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【巻頭言】川越におけるエコツーリズムの可能性
 

 
飯能市エコツーリズム推進室の 

大野悟室長 
 

 
自然環境と伽藍が一体化した 

観光の拠点  
飯能市	 能仁寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	 「第 12回かわごえ環境フォーラム」の分科会の中で「川越における

エコツーリズムの可能性を考える」とのテーマで、飯能市エコツーリ

ズム推進室の大野悟室長お招きし、飯能市の取組と、川越市における

可能性についての検討が行われました。 

	 エコツーリズムの定義は「自然環境や歴史文化を対象とし、それら

を体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保

全に責任を持つ観光のありかた」とされ、 

①資源の保全「地域の自然や文化などの保全継承」 

②観光振興  「地域の自然や文化などの資源を理解し楽しむ観光」 

③地域振興	 「地域経済や地域社会の活性化」 

の 3つの目的が設定されています。 

	 川越市は一番街の蔵造りの町並みと、商業都市としての集客力によ

り、年間 600万人台の観光客が訪れております。 

	 川越観光の主役、蔵造りの街並みは、地域の自然が生み出した農産

物を新河岸川の舟運により、江戸・東京に運び得られた蓄えにより整

備されたものです。 

	 自然環境（エコ）の恵みが町並みを形成し、保存しながら歴史文化

を育み、今日の観光振興につながったものです。 

	 観光都市「川越」の魅力をより一層高めるためにも、蔵造りの街並

みとそれを取り囲む川越の自然環境を大切にする「エコツーリズム」

の可能性を検討していきたいものです。 

かわごえ環境ネット	 理事	 菊地三生 
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【特別寄稿】 
フライブルク市等のドイツの環境政策（その 2：土地利用・交通）

中口毅博（個人会員）

	 本務先の大学から 1年間の研究休暇も 3月末

で終わり、今月から大学に復帰しています。さ

て、ドイツの滞在レポートの 2回目は「土地利

用・交通政策」です。 

	 フライブルクの話をする前に、まず、ドイツ

全体の土地利用政策について簡単に触れておき

ましょう。1960年に連邦政府の都市計画法にあ

たる「連邦建設法」ができ、Fプラン（Flächen

nutzungsplan：土地利用計画）と、B プラン（B

ebauungsplan：地区詳細計画）の 2段階の法定都

市計画制度が確立しました。F プランは土地利

用の大まかな方向性を定めるもので、市町村の

裁量が大きくなっています。Bプランは Fプラ

ンに基づき定められるもので「どこに何を建て

られるか」といった日本でいう土地利用の「線

引き」に相当します。 

	 フライブルクでは F プランを 1995 年に策定

し、最新のものは 2006年に採択された FNP 20

20となっています（写真 1）。Bプランは、開発

計画が持ち上がることに、その地区に関して立

てられます。 

	 ドイツ全体では人口はそれほど増えておらず、

特に旧東ドイツでは西への人口流出をトルコ系

移民の流入でカヴァーしている状況ですが、フ

ライブルクは特異な町で、南フランスに投資し

ていた投資家が引き揚げて、フライブルクに来

ているため、未だに人口が増加し、開発圧力が

強く、地価が値上がりしています。このため、

都市開発ディベロッパーに、学校、道路などイ

ンフラ整備の費用の全額負担を課すことで、開

発に一定の歯止めをかけています。実際開発費

が 1.7 倍かかるそうです。そのため、学生が安

いアパートを探すのも一苦労です。 

	 郊外には計画的な市街地がいくつか作られて

いますが、代表的なのはリーゼルフェルト地区

とヴォーバン地区です。どちらもトラム（LRT

または路面電車のこと）を延伸して作りました 

 
写真 1	 フライブルクの土地利用計画図 

 
写真 2	 ヴォーバン地区のメイン通り 

 
写真 3	 ヴォーバン地区の計画図 

（写真 2）。リーゼルフェルト地区では中心に K

iosk というコミュニティセンターがあり、地域

活動の拠点となっています。私が訪問したとき

にも住民のみなさんが活動していました。 

	 ヴォーバン地区はもともと軍の施設があった

ところを開発したもので、1997年着工、10年か

けて完成した居住人口 5,500人、人口密度約 14
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0人/haの町です（写真 3）。ここは緑化や再生可

