、「原材料化」「再利用」「熱回収」など色々な

方法があります。その中でいかに「熱回収」ではない方法で進めるの

がベストだと考えています。その考えの下、事業所から排出される廃

棄物の処理方法を徹底的に見直し、資源として再度世の中で活躍させ

る方法はないか、常日頃考え活動しています。 

	 さて、弊社川越事業所の「落ち葉」は、一昨年までは「可燃ごみ」

として川越市の資源化センターに処理をお願いしていました。年間で

も相当量になり処理費用も 20万円程度かかっていました。いかに「落

ち葉」を「可燃ごみ」でない物にするか?? それは「腐葉土作り」しか

答えはありません。しかし、腐葉土を作るのは簡単と思えても落葉回

収・運搬・置場に入れるなど、組織の仕組みで回すとなるとなかなか

難しいものがあります。そこで、筆者が参画している川越商工会議所

の「川越環境保全連絡協議会」の中で、腐葉土作りをしている会社を

「ベンチマーキング」し、ノウハウを伝授してもらいました。その後、

部内で調整し、2012 年 6 月から「腐葉土作り」をスタートしました。

2013年秋には 1年物の腐葉土を事業所内の垣根の根元に撒くことがで

き、落ち葉のリサイクルが始まりました。 

 

かわごえ環境ネット	 理事	 石川一男 
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【特別寄稿】 
先人の知恵で川越の気候を和らげる 

―伝統的建物としての蔵造りの省エネ効果の環境気象学的意義―

福岡義隆（立正大学・広島大学名誉教授、環境気象学専攻） 

1.はじめに 

	 昨今の熱中症激増をもたらす地球温暖化緩和

のために、炭酸ガス排出量のより少ない住まい

のあり方が問題になっている。川越市の蔵造り

（図-1）とか岐阜県白川郷の合掌造り民家（図-

2）などは、伝承されてきた省エネ省資源の知恵

が生かされてきたと思われる。前者に関しては

2007 年の夏から初冬にかけて実測の機会を得

たので概要を紹介したい。また、後者について

は 1998年秋に簡単な実態調査を試みている。本

稿では特に熊谷市で日本の最高気温を更新した

2007 年 8 月 16 日の川越市内での結果が関連学

会でも注目されたので一部を紹介し、かつそれ

らの環境気象学的意味を考えてみたい。なお、

白川郷の藁葺屋根に関しては、本年 1月に韓国

における国際会議に参加した折に訪れた世界遺

産良洞村についても言及し、先人の知恵の見直

しとの取り組みにも関連して論じてみたい。 

 

2.調査概要 

2-1 埼玉県川越市内 

	 蔵造り通りに位置する「蔵造り資料館」と、

同市内の普通家屋（畑中宅～当時立正大生自宅）

のそれぞれを調査の対象とした（図-3に両建物

の位置）。人の出入りの極少ない部屋の内壁と外

壁、屋根裏など（図-4に平面図）に、自記温湿 

 
図-1	 蔵造り資料館 

 
図-2	 白川郷合掌造り 

度計を設置して 2008年 8～12月の 5か月間実測

し（図-5）、不定期にサーモトレーサーで熱画像

撮影も試みた。最寄りの気象官署での気温・湿

度との関連を見るために、所沢アメダスのデー

タを使用した。 

 
図-3	 川越市における観測対象建物の位置 

 
図-4	 蔵造り資料館の平面図 

 
図-5	 観測の様子 
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2-2 白川郷合掌造りにおける微気象観測 

	 観測は世界遺産指定の伝統的民家の一つを対

象に 1998年 10月 26～29日、立正大学における

フィールドワーク（野外実習）の一環として実

施したものである。観測項目は茅葺屋根民家と

隣接の普通住宅ともに気温・湿度・表面温度・

風向風速などで、昼夜交代で 30分間隔で実施し

た。主要な観測箇所は日向日陰の屋根表面、屋

根裏、合掌造り 1階・2階、外庭などである。 

 

3.調査結果と考察 

3-1	 川越市の蔵造りの場合 

	 熊谷市で日本一高温になった 2007 年 8 月 16

日、川越市内も 41℃近くであった（図-6・図-7

の気温はアメダス所沢の値）が、蔵内は 32.5℃

前後（図-6）、比較の普通住宅内では、38.5℃（図 

 
図-6	 蔵造り資料館の気温（2007年 8月 16日） 

 
図-7	 川越市内の普通住宅の気温（2007年 8月 16日） 

-7）であった。蔵造り壁材の断熱効果が大きい

ことがわかる。 

①室内気温の変化幅は蔵造りで 0.5~2℃、普通

民家で 10℃、湿度はそれぞれ 11%と 30~45%で

あるが、蔵造りの方がやや高湿度に保たれてい

る。蔵造りの壁には熱を遮断する効果と湿度を

遮断する効果がある. 