能エネルギーの導入でも有名ですが、マイカー

を使いにくく他の交通手段を使いやすくしてい

る点に特徴があります。リーゼルフェルトもヴ

ォーバンもトラムがここまで伸びているだけで

なく、カーシェアリング用の車が置かれていま

す（写真 4）。住宅のまわりの大部分は駐車場設

置禁止区域になっていて、自宅からわざと離れ

たところに駐車場があるようになっています。

そのためヴォーバンに住んでいる住民の多くは

マイカーをあまり使っていません。ヴォーバン

地区の自家用車所有台数は千人あたり 86 台で

す。ドイツの国平均は 550台/千人、フライブル

ク市は 495 台/千人（2004 年）ですので、驚異

的な少なさです。また、自転車の所有台数は 85

0 台/千人で、15%の世帯がカーシェアリングを

利用していると言います。にもかかわらず、20

12 年の市民意識調査における満足度はそれほ

ど低くないのです。こういった独自の交通コン

セプトづくりには、シュタットテイルフェアラ

インという市民団体が大きな役割を果たしたそ

うです。 

	 さて、フライブルク市全体のトラムの話をし

ますと、現在 4つの路線があります。系統番号

が 4番が欠番で 1,2,3,5になっています。すべて

の路線はベオトルト・ブリュンネン（ベオトル

ド通りの噴水前という意味）のいう中心部の十

字路を経由しています。私は全路線全区間に乗

りました。本数の少ない夜間や日曜日は、4 系

統8方向のトラムが15分おきに同じ時刻にやっ

てきてどの方向にも待ち時間無しで乗り換えら

れるようなダイヤになっています。 

	 フライブルク市やその周辺地域は、1990年代

前半に広域的なレギオカルテ（地域定期券）を

導入しました。フライブルク交通公社の乗降客

数は、これを導入した 1990年代前半から飛躍的

に増加しています（写真 5）。また旧市街地から

車を排除し、徒歩と路面電車（一部バス）だけ

が通れるような、いわゆるトランジットモール

にしています。中心部に車を入れずトラムと歩

行者だけにしている都市は、ドイツでは珍しく 

 
写真 4	 リーゼルフェルト地区のカーシェアリング 

 
写真 5	 フライブルク広域圏の乗降客数の推移 

 
写真 6	 フライブルク市中心部 

なく、中規模の都市にはほとんどあります。私

が訪問した都市では、ブレーメン（人口 54万人）、

ドレスデン（52万人）、ハーノファー（51万人）

といった川口市クラスの都市から、カールスル

ーエ（29万人）、マンハイム（29万人）といっ

た川越市と同規模の 30万人の都市、さらにはフ

ライブルク（22万人）、カッセル（19万人）と

いった熊谷市や上尾市クラスまでトラムが通っ

ています。そして日本の地方都市のようなシャ

ッター通りと化したところは訪問先ではひとつ

もなく、平日の昼間から大変にぎわっているの

です（写真 6）。これは川越のように市街地が分

散していないことや、パークアンドライドを実
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施していること、トラムに対して、国、州、市

が公的補助を入れているなどの条件がそろって

いるためです。フライブルク市は第 1回で述べ

たエネルギー公社の利益をトラムに投入してい

ます。 

	 さて、私はレギオカルテの 1ヶ月券（50ユー

ロ、約 6,000 円）を買い、トラムの 1 系統に乗

って学校に通っていましたが、自転車で通って

いる人も多かったです。専用自転車道や自転車

専用レーンが各所にみられ、冬の寒い日や雨の

日でも平気で自転車に乗っている人をよく見か

けました。ちなみにドイツでは日曜日はガソリ

ンスタンドと駅を除き店は営業禁止と法律で決

まっていて、日曜日のトラック輸送も禁止され

ています。ですので、日曜日のほうが街なかは

閑散としていました。 

	 川越のクレアモールは数年前のデータでは県

内一歩行者数が多かったわけですが、川越より

人口の少ないフライブルクのような町が栄えて

いるのをみると、日本の土地利用・交通政策は

機能していないと言わざるを得ません。 

「第 12回かわごえ環境フォーラム」開催報告詳報
	 2月 22日（土）9:20-16:30に第 12回かわごえ環境フォーラムが川越市環境プラザ「つばさ館」

において開催されました。本号は詳報を掲載します。 

午前の部	 環境活動報告会 
表	 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 築山とみゑ（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』 
6 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」－』 
7 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』 
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 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～』 

	 9:30から 11:15まで 10件の環境活動報告があ

りました。 

1.「地元の自然を基本に、農業と文化のつなが

りを知る～ふくはら子どもエコクラブの一年間

の活動～」では、地域の雑木林で自然に触れて

活動したことを 6人の子ども達が目を輝かせて

の発表がありました。 

2.過昌司さんの「循環型農業と雑木林の生態系

について」では、環境を保全するため雑木林に

生息している生物や植生の調査報告がありまし

た。 

3.増田純一さんの「かわごえ吉田・笠幡里山イ

ニシアチブ」では、地域の田んぼに里山を呼び

戻そうと活動の報告がありました。 

4.松岡寿賀子さんの「禍小さく、懐暖かく」で

は、さいたま環境賞受賞の経緯と家庭の地球温

暖化防止活動の取組について報告がありました。 

5.築山とみゑさんの「田んぼ発	 いきいき地域

づくり」では、子どもから高齢者がいっしょに

なって田んぼを通して交流と仲間づくりを拡げ

る活動について報告がありました。 

6.飯島希さんの「協働事業―保育園年長児への

環境教育「森のムッレ教室」では、ムッレ（妖

精）と一緒に森の中でルーペを使って冬芽の観

察をするなど、自然の中で遊ぶことが良い効果

をもたらすと発表がありました。 

7.谷津弘子さんの「国営武蔵丘陵森林公園にお

ける自然保護活動」では、野草パトロールなど

自然豊かな環境を残すための活動報告がありま

した。 

8.小瀬博之さんの「大学、行政、農家の連携に
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よる遊休農地の再生に関する研究」では、農業

の新たな担い手を創出し、農薬を使用しない稲

作活動を行い、学生がいかに農業に興味を抱く

かアンケート調査の報告がありました。 

9.森本貴大さんの「地域づくりにおける協働と

学生の参加に関する研究では、地域活動に単な

る手伝いでない業務で参加するしくみが必要な

のではないかとの活動報告がありました。 

10.大塚貴彦さんの「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

～」では、持続可能なコミュニティ構築のため

の基礎資料として、地域の習俗だけでなく植生

調査を行い地域の環境を知る必要あるとの報告

がありました。 

	 参加されなかった方、詳しくは、「かわごえ環

境活動報告集」に目を通してください。 

（環境政策課にて配布されています） 

（宮澤宏次） 

午後の部	 フォーラム	 基調講演

	 福岡義隆先生（広島大学名誉教授、立正大学

名誉教授）の講演「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」の講

演要旨を講演スライドから作成しました。 

＜気象と伝統文化、冬の大雪の原因＞ 

	 秋田県横手市のかまくらや梵天祭り、内蔵（う

ちぐら）など、温暖化により伝統文化がどう変

遷しているかを調査した。現代でも息づくこれ

らの習俗に学ぶ必要がある。 

	 今年の異常降雪やフィリピンの台風などの異

常気象は、温暖化による北極海氷の激減や大気

循環の異常、また、首都圏の大雪は南岸低気圧

の異常発達によるものと考えられる。 

＜都市化とヒートアイランド＞ 

	 この講演では、川越の温暖化と緑地との関係

について講演したい。 

	 衛星画像での夜の光量分布は、ヒートアイラ

ンドの地域と一致していて「エコよりもエゴが

明るさ誇ってる」状態にある。また、人口と都

市内外の最大気温差には相関があり、30万人程

度の人口がある川越あたりで最大気温差の変化

に大きな傾向の差が出てくる（図 1）。川越市で

も気温は年々上昇しており、平均気温は 1964

年に 13.5℃だったものが、2004年には 15.4℃と

なっており、約 2℃上昇している。これは、温

室効果ガス（主に二酸化炭素）の増加、自動車

などからの人工排熱などによる。 

＜緑化による温度抑制効果＞ 

	 川越市内の緑は、1996（平成 8）年 3月から 2

005（平成 17）年 3月の 9年間に 268.5ha、市域 

 
図 1	 人口数からのヒートアイランド強度の推定 

 
図 2	 川越市内の緑地 

に対して 2.5%減少した（図 2）。 

 杉並区の中学校で、緑化の効果を芝生校庭とダ

スト舗装で比較したところ、ダスト舗装の校庭

と比較して平均表面温度が 34.1℃と 42.4℃、地

上 1.5m の気温が 28.4℃と 31.2℃と大きな効果

が現れた。また、各地で屋上緑化や壁面緑化な

どの特殊空間の緑化が推進されている。 
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	 しかし、屋上緑化の普及は停滞している。韓