②最高最低温度時に位相差が見られる。熱の伝

わり方が一般的民家とは異なり時差（位相差）

がある。 

③現代的民家は暖まりやすく冷めやすく、伝統

的民家は暖まりにくく冷めにくい。 

④伝統的民家は体感的に人体に優しい環境であ

り、省エネ環境であると言える。 

3-2	 白川郷合掌造りの場合 

①茅葺屋根表面温度は日向日陰で温度差は大き

く、屋根裏は温度差も温度変化量も小さい。ス

トロー状の藁中の空気が熱の不良導体なので、

温度緩和効果を示している。 

②外気温は 12～13℃と低温であったが、伝統的

民家内は約 20℃、普通家屋は中間くらい。 

③屋外の湿度は 50～100%と変化が大きいが伝

統的民家内は 65～80%と変化幅が小さい。藁の

吸湿効果が働いていると思われる。 

⑤従って生気象学（体感的）には伝統的民家の

方が快適であり省エネ（低 CO2排出）であるこ

とがわかる。 

 

4.あとがき 

	 2013年 1月韓国で開催された国際シンポジウ

ムに招待講演を終えた後、世界遺産民家村（良

洞村）に白川郷を重ねて見てきた。その国際会

議で韓国が今、先人の知恵を見直す取り組みを

官民学で実施していることを報告された。「温暖

化と生物多様性」というテーマのシンポジウム

の場で人間・動物・植物あらゆる生物を対象と

し、山漁村に生きる人々とそう動植物への恩恵

を「環境保全」の視点で取り組み、その具体的

な取り組みに先人の知恵を掘り起こしているレ

ポートが印象的であった。ぜひ見習いたいとい

う思いから川越や白川郷などの伝統的建物の重

要性を再考した次第である。
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川越の自然を訪ねて（16）川越の大きな樹
	 川越には一体何本くらいの木があるのでしょ

うか？	 「川越樹の会」という市民団体が 1998

年から 2010年まで川越全域の樹木の大きさ・種

類を調査しました。市内の神社・寺院・史跡・

公園・指定緑地・学校など 340か所、個人宅な

ど 676か所にわたります。これは市の全てでは

ありませんが、何万本という数になったようで

す。この膨大なデータは「川越の樹木と樹林」

という冊子にまとめられ市立図書館に寄贈され

ています。 

	 今回はこのデータを参考に会員に聞き取りを

しながら主に“大きな樹”に着目して記事にま

とめました。いわゆる「巨樹」というのは胸高

130cmの幹周りが 300cm以上ですが、ここでは

200cm 以上を大きな樹として取り上げました。

本数の多いものからピックアップしたのが下記

の表です。

 
大きな樹の本数 

幹周り	 cm ケヤキ ソメイヨシノ シラカシ ムクノキ クスノキ 
647～300 82 38 13 13 24 
299～250 226 67 32 29 19 
249～200 527 183 121 61 29 
合計本数 835 288 166 103 72 
最大幹周り 647 525 478 510 617 

上記のある場所 白髭神社 東洋大学 喜多院 三変稲荷神社 並木大クス公園 

	 これによるとケヤキが 835本でとても多いこ

とがわかります。幹周りが 200cmを超えるとい

うことは、直径が概ね 70cm 以上でかなり大木

の感があります。これらの樹がどこにあるの

か？	 これについても詳しく調査されています。

意外にも中央部に 122 本ありますが、主に神

社・寺院などです。一番多いのは福原地区で 21

0 本あり、個人宅がほとんどです。逆に少ない

のが山田地区（12本）、芳野地区（13本）で水

田地帯には大木は向かないのかもしれません。 

	 また、ケヤキは街路樹にもよく植栽されてい

ます。鶴ヶ島市に近い吉田・川鶴にはケヤキ並

木があり、会の調査では 635本が記録されてい

ます。植栽されて 25 年ほどで幹周りが 100cm

を超え堂々たる成長ぶりですが、周辺住民にと

っては悩みの種になっています。夏場の緑陰は

ありがたいのですが、大量の落ち葉がやっかい

で自治会でも随分問題になりました。今では、

秋口のまだ青い葉の時期にクレーン車による剪

定が行われています。あまりに強い剪定に「ガ

イコツみたいだ」との言葉も耳にします。本来、

のびのびと枝葉を拡げるケヤキが人間の都合で

このような姿にされるのは申しわけない気持ち

になります。          （賀登環） 

 

左写真 
下小坂白髭神社の大ケヤキ 
幹周り 647cm 
高さ 33m 
樹齢 500年 

 
右写真 

川鶴のケヤキ並木 
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「第 12回かわごえ環境フォーラム」2月 22日開催
	 2 月 22 日（土）に開催される第 12 回かわご