国では屋上緑化が盛んであるが、日本は屋上緑

化の維持管理の大変さや太陽光による加熱抑制

と再生エネルギーの利用というメリットから日

本ではソーラーパネルが急増している。 

	 立正大において屋上緑化によるヒートアイラ

ンド緩和効果の研究を行った。表面温度は、晴

天日において大きく抑制され、コンクリートで

は 50℃前後のところ、緑区では、30〜40℃と、

10〜20℃抑制された。 

	 川越市では、2007（平成 19）年で宅地 32%、

田 22%、畑 19%、山林 4%、雑種地 9%、その他

22%の構成となっている。徐々であるが緑地が

減少している。その対策として、駐車場などで

使われる緑化ブロックの温度抑制効果について

実験を行い、一定の温度抑制効果を確認した。

また、さいたま新都心のけやきひろばでもサー

モグラフィーを用いて温度変化を測定した。川

越市では、緑のカーテンも推奨されており、学

校での取組で比較してもベランダや外壁面の温

度変化は明らかであった（図 3）。このように人 

 
図 3	 緑のカーテンの温度抑制効果 

 
図 4	 蒸発面積とヒートアイランド強度との関係 

工の緑地・緑化でも温度抑制効果は明らかであ

る。 

＜今後の課題＞ 

	 川越市は、市街地面積に対する緑（水面＋緑

地＋畑地）の比率は 2005（平成 17）年で 54.7%

であり、先に述べた通り 9年間で 2.5%減少した。

ヒートアイランドの抑制には、この値が 30%以

上であることが理想であり「植えもせぬ雑草も

役に立ち」である（図 4）。 

	 緑化による CO2の削減は、川越市の概算での

推定値では、市民 1人あたり節電努力で約 50g、

ソーラー発電で約 500g、屋上緑化で 120g、敷地

内植樹で 15gである。また、緑は猛暑を和らげ

る効果があり、緑化に努める必要がある。 

	 最後にエコ川柳の紹介で講演を締めくくる。

「クーラーを使うと地球暑くなり」「うちわの風

に人間を取り戻す」「避暑地のオアシスとなるオ

リーブ園」「木の下は自然のクーラさわやかに」

「節電し核エネルギー不要論」「停電のローソク

家族の輪を作り」「温暖化で北斎の富士沈みそ

う」。        （要約作成	 小瀬博之） 

午後の部	 フォーラム	 社会環境部門分科会「かしこいえこぐらし」

	 東日本大震災後 3年たち省エネ、エコに対す

る意識も薄れたのでしょうか、参加者は 10名で

した。 

	 まず、宮崎さんから「ごみ減量化に向けて」

について資料提供とともにエコ暮らしの真髄と

可燃ごみ減量について説明していただきました。

資源循環推進課から、ごみ排出量の現状と川越

市における取組について資料を提供していただ

きました。そのほか「スマートライフ	 冬のあ

ったか省エネ生活」（県地球温暖化防止活動推進

センター）のパンフレットなどの資料をもとに

説明がありました。 
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社会環境部門分科会の様子 

	 討論内容としては、家庭から出る草木類の剪

定枝も分別して回収し「肥え土」の一部に使え

ないだろうかとか、雑紙の分別が不十分ではな

いか。また、本当にリサイクルされているのだ

ろうか。と言った意見が出されました。行政と

の協働と言いながら行政の推進策を市民が熟知

していない面も多く、早急に資源循環推進課と

情報交換し、活動につなげるべきであるとの意

見が出されました。そのほか、エコドライブの

パンフレットを作成して市民に配布したらとか、

冬の省エネは、暖房・給湯を見直すことが必要

だとの意見が出されました。 

	 後日、社会環境部会では、生ごみの堆肥化推

進の一環として、7月 19日のエコプロダクツ川

越 2014において、EMボカシ作りを参加者に体

験してもらうデモンストレーションを資源循環

推進課と協働で検討することにしました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

午後の部	 フォーラム	 自然環境部門分科会「生物多様性地域戦略」

 
自然環境部門分科会の様子 

	 分科会の参加者は 4団体などから 17名。埼玉

県のネットワークで鴻巣市からと荒川流域ネッ

トワークの参加もありました。 

	 分科会のテーマは①川越の自然はどうか。②

自然の保全の課題は、「絶滅危惧種の公開かどう

か」、「行政との協力と理解は」。③戦略の作成と

市民の提言について話し合いました。 

①問題提起は、川越の自然は多様な自然が少な

く、面積は残っているように見えるが、その内

容は希少種の現状から見て生物の多様性が悪化

しているのではないか。 

	 事例報告は川越水上公園ボランティア、チョ

ウの市民調査、みなみかぜいきいき田んぼの会

などから生き物の現状が出されました。 

②生き物の情報公開について意見は分かれまし

たが、森林公園計画地での盗掘などが見つかり

生き物の保全が大切になっています。人の出入

りが多い公園では持ち去り・持ち込み禁止の看

板をつけて注意を呼びかける方法を採っている

事例が報告されました。 

	 若い人の発言で、日ごろの教育では「持ち込

みはとくに注意されていない」と言われていま

した。行政との協力と理解では市民からの粘り

強い説得が必要だとの意見が出されました。 

③市民の提言は、生物多様性そのものが分かり

にくいので、参加者からの積極的な提言はあり

ませんでしたが、「身近な自然に日頃から接する

ことで生き物に関心を持つこと」そして「楽し

く活動すること」で環境を保全し、生き物多様

性につながることができる例が報告されました。 

	 埼玉県のネットワークを通じて鴻巣市からの

参加と荒川流域ネットワークからの参加があり、

より広い視点での議論ができました。 

（過昌司）
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午後の部	 フォーラム	 提案環境部門分科会「川越におけるエコツーリズムの可能性を考える」