え環境フォーラムの詳報です。今回は、テーマ

を「気象から考えるかわごえの環境」として、

気象から私たちの環境問題と環境活動を考える

機会にしたいと考えています。 

	 会員の有無を問わず、どなたでも参加できる

イベントです。ぜひご参加ください。なお、1

月号から時間が若干変更となっています。 

◆開催概要 

日時：2014年 2月 22日（土）9:20-16:30 

場所：川越市環境プラザ「つばさ館」 （川越市

鯨井 782-3、川越駅〜若葉駅間の東武バスで「な

ぐわし公園」より徒歩 5分） 

◆午前の部 9:20-11:45「環境活動報告会」 

	 開会式に続いて、川越の環境をよくするため

に活動している個人・団体の活動成果・研究成

果の発表会です。1組 10分、13編の発表を予定

しています。 
環境活動報告会プログラム 

1 ふくはら子どもエコクラブ『地元の自然を基本に、

農業と文化のつながりを知る』 
2 過昌司『循環型農業と雑木林の生態系について』 
3 増田純一『かわごえ吉田・笠幡里山イニシアチブ 』 
4 松岡壽賀子（ネットワーク『地球村』川越）『禍小

さく、懐暖かく』 
5 谷津弘子（NPO法人武蔵丘陵森林公園の自然を考
える会）『国営武蔵丘陵森林公園における自然保護

活動』 
6 田崎愛知郎（川越生物多様性有機農法で地域づく

りに取り組む会（みなみかぜいきいき田んぼの

会））『田んぼ発 いきいき地域づくり』 
7 飯島希（こどもの根っこを育てる会）『協働事業－

保育園年長児への環境教育「森のムッレ教室」－』 
8 関根友也・小瀬博之（東洋大学）『大学、行政、農

家の連携による遊休農地の再生に関する研究』 
9 森本貴大・小瀬博之（東洋大学）『地域づくりにお

ける協働と学生の参加に関する研究』 
10 鈴木健太・木下雄太・小瀬博之（東洋大学）『グリ

ーンカーテンにおける環境への効果と環境コミュ

ニケーションの推進に関する研究』 
11 大塚貴彦・小瀬博之（東洋大学）『都市化する集落

の習俗と自然環境の変化～川越市名細地区を事例

として～』 
12 賀登環（自然環境部会代表）『自然環境部会を中心

とした活動』 
13 原嶋昇治（社会環境部会代表）『社会環境部会を中

心とした活動』 

◆昼休み 11:45-12:45 

	 ポスター展示をご覧ください。昼食はご持参

いただくか、PiKOAの軽食コーナーをご利用く

ださい。 

◆午後の部 12:45-16:30「フォーラム」 

12:45-14:00基調講演『都市の暑さを緑地が体

感的に緩和できるか〜川越市について考える』 

	 本号 2〜3 ページにご寄稿いただいた福岡義

隆先生（広島大学名誉教授、立正大学名誉教授）

にご講演いただきます。 

	 福岡先生は、生気象学が専門で、川越市では、

川越市環境審議会会長、川越市北公民館「川越

川柳入門教室」講師を務められています。2011

年 5月の「世界一受けたい授業」に出演された

ことがあります。また、環境問題を詠った「エ

コ川柳」の命名者でもあり、多彩な活躍をされ

ています。 

14:10-16:10分科会 

	 3 つのテーマを設けて、それぞれの会場の参

加者全員で話し合い、今後のかわごえの環境に

対するアクションを考えます。 

1.社会環境部門「かしこいエコぐらし」 

	 「かしこいエコぐらし」とは何だろう？	  

それは収入に見合った無理なく経済的な暮らし

をするとともに、地球環境にやさしく、美しい

地球を未来に残す生活をすることです。 

	 分科会ではみなさんが実践していること、あ

るいはアイデア等、気軽に懇談する予定です。  

	 また、川越市では観光都市化に努めています

が可燃ごみも増加しており、環境問題にも取り

組む必要があると感じ、これらの問題も含め、

多くの方々に気軽に出席していただき、懇談し

たいと思っています。 

2.自然環境部門「生物多様性地域戦略」 

	 生き物の保全と私たちの暮らしは密接に結び

ついており、この関係は昔から続いてきました。

川越の環境も都市化や開発とともに変化してき

ています。この変化は最近、速度をはやめ、生

き物の生存を大きく脅かしています。 
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	 私たちは、この変化を生き物との関係で捉え

なおして、川越の環境の今を話し合います。そ

して、自然と人間が共生するために、生物多様

性保全地域戦略を市民との協働でつくり、その

実現にむけて力を発揮しなければなりません。 

	 そのために、私たちの住む川越の環境をどう

保全するのかについて話し合いをします。 

3.提案部門「川越におけるエコツーリズムの可

能性を考える」 

	 歴史的建造物や町並みで多くの観光客を集め

る川越は、首都圏でも有数の平地林、田、畑、

川などの自然環境豊かな都市で、くぬぎ山自然

再生事業、三ツ又沼ビオトープ、（仮称）川越市

森林公園計画地など大規模な緑地から、身近な

緑地、巨樹・古木などさまざまなレベルの緑地

が存在します。また、今後の近郊農業のあり方

に向けての様々な取組が見られるようになって

きました。さらに、新エネ百選、残したい日本

の音風景 100選、かおり風景 100選など、環境

側面からさまざまな取組や資源が選定されてい

ます。「かわごえエコツアー」の取組で産業にお

ける環境配慮の取組なども含めた観光ツアーが

設定されてきました。今後の川越における観光

のあり方について、環境の側面から切り込んで

いきます。

かわごえ環境ネットの活動報告

恒例の成人式会場クリーン活動（1月 13日） 社会環境部会 

集めたごみを囲んで 
昨年は雪で活動が中止、今年は晴天でした!! 