 
提案部門分科会の様子 

	 飯能市エコツーリズム推進室の大野悟室長に

よる「里地・里山は宝箱！」と題する飯能市の

取り組みスライドを約 1時間見せていただきま

した。 

	 平成 16 年度環境省エコツーリズム推進モデ

ル事業として指定を受け、学識経験者、自治会、

商店街等の関係者と行政機関の職員など 30 人

以内からなる「エコツーリズム推進会議」が「自

然環境や歴史・文化を対象とし、それらを楽し

みながら体験、学ぶとともに、その保全にも責

任を持つ観光の在り方」を定義として「飯能市

が持つ身近で豊かな自然観光資源・歴史文化資

源を生かしながら、地域の活性化や経済振興に

つなげていく手段」を考えたのが始まりでした。 

	 飯能市の特色は『身近な「里地・里山」との

自然環境や歴史、そこでつちかわれた生活文化、

食文化など』や「おもてなしの心で誰もが主催

者になれるエコツーリズム」という点です。ご

くごく普通の日常生活と思われることにスポッ

トを当てて他市からの観光客だけでなく、飯能

市民が多数参加する事業のようです。リピータ

ー率 45%、参加者の 4割が飯能市民というのが

とても面白い点です。名栗の「獅子舞」が第 1

号の企画だったとか。現在では 135のツアーが

企画され、参加者は約 3300 人（2012 年度）に

も上る事業です。 

	 分科会は約 2時間でしたのでスライドの後は

大野室長に聞きたいことがたくさんありすぎて、

1 時間ほどでは川越の実情にかんがみる所まで

なかなかたどり着けませんでした。川越は「川

越まつり」という大きな観光資源があるので、

飯能のように「地域にあたりまえにある宝物」

に気が付きにくいのかもしれません。しかし、

川越のよさは日常生活の一コマにもあるはず。

まずは市民が企画して楽しめる「エコツーリズ

ム」を本会で考えて見るのもよいかなと感じま

した。 

	 この分科会の資料は手元にありますので、興

味をもたれた方はお問い合わせください。 

この紙面では伝えきれない事が多々あり、もう

一度と言わず継続して企画し、実践につなげた

いエコツーリズムの可能性でした。 

（カッコ内は飯能市の資料から抜粋しました。） 

（横山三枝子） 

川越の自然を訪ねて（19）川越の桜

 
川越市森林公園計画地のヤマザクラ 

 
川越水上公園の桜並木 

 
御衣黄（ギョイコウ）の薄緑の花

	 「世の中に	 絶えて桜のなかりせば	 春のこ

ころは	 のどけからまし」有名な在原業平の歌

ですが、古来より桜は特別な存在であったよう

です。業平は平安時代ですからこのころの桜は
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ソメイヨシノでないことは確かです。ソメイヨ

シノはご存知のように江戸時代後期に、染井村

の植木職人が作出したと伝えられています（現

	 東京都豊島区駒込	 発祥の地に石碑あり）。 

	 ソメイヨシノは、野生種であるエドヒガンと

オオシマザクラの間にできた種間雑種であり、

これを接木したものが全国に広まっていきまし

た。たった 1個体を原木とするクローンなので

種ができないこともよく知られています（自家

不和合性）。今回は「川越樹の会」の調査資料を

もとに川越の多様なサクラに焦点をあててみた

いと思います。 

	 まず、圧倒的に多いのがソメイヨシノで幹周

り 200cm以上が 288本記録されています。 

幹周り 300cm 以上が巨樹として扱われますが、

川越の巨樹で一番多いのがケヤキで次がソメイ

ヨシノですから、全体としても「よくみる樹」

といえます。表 1をご覧ください。 
表 1	 ソメイヨシノの大きな樹の本数 

場所 幹周り 200cm以上 そのうち300cm以上 
上戸日枝神社 4 2 

電源開発（南大塚） 12 8 
東洋大学 27 7 
その他 245 20 
合計 288 37 

表 2	 川越の桜並木	 桜の本数 
場所 本数 場所 本数 

おいせ橋通り 94 川越橋〜雁見橋 52 
伊佐沼河畔 153 養老橋〜連光寺 115 
氷川神社裏 91 精進場橋〜八幡橋 69 
川越水上公園 281 川越総合運動公園 59 

	 大きな桜の木を見たい場合は上戸の日枝神社

がお薦めです。電源開発・東洋大学は広い敷地

に訪ね歩くのも一興です。また、桜並木も散歩

がてら楽しいものです。表 2に主な場所をまと

めましたが、どちらかというと川越の真ん中か

ら北の方にあるようです。ボリュームとして一

番は川越水上公園で、ここはついでに花見もで

きて人気スポットです。おいせ橋通りもすぐそ

ばに小畔川河畔、小畔水鳥の郷公園があり花

見・バーベキューと賑わいます。 

	 次にソメイヨシノ以外のサクラを見てみまし

ょう。栽培種は「サトザクラ」と言われ、300

種以上あるそうです。その内、川越で見られる

種を表 3に記載してあります。これらは数も少

なく低木ですのでその気で行かないと見つけに

くいでしょう。 
表 3	 川越の珍しい桜 

ウコンザクラ 
寺尾中学校 
十念寺（末広町） 
川越総合運動公園 

御衣黄 喜多院 

関山 

日吉神社（上戸） 
川越総合運動公園 
川越水上公園（76本） 
高階南小学校 

普賢象 
中央小学校 
高階小学校 
川越水上公園 

一葉 川越水上公園 

	 では最後に野生種についてみてみると、代表

的なのはヤマザクラでしょう。吉野山の桜もヤ

マザクラが主体です。川越の雑木林には直径が

70cmを超えるものも見られ、ソメイヨシノより

少し遅れて花と葉が同時に展開します。遠目に

はそこだけ明かりが灯ったように見えます。そ

の他にはエドヒガンが有名です。ヤマザクラと

ともに長寿のサクラで、全国版では淡墨桜、神

代桜など樹齢 1000年を超えるものがあります。

川越では仙波東照宮に松平公お手植えの立派な

エドヒガンがあります。 

	 野生種のサクラはこの他、オオシマザクラ、

カンヒザクラなど 10種ほどあります。この春、

ソメイヨシノ以外のサクラにも関心を持ってい

ただけると面白いかと思います。「川越樹の会」

の詳しいデータは川越図書館に寄贈された	 

「川越の樹木と樹林」という冊子にあります。 

（賀登環）

◆新年度会員募集	 個人会員 1,000円、団体会員 2,000円で本会の会員になると、この広報誌「月

刊かわごえ環境ネット」を毎月お送りします。入会についての詳細は、かわごえ環境ネット事務

局（環境政策課環境推進担当、川越市役所本庁舎 5階、Tel.049-224-5866）に問い合わせるか、か

わごえ環境ネットホームページ（http://kawagoekankyo.net）をご覧ください。 
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流域活動の報告