	 社会環境部会のまち美化グループは 1 月 13

日（祝日）に、恒例の成人式会場クリーン活動

を行いました。 

	 今年も川口啓介市議会議員が参加、式典が始

まる寸前まで協力くださいました。また、5 回

連続参加で最年少の山野さん、初参加の板野さ

んを含め 7名が活動しました。 

	 渡辺利衛さんの段取りにより、参加者は「歩

きタバコ・ポイ捨てなくしましょう」のゼッケ

ンをつけて、式典会場の川越運動公園総合体育

館前の広場、緑地、駐車場、周辺道路等でポイ

捨てごみを拾いながら、今年の新成人の方々に、

タバコの吸殻やごみをポイ捨てしないように啓

発活動をしました。      （菊地三生） 

 

川の再生交流会に参加して（1月 13日）
	 「全ての川を清流に 川の国埼玉」をめざして、

県主催、埼玉河川環境団体連絡協議会（埼川連）

が協力する交流会がさいたま市民会館うらわで

行われました。ホールいっぱいの参加者で熱気

あふれる交流会となりました。 

	 県を代表して上田知事は“川の面積と幅が日

本一で全ての川でアユが遡上し食べられるよう

に、山と平地の緑を取り戻す活動を続けており、

川を守る「川の国応援団」が 500団体を超えた

こと”を報告しました。 

	 羽生市の三田ケ谷小学校から、学校ぐるみで

の飼育や放流を行う「ムジナモ」の保護・増殖

活動が報告されました。美化活動団体の表彰の

後、「川の再生活動事例」が 4団体から報告され

ました。「世界未来遺産」になったムサシトミヨ

を守る高校生の活動（DVD）、獨協大学の伝右
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川の浄化構想、垳（がけ）川の復活の取り組み、

そして県の川の再生取り組みでした。 

	 午後は 7分科会に分かれての活動報告と討論

が行われました。本会からは 4名が参加しそれ

ぞれの分科会に参加しました。 

	 私は初めての交流会参加で「アユがすむ川づ

くり」分科会に参加しました。活動報告は①新

河岸川のアユ調査では川越の街中までアユが遡

上していました。②入間川では農業用堰がアユ

の遡上を妨げていることが放流実験からわかり

堰の改修が行われます。③県東部の川の実情を

報告。④黒目川でアユを食べる、商店街で魚の

展示をするなどの魚を通じての川づくりの実践

が報告されました。 

	 アユは東京湾から遡上して生態上食性を変化

させながら上流をめざし、少しの堰でも上って

いく（昭和 40年代までは上っていた）。遡上が

できなくなったのは砂利の採取と堰の下でえぐ

れて河床が低くなったのが原因のようです。 

アユは落差がなければ上流に上る性質があるそ

うで新河岸川で見られるのも段差がない川だか

らです。黒目川のように産卵できるのが、アユ

が生育できる川なのでしょう。  （過昌司） 

 

 
ムジナモの保護・増殖活動の報告 

 
美化活動団体感謝状贈呈式 

 
分科会の様子 

会員の活動報告

眼下のにぎやかな公園・クレアパーク 

 
クレアパーク 

	 人口 34万人を擁する川越市は、鉄道の駅が 1

2駅（JR×5、東武×5、西武×2）の大都市であ

る。その街の中心地、川越駅と本川越駅を結ぶ

繁華街に「クレアモール」が 1本通っている。

その道の名は「明るい遊歩道」の意味でつけら

れたと思うが、“クリアモール”が正しい発音の

はず。 

	 丸広百貨店とアトレの中間地点に小公園が 1

0 年前に造られて、市民や通行人が休める憩い

の場所である。池には常に水が流れており、水

音が実にさわやかであり、夏は子どもたちの絶

好の遊び場である。週末は新鮮な野菜や花が並

ぶ朝市が開かれたり、夏休みのラジオ体操、盆

踊り、高齢者の太極拳、消防訓練、音楽演奏会

など、実に多彩、多目的に利用されている。特

筆すべきは、管理人が常駐しており何時も安全

かつ清潔に保たれて、利用しやすく市民にとり

ありがたい存在である。 

	 園内の樹木は、辛夷（こぶし）1本、栃 2本、

花水木 3本、桜 4本合わせてわずか 10本である

が、四季を通じて、樹々の新芽や花、そして日

陰を作る大きな葉が美しく街を演出してくれる。 

	 毎朝、保育園の園児たちが集まると急ににぎ

やかとなる。子どもたちは蝶一匹が現れても、

大勢で追いかけて大きな喚声が上がり、椅子で

休む利用者の目の保養となり、私も窓を開けて

眼下の微笑ましい光景に見惚れてそのパワーを
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もらっている。私は新聞の定期購読は止めて、

毎朝散歩に歩き朝刊を買い、公園のせせらぎを

聞きつつベンチで新聞に目を通す日課である。 

	 観光都市小江戸川越の街に、観光客がゆっく

りと弁当を広げたり、銘菓やだんごを食べなが

ら俳句の一句も捻り、スケッチしたりできる、

くつろげる都市空間の増設を期待するものであ

る。 

2014年 1月吉日	 脇田町在住	 鶴巻史朗

自前発電は地域を豊かにする 

 
飯田哲也氏 

 
食物アート

	 昨年 12月 21日（土）比企郡小川町中央公民

館で環境エネルギー政策研究所所長 飯田哲也

さんの講演会&交流会に参加した。 

飯田さんの話の要点 

①現在は人類史上「第 4の革命」（自然エネルギ

ー活用）と言える。※メソポタミア等の農業革

命→イギリスからの産業革命→情報・通信革命

（パソコン・インターネット普及）へと世界は

動いた。 

②2011 年 3 月 11 日を境に皆の気持ちに変化が

起きた。福島第一原発事故の事態を知ったこと

による。㋐地域自立㋑生産・供給から生活者の

立場での動き㋒原発・化石エネルギーから節

電・自然エネルギーへ㋓既得権益と経済成長重

視から持続可能性を考え、正義・幸福を追求し

ようとする行動への変化 

③東京電力の対応の問題点は特に汚染水の流失

（トリチウム・セシウム・ストロンチウムの順

に海に流失する）にある。 

④原発を再稼働しないと停電すると主張する人

がいるが㋐地域自治体・企業等による分散発電、

揚水発電の活用㋑照明器具やエアコン等の省エ

ネタイプへの変更㋒原発の建設・維持費の増加

（特に安全対策）の理由で原発依存度は世界的

に下がっている。 

⑤ピーク時の電気が問題ではないかと言う意見

があるが㋐太陽光発電はピーク時（夏の昼間）

での発電が最大になる㋑自然エネルギー（太陽

光・風力・バイオガス）の活用によってドイツ

等では温室効果ガスが年々削減している。㋒ア

メリカ最大の電力会社 NRGの David Crane（デ

ィビット・クローネ）CEOは「もう電力会社は

要らないと発言し原発から太陽光にシフトして

いる㋓電力を個々の電力会社に任せから電力取

引所作って電力を売買するようにする等を考え

ると自然エネルギーへシフトした方が経済的で

もある。 

⑥地域発電が普及するためには、資金調達が問

題になるが、1口 50万円ほどの資金を住民や環

境に関心がある人から集める方法が有効（無利

息・10年ほどで返済）。 

⑦地域発電の最大の効果は、外に流れる富（電

力会社への支払い）から地域に帰る富（発電で

得た収入はその地域の資産になる）に変わるこ

とである。 

⑧地域発電の流れは 2001 年北海道浜頓別町か
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ら始まり、秋田・青森の市民風車（2003年）石