荒川流域再生シンポジウム報告 

 
金澤光氏の講演 

 
岩上秀雄氏の講演スライド 

	 3月 16日（日）午後から嵐山町の国立女性教

育会館で、NPO法人荒川流域ネットワーク主催

の荒川流域再生シンポジウムが開催されました。

18回目を迎える今年は「天然遡上のアユで溢れ

る流域の再生を語る」をメインテーマに、次の

ような活動報告がありました。 

	 金澤光氏（埼玉県環境科学国際センター）か

らは「2013年度のアユ遡上環境調査の結果と 5

年間の調査結果報告」と題し、荒川流域におけ

る天然アユ遡上がなくなり放流事業が主流とな

った背景の説明があり、この 5年間の標識遡上

調査を始めた目的と経緯の報告がありました。

続いて標識調査放流の範囲、方法、調査結果な

どの報告があり、これからも遡上の確認の必要

性を強調されました（なお、「5年間の活動報告

書」が発行されています。）。 

	 渡邉勇氏（荒川流域ネットワーク）からは「2

013 年度荒川流域一斉水質調査の結果報告」と

題し、調査結果の分析について解説があり、採

水時の緯度経度確認表示の大切さを述べられま

した。 

	 佐藤正康氏（埼玉南部漁業協同組合朝霞支部）

からは「新河岸川水系でのアユ復活への取組み」

と題し、ビデオ撮影による遡上するアユの様子

に始まり、卵、稚アユの状況などわかりやすい

報告がありました。志木市上流まではたくさん

のアユが遡上していることが理解できました。 

	 後に岩上秀雄氏（埼玉県東松山農林振興セ

ンター）からは「入間川における魚道設置事業

について」と題し、現在工事中の川越市内の菅

間堰・寺山堰・浅間堰の工事実施状況報告があ

りました。埼玉県の「川のまるごと再生プロジ

ェクト」の事業として、今年度中に川越市内の

魚道設置工事は完成すること。来年度は狭山市

内の上奥富堰・田島屋堰の工事に入り、再来年

には笹井堰の工事予定との事業内容報告があり

ました。 

	 休憩後の再開では恒例の「みずかけ“サ”論」 

に入り、参加者全員による自由討論、テーマも

自由ということで活発な発言がありました。主

なものは「人間が川を作り替えて洪水から守り

水を利用した」から始まり、「堰に魚道が無い関

東に驚いた」、「堰は本来自由往来できるもので

あった」、「堰の集約を考えよ」、「全国で水枯れ

の報告あり」、「日本の川は段差をつけるがヨー

ロッパの川はゆるやかに分流させる」、「人工林

になり水源の保水力が無くなった」、「昔は西川

材を入間川で筏運搬できたが今は堰のため無

理」、「50年のスパンで行政と交渉を」、「下流で

も魚の臭いも消え食べられるようになった」、

「東京湾にはヘドロが堆積し川の再生が進んで

いるのとは対照的」、「広島のカキがヘドロで死

滅した時に吸い上げ式で対処できた例がある」、

「多摩川には 1000万匹のアユが遡上する」、「市

民の進むべき道、行政の進べき道を考えよ」、「河

川法が改正されボランティアに河川協力団体と

しての指定ができるように」などなど多彩な発

言があり、盛況のうちに閉会となりました。 

（菅野仲夫）
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第 9回「川でつながる発表会」仙波小学校で開催 

 
開催当日朝の積雪（霞ヶ関駅前） 

 
展示会の様子 

 
仙波小学校の発表 

発表に対して色紙で評価 
 

「つながる～不老川のうた～」の合唱 
 

発表者の集合

	 川越市に起点を持つ新河岸川は、不老川、柳

瀬川、黒目川、越戸川、白子川などの支流と、

それに注ぐ都内の空堀川など、300km2の流域を

抱え、250万人の市民を育んでおります。 

	 荒川の下流域とともにこの地域を管理する国

土交通省の荒川下流河川事務所と市民団体でつ

くる「新河岸川流域川づくり連絡会」主催の「川

でつながる発表会」の 9回目の大会が 2月 9日

（日）に仙波小学校の体育館を会場に行われま

した。今までは清瀬市や練馬区、志木市などで

開かれましたが、源流の川越市での開催が望ま

れていました。仙波小学校では、4 年生の総合

学習の一環として、小江戸塾の協力を得て新河

岸川の見学学習を行ってきた実績が買われて会

場に指名され、今回は川の水をきれいにする実

験の体験が発表されました。 

	 さらに、県立川越高校の生物部の生徒による

入間川の水中生物と水のきれいさを観察した体

験発表があり、さらに川越市役所河川課職員の

「水の循環」についての解説発表がありました。

ほかに所沢市のグリーン・フォトレス・ネット

ワーク所沢と早稲田大学理工学術院との協同で

の「緑の森博物館と樽井戸川」の環境改善の取

り組み、法政大学水文地理学研究室の「水環境

の現状に関する水文地理学的研究」、明法中学高

等学校科学部の生徒による「野火止用水での水

質調査年間記録の報告」がありました。 

	 大会当日は、30cm近い積雪で足元が悪いため、

会場の仙波小学校から仙波河岸史跡公園と水循

環センター現地見学は取りやめとなりました。

代わりに映像による新河岸川の昔からの姿を多

面的に紹介し、赤間川といわれた頃は水車が多

かったこと、川越は下水道が早く設置されて新

赤間川が排水の役割を兼ねたこと、下流の舟運

の歴史を思い起こす「川越舟歌」を流し、昔の

新河岸川が「九十九曲がり」と歌われたほど屈

曲した川の歴史が紹介されました。水循環セン

ターの事業解説ビデオが紹介されました。 

	 会場の展示は、行政とあわせて、かわごえ環

境ネット、寺尾調節地を愛する会、川越の魅力

を育てる会などが加わって参加者の目を引きま

した。 後にふじみ野少年少女合唱団と川越の

バーべナーコーラスなどの「つながる～不老川

のうた～」の合唱で終わりました。 

	 当日、率先して雪かきで会場整備をされた仙

波小学校の平野校長先生は「新河岸川の源流の

川越市で、川の大切さを広く訴える発表会のつ

ながりを担当でき、会場を提供し、児童も協力

して大役を果たせたことを、関係各方面に感謝

申し上げます。新河岸川の多面的な魅力を啓発

する機会になり、市民の関心が高まること念じ

ております」と話されました。 （武田侃蔵）
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理事会・専門委員会からの報告 
理事会 
	 第 12 回理事会を 3 月 28 日（金）9:00-10:30

に福田ビル 3階において開催しました。主な議

事は次のとおりです。 

①事務局の人事異動についての挨拶。 

②総会議案書の作成スケジュールの確認と事務

局作成の事業一覧、会則の変更の確認。また、

基本方針、懸案事項、次年度の全体事業・広報

委員会及びかわごえアジェンダ 21 推進委員会

管轄事業の確認。予算は前年度実績ベースで各

専門委員会で提出して調整する。4月 14日（月）

までに全体事業及び各専門委員会の事業報告・

事業計画を提出することを決定。 

③総会案内、会費納入依頼の文書を確認。 

④会員動向の確認、個人 3名入会、事業者 1社、

個人 2名退会。会員数は個人 105、民間団体 30、

事業者 27、行政 1の計 163会員。年会費未納者

は年度末までに支払がない場合は、原則として

除籍となることを確認。 

⑤7 月 19 日開催のエコプロダクツ川越 2014 へ

の出展に向けての準備体制を検討。共同で出展

する会員を募集することにした。 

（小瀬博之） 

社会環境部会 
	 3月の例会は、14日（金）福田ビル 3階会議

室にて 10名の出席者で会議を進めました。 

	 平成 26年度の体制については、継続（原嶋が

理事、部会代表）することで、次回決定するこ

とになりました。 

	 エコプロダクツ川越 2014について、社会部会

では、メイン行事として生ごみ堆肥化の一環と

して、EM ボカシ作りを企画することにしまし

た。一回に 10人で 4回行い 40人を対象にして

来場者にボカシ作りを体験してもらい、一人 1

㎏程度持ち帰っていただき、今後も継続して普

及活動することにしました。 

	 アースデイ・イン・川越については、かわご

え環境ネットとして、また社会環境部会として

まとまった形で実行するよう検討することにし

ました。 

	 後に、会計より今年度の会計報告がありま

した。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

 

自然環境部会

	 3 月定例会は福田ビル 3 階にて 8 名の参加で

開催された。 

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 

	 2/24（月）は巣箱調査と巣箱の取替え、新設

の作業。新たに 7 個設置した。3/10（月）は第

2 ふれあいの森の保全作業。バイオトイレのあ

る周辺のアズマネザサ刈り、低木の間引き作業

など。 

・池辺公園定例活動	 3/4（火） 

・環境フォーラム分科会の報告・・・別掲参照 

②次年度の方針、計画の大まかな構成を決定。

役員（代表、副代表、会計）は留任。 

③データベース作成上の諸問題について。 

（自然環境部会代表	 賀登環）

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 第 2回かわごえアジェンダ 21推進委員会を 3

月 28 日（金）10:45-12:00 に福田ビル 3 階にお

いて開催しました。主な議事は次のとおりです。 

①2013 年度のチェックシート（市民編）は、4
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か所で計 196名に実施。全体的に得点が例年よ