狩の市民風車（2005年）長野県飯田市のおひさ

まファンド・しずおか未来エネルギー会社、小

田原市ほうとくエネルギー株式会社、会津電力

等に広がっている。おがわ町自然エネルギーフ

ァームでは第 1号プロジェクト（17.5kWの太陽

光発電所が 1月に完成予定）が進行中、節電や

バイオマス発電の推進等の活動を通して小川町

に様々な富をもたらす活動をしているようです。 

・効率化	 持続可能な発電で 

風で富を 地域に富を（飯田さんの話を聴いて） 

・発電は	 地域の力で	 富創造 

午年の夢 皆で実現（おがわ自然エネルギーファ

ームの方々へ） 

	 交流会では三種の楽器を使い分けて演奏をす

る女性の技に感心しました。私は出た食材を使

って作品を作ってみました（食物アート）。 

（二見正憲）  

理事会・専門委員会からの報告 
理事会・事業運営委員会 
	 第 10回理事会及び第 9回事業運営委員会を 1

月 30日（木）9:00-12:00に福田ビル 3階におい

て開催しました。理事会は出席 8名・委任 3名、

事業運営委員会は出席 9名でした。連続する会

議なのでまとめて報告します。主な議事は次の

とおりです。 

①次年度事業計画の検討 

	 今年度主催事業として実施した「6 月環境月

間 環境啓発展」と出展事業「エコプロダクツ川

越」については、現在川越市において検討して

いる実施方法と時期に合わせて次年度開催する

方向で進めることになりました。本会の意向を

主催の資源循環推進課に伝えることにしました。 

	 その他、「川越市環境基本計画・かわごえアジ

ェンダ 21見直し勉強会」を、かわごえアジェン

ダ 21推進委員会を中心に実施、また、事業運営

委員会管掌の全体事業として、7 月ごろに実施

予定の「6 月環境月間 環境啓発展」「エコプロ

ダクツ川越」を引き継ぐ啓発事業、2月の「第 1

3回かわごえ環境フォーラム」、6月の「川の一

斉水質調査」、「まち美化活動」を実施する方向

を確認しました。主要な行事は実行委員会を組

織して分掌を進め、事業運営委員会を統括組織

とする方向で進めることにします。特に啓発事

業は、早期に実行委員会を結成する方向で進め

ることにしました。 

	 アースデイ・イン・川越については、2 月 4

日に第 1回の実行委員会が実施されるというこ

とであるので、情報収集に務め、組織としての

関わり方を明確にしていくことにしました。 

②予算の執行 

	 かわごえ環境フォーラム等の予算額・決算額

の見込みを確認しました。この決算額の見込み

をふまえ、年度末に向けて両部会で執行する金

額を調整することにしました。 

③かわごえ環境フォーラム 

	 実施要項を本誌 4〜5 ページの通り確定しま

した。また、ポスター展示枚数を確認し、未確

定の発表者には再確認することにしました。当

日のスタッフスケジュールと役割分担を確定し

ました。 

④川でつながる発表会 

	 最終的に 6名で対応することになりました。

当日の業務分担等を確認することにしました。 

（小瀬博之） 

 

社会環境部会 
	 1月の例会は、10日（金）福田ビル 3階会議

室にて 11名の出席者で会議を進めました。 

	 まず、環境活動報告集の原稿 24ページを全員

で検証し、字句の訂正をしました。今年度は、
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全員参加で活動報告を執筆し豊富な内容になり

ました。会員各位が読んで参加意識が高まるこ

とを期待しております。 

	 かわごえ環境フォーラムにおける分科会での

テーマ「かしこいエコぐらし」の話題提供者に

は、資源循環推進課の波田野泰弘氏（依頼中）

と埼玉環境カウンセラー協会会員・宮崎誠氏（確

定）に依頼し、参加者 20名程度を想定して進め

ることにしました。 

	 本年度予算の有効利用については、カウンタ

ー、導電率計、ワットチェッカー等の購入を検

討することにし、高橋さんに調べてもらい次回

決定することにしました。また、部会メンバー

での研修に値する施設見学の具体化を進めるこ

とにしました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

自然環境部会

	 1月定例会は福田ビル 3階にて 11名の参加で

開催されました。内容は以下の通りです。 

①活動報告 

・「（仮称）川越市森林公園」計画地植物調査・

保全活動・・・12月は冬芽の観察、武蔵野ふれ

あいの森の枯損木整理 

・池辺公園定例活動（1/7）7名参加・・・絶滅

危惧種ハグロソウ周辺のノイバラ抜根など保全

作業 

②かわごえ環境フォーラム分科会の内容検討 

・川越における生物多様性保全の現況について

問題提起 

・市内の生物多様性とは・・・団体や個人から

の報告を依頼していく 

③今年度の活動の振り返りと次年度へ向けての

話し合い 

（自然環境部会代表	 賀登環）

おしらせ 
「第 9回川でつながる発表会」2月 9日（日）仙波小学校で開催

 
	 国土交通省の荒川下流河川事務所が事務局に

なって開かれている「川でつながる発表会」の

第 9 回が、2 月 9 日（日）に川越市仙波小学校

の体育館で開催されます。広い新河岸川の流域

の各地で「川の安全と親しみ」に取り組んでい

る小中高校や大学の体験発表が行われます。 

プログラム 
10:00 受付 
10:30 開会 
10:40 現地見学会（2月 3日必着で申込必要） 

	 浅間神社、愛宕神社、仙波河岸史跡公園、

水循環センター 
13:00 発表会（自由参加） 

	 法政大学、グリーン・フォレスト・ネット

ワーク（GFN）所沢、埼玉県立川越高等学校、
明法中学・高等学校、川越市立仙波小学校、

ふじみの少年・少女合唱団 
交流会（自由参加） 

16:00 閉会 

	 かわごえ環境ネットもスタッフとして当日の

受付補助、仙波河岸史跡公園などの現地見学の

説明や応援など、小江戸塾会員とともに協力し

ますので、多くの方のご参加を期待しています。 

	 参加申込等の詳細は国土交通省荒川下流河川

事務所の「第 9回川でつながる発表会開催のお
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知らせ」をご覧ください。 

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

ociated05/20131219-2.html

 

「第 18回荒川流域再生シンポジウム」3月 16日（日）開催

 
	 本会が会員となっている荒川流域ネットワー

クからのおしらせです。 

	 荒川流域ネットワークでは、2014年も「天然

溯上のアユで溢れる流域の再生を語る」をメイ

ンテーマに、「荒川流域再生シンポジウム＆みず

かけ“サ”論」を開催いたします。 

	 今回は、5 年間のアユの標識放流調査と流域

一斉水質調査の結果、現在進められている入間

川での溯上環境改善事業を報告するとともに、

荒川流域でのアユの自然溯上復元への取組と生

息環境改善について語り合います。 

日時：3 月 16 日（日）12：30 開場、13：00 開

会、16：40終了 

場所：国立女性教育会館（東武東上線武蔵嵐山

駅徒歩 12分） 

プログラム 
12:30 受付開始 
13:00 主催挨拶、来賓挨拶	  
13:15 活動報告①「2013年度のアユ溯上環境調査の

結果と 5年間の調査結果報告」 
14:00 活動報告②「2013年度荒川流域一斉水質調査

の結果報告」 
14:20 活動報告③「新河岸川水系でのアユ復活への

取組み」 
14:40 事業報告「入間川における魚道設置事業につ

いて」 
15:00 休憩 
15:10 みずかけ“サ”論① テーマ｢天然溯上のアユ

で溢れる流域の再生を語る｣ 
16:10 みずかけ“サ”論②自由討論 
16:40 閉会の挨拶 

 

	 詳細は、荒川流域ネットワークホームページ 

をご覧ください。 

http://arariver-info.seesaa.net/article/386079910.html 

 

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）

＜会合＞ 

●社会環境部会（2014年 2月度） 

日時：2月 14日（金）13:00-15:00 

場所：川越市役所地階修養室 

●自然環境部会（2014年 2月度） 

日時：2月 14日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所地階修養室 

	 両部会は、毎月第 2金曜日の 13:00-15:00, 15:

00-17:00の連続開催です。次回は 3月 14日（会

場は福田ビル 3階会議室）です。会員であれば

自由に出席できる話し合いにご参加ください。 

◆広報委員会（2014年 2月度） 

日時：2月 21日（金）9:00-10:00 

場所：川越市環境プラザ「つばさ館」研修室 

（川越市鯨井 782-3） 

	 次回は 3月 18日（火）9:00-10:30に開催 

◆事業運営委員会（2013年度第 10回） 

日時：2月 21日（金）10:00-12:00 

場所：川越市環境プラザ「つばさ館」研修室 

内容：かわごえ環境フォーラムの準備 

◆理事会（2013年度第 11回） 

日時：2月 28日（金）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 
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	 次回は 3月 28日（金）9:00-10:30 

◆事業運営委員会（2013年度第 11回） 

日時：2月 28日（金）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

◆拡大企画会議 

日時：3月 26日（水）9:00-12:00 

場所：川越市役所 7E会議室 

出席者：正副理事長・専門委員会代表・会計 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会（2013年

度第 2回） 

日時：3月 28日（金）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＜自然環境の調査・保全活動＞ 

★池辺公園定例活動（毎月第 1火曜日） 

日時：2月 4日・3月 4日（火）9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

問い合わせ：菅野 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保全活動 

日時： 2月 10日・24日，3月 10日・24日（月）

9:30-12:30 

集合：川越南文化会館（ジョイフル）9:30 

（川越市今福 1295-2） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366）、事前連絡は

いりません。 

内容：2月 10日（月）巣箱調査と新しい巣箱掛

け、2月 24日（月）・3月 10日（月）保全作業

（武蔵野ふれあいの森）、3月 24日（月）調査・

観察会（ウグイスカグラ等早春の花） 

＜公開イベント＞（詳しい情報は記事をご覧ください） 

★【協力事業】第 9回川でつながる発表会 

日時：2月 9日（日）10:30-16:00 

場所：仙波小学校体育館（川越市富士見町 4-1） 

★第 12回かわごえ環境フォーラム 

日時：2月 22日（土）9:20-16:30 

場所：川越市環境プラザ「つばさ館」 

★【関連事業】第 18回荒川流域再生シンポジウム 

日時：3月 16日（日）13:00-16:30 

場所：国立女性教育会館（嵐山町菅谷 728）

 

会員・関係団体の主催行事

●NPO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.&Fax.049-224-9118,

 foresth@nifty.com） 

☞森林公園かんさつ会 

◆2月 5日（水）・16日（日） 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所 10:20 集合、

15:00過ぎ終了解散、参加費 200円。入園料要、

お弁当持参。雨天決行。 

	 野鳥や冬越しの昆虫の観察と調査を行います。

暖かい服装でおでかけください。 

◆3月 23日（日）公園主催,考える会協力 

	 公園南口から入園後受付。入園料要、10:30

開始、15:30ごろ終了 

◆3月 28日（金）考える会主催 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園前受

付）10:20集合、15:30ごろ終了解散、入園料要、

参加費 200円、お弁当持参。雨天決行。 

	 水辺の生き物や春の花を探しましょう。植物

の解説は、太田先生です。 

●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・自

転車放置」のゼッケンや「かわごえ環境ネット」

の腕章をつけて、まち美化啓発運動 

1. 第 1火曜日・第 3木曜日（13:30-15:00） 

◆2月 4日（火）・20日（木） 

◆3月 4日（火）・20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） 

◆2月 9日（日）・3月 9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） 

◆3月22日（土）（2月22日はフォーラムで中止） 

	 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。 
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☞「川の国応援団・新河岸川市内流域の清掃」 

	 原則として第 4日曜日 9時より 2時間。参加

できる人は、担当箇所分担の割り振りのため、

実施日の 3日前までに武田（090-2521-5770）へ

ご連絡ください。 

◆2月 23日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流、琵琶橋右岸たもと集合。上下

流を清掃。ごみはオアシス裏にまとめて解散。 

◆3月 23日（日）9:00-11:00 

	 旭橋・川崎橋に分かれて集合。新扇橋から養

老橋まで、市内の下流域を担当。新河岸川広域

景観づくり連絡会の流域一斉清掃活動に協力。

地元自治会にも協力呼びかけ。連絡は武田まで。 

●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 

◆2月 8日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 

◆3月 8日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 雑木林手入れ、焼き芋・スープ・あそぼうパン 

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。 

●みなみかぜ いきいき田んぼの会（川越生物多

様性有機農法で地域づくりに取り組む会） 

問い合わせ：社会福祉法人健友会みなみかぜ 後

藤・田崎（Tel.049-234-8500, Fax.049-239-5646） 

会場（集合）：みなみかぜ地域交流センター（川

越市吉田 204-2）。 

	 いつからでも、誰でも参加できます。会員に

なって 1年通して生きものいっぱいの田んぼで

米つくりに、田んぼ生きもの調査、田んぼ遊び

に参加ください。 

☞農作業 

◆毎週金・土曜日の午前中（10:00-12:00）2月

1日（土）、7日（金）、14日（金）、15日（土）、

21日（金）、28日（金） 

※11〜3 月農閑期は火曜日作業日はお休みです。 

☞月例会 

◆2月 8日（土）10:00-12:00 

場所：地域交流センターみなみかぜ 

●公益財団法人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）、当

日の携帯電話連絡（Tel.080-6584-3010） 

☞伊佐沼でバードウォッチング（毎月第 2日曜日） 

時間：10:00集合-12:00（小雨決行） 

集合：伊佐沼西岸蓮見橋、解散は集合場所で 12:

00ごろ。持ち物：筆記用具、あれば野鳥図鑑・

双眼鏡・飲み物。参加費：300円、高校生以下 1

00円（保険料・資料代として） 

◆2月 9日（日）10:00-12:00 

	 一番寒い時期です。一面に氷の張った沼で、

鳥たちは繁殖の相手とつがいになり北の国へ帰

る日を待っています。年末はヘラサギ、オオハ

クチョウ、ハジロカイツブリなど珍鳥が飛来し

ました。珍しいカモの現れるのを期待しましょ

う。 

◆3月 9日（日）10:00-12:00 

	 草木も芽を出し、春の兆しが見えて来ました。

小鳥たちも恋の季節の始まりです。春の陽に誘

われて相手を求め、恋の歌、さえずりが聞こえ

てきます。さあ、恋の歌を聴きに来てください。

野草も花を咲かせています。 

 

 

広報委員会からのおしらせ

●本紙への原稿投稿を受け付けています 

	 川越における環境活動報告などの記事をぜひ

お寄せください。2014年 3月号（No.089，3月

1日発行予定）の掲載原稿は、2月 15日（土）

必着です。電子データでいただけるととても助

かります。原稿と写真は編集担当共有のメール

アドレス（koho@kawagoekankyo.net）にお送り

ください。メールを使用していない方は、かわ

ごえ環境ネット事務局（環境政策課、川越市役

所本庁舎 5階）に提出ください。 
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イベントカレンダー（2月 2日〜3月 26日） 
日 月 火 水 木 金 土 

2/2 2/3 2/4 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

2/5 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

2/6 2/7 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

2/8 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 

2/9 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼でバードウ

ォッチング 
◎10:30川でつ
ながる発表会 

2/10 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 

2/11 
建国記念の日 

2/12 2/13 2/14 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

2/15 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
○本誌 3月号
投稿締切 

2/16 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

2/17 2/18 2/19 
◆9:00広報委
員会 

2/20 
◎13:30まち
美化啓発運動 

2/21 
◆9:00広報委
員会 
◆10:00事業
運営委員会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

2/22 
★9:20第12回
かわごえ環境

フォーラム 

2/23 
◎9:00川の国
応援団 

2/24 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 
 

2/25 2/26 2/27 2/28 
◆9:00理事会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ）

◆10:30事業
運営委員会 

3/1 

3/2 3/3 3/4 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/5 3/6 3/7 3/8 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

3/9 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼でバードウ

ォッチング 

3/10 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 

3/11 3/12 3/13 3/14 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

3/15 
○本誌 4月号
投稿締切 

3/16 
◎13:00荒川
流域再生シン

ポジウム 

3/17 3/18 
◆9:00広報委
員会 

3/19 3/20 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/21 
春分の日	 

3/22 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/23 
◎9:00川の国
応援団 
◎10:30武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

3/24 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

3/25 3/26 
◆9:00拡大企
画会議 

★：会員内外対象の公開・出展・後援イベント 
●：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 

月刊 かわごえ環境ネット 2014年 2月号 No.088 
発行日	 2014年 2月 3日	 編集・発行	 かわごえ環境ネット 広報委員会 
事務局	 〒350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 川越市環境部環境政策課 

Tel. 049-224-5866（直通）	 Fax.049-225-9800	 E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
かわごえ環境ネットホームページ	 http://kawagoekankyo.net/ 