りも高い傾向。 

②川越市が発行する「かわごえの環境（第 8号）」

の執筆時期の確認。 

③次期川越市環境基本計画・かわごえアジェン

ダ 21 の改訂に向けた勉強会を委員会主催で開

催する。委員を公募するとともに、委員以外も

オープンに参加できることを呼びかける。7 月

までの開催予定を 4月 18日、5月 16日、6月 6

 日、7月 4日、7月 25日（いずれも金曜日）の

5 回決定。時間は 17:00-19:00、場所は東洋大学

川越キャンパス学生ホール食堂棟で開催（飲食

可）。 

（小瀬博之）

おしらせ

【会員各位】総会・懇親会（5月 24日）のご案内と会費納入のお願い
	 2014（平成 26）年度総会（5月 24日土曜日 1

0:00-11:30）のご案内と、会費納入についてのお

願いを本誌とは別送でお送りします。総会の出

欠については、総会通知に同封した返信用はが

きを用いて、4月 25日（金）必着でご連絡くだ

さい。年会費の納入は、個人会員 1,000 円、団

体会員（民間団体、事業所、川越市）は 2,000

円です。5月 23日（金）までにゆうちょ銀行の

口座［口座番号 00180-2-13880（ゆうちょ銀行以

外から振り込む場合は、ゆうちょ銀行 〇一九支

店 当座 0013880）, 加入者名：かわごえ環境ネ

ット］にお願いいたします。振込方法によって

手数料がかかります。また、総会終了後（12:0

0-13:30）に懇親会（川越市市民会館前のどんぐ

りの木、会費 1,500 円）を開催しますので、こ

ちらもぜひご出席ください。

【会員各位】かわごえ環境ネット理事立候補者募集（4月 14日月曜日事務局必着）
	 2014（平成 26）年度は本会役員改選の年です。

かわごえ環境ネットの将来を考え、運営に携わ

る理事への立候補者を募集します。 

	 任期は 2014 年度総会開催日（5 月 24 日）か

ら 2016年度総会開催日までの 2年間で、個人会

員と団体会員（事業所、民間団体及び行政）か

ら募集します。 

	 立候補される方は、3 月の郵送資料に同封さ

れている「かわごえ環境ネット理事立候補申込

用紙」（緑色の紙）に必要事項を記入し、4月 1

4 日（月）必着でかわごえ環境ネット事務局に

ご提出ください。詳しくは、郵送資料同封のお

知らせをご覧いただくか事務局にお問い合わせ

ください。 

【会員各位】委員公募のおしらせ（応募期限 5月 9日）
	 委員制を取っているかわごえ環境ネットの 3

つの専門委員会「広報委員会」「かわごえアジェ

ンダ 21推進委員会」「事業運営委員会」の今年

度の委員を会員を対象に公募します。 

	 本会の事業にぜひご協力ください。 

1.広報委員会 

業務：本誌の執筆・編集・印刷・発送、Webサ

イトの運営 

会合：毎月 1回 

	 Microsoft Word による文書の作成・編集、E-

mailのできる方を歓迎します。 

2.かわごえアジェンダ 21推進委員会 

業務：川越市環境行動計画「かわごえアジェン

ダ 21」の推進（チェックシートの実施・集計、

同計画に基づく事業の実施など） 

会合：今年度は川越市環境基本計画・かわごえ

ジェンダ 21見直し勉強会開催のため、4週に 1

回ペースで前期は開催します。 

3.事業運営委員会 

業務：本会の全体事業（かわごえ環境フォーラ



月刊 かわごえ環境ネット	 2014年 4月号	 No.090 

- 14 - 

ム）、協働・参画事業（川の水質調査、エコプロ

ダクツ川越 2014、郊外・川越まつり・歳末まち

美化活動、アースデイ・イン・川越 立門前）等

の企画・運営 

会合：年間 6回程度 

	 応募・問い合わせは、社会・自然環境部会開

催時または事務局（環境政策課環境推進担当）

へ 5月 9日（木）（社会環境部会・自然環境部会

開催日）までにお願いします。 

	 なお、社会環境部会、自然環境部会は、すべ

ての会員が会議に出席できるオープンな組織で

す。毎月第 2金曜日午後開催です。積極的にご

参加ください。 

【会員各位】第 10回川の水質調査 6月 8日実施、参加者募集

 
昨年の採水（左）と一昨年の水質測定（右）の様子 

	 毎年 6月に実施されている「身近な水環境の

一斉調査」に合わせて、本会でも流域団体であ

る「NPO 法人荒川流域ネットワーク」「新河岸

川水系水環境連絡会」に協力して「川の一斉水

質調査」を 2005年度より実施しています。今回、

第 10 回となる「川の一斉水質調査」を 6 月 8

日（日）午前に実施します。 

	 参加希望者は、4月 11日・5月 9日に行われ

る社会環境部会または自然環境部会に出席いた

だいて、採水地点（42か所の定点）や水質測定

の方法についての説明を受けた上で申し込んで

いただきます。また、事前説明会を5月24日（土）

の総会前（9:15-9:45）に川越市立博物館で実施

します。 

	 昨年の調査の様子、結果は本誌 2013年 7月号

（No.081）に掲載されています。本会Webサイ

トでダウンロードできます。 

 

【会員各位】エコプロダクツ川越 2014共同出展者募集（5月 9日締切）

 
昨年の出展会場の様子 

	 本会は昨年まで 2年間、環境月間である 6月

に環境啓発展を開催してきましたが、併催して

いた川越市主催の環境ポスター展が 7 月 19 日

（土）に開催される「エコプロダクツ川越 2014」

と同時開催となったため、本会としてもこのイ

ベントを環境啓発の機会と位置づけて、前年に

続けて出展することにしました。 

	 この行事は、各企業・団体が出展応募できま

すが、本会は、協働による事業を実施すること

が設置目的にあるため、ワークショップを主体

とした共同出展者を募集しています。 

	 会員各位で共同での出展に賛同していただけ

る方は、5 月 9 日の社会・自然環境部会開催時

までに事務局（環境政策課環境推進担当）にご

連絡ください。出展の都合上、できるだけ早く

ご連絡いただければ幸いです。 

	 会場・日時は、環境プラザ「つばさ館」（川越

市鯨井 782-3）で 7月 19日（土）10:00-15:00で

す。また、前日に会場準備を実施する予定です。 

	 行事の詳細は、川越市ホームページ http://ww

w.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/13627155

22260/index.htmlをご覧ください。 
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おしらせ

かわごえ環境ネット主催行事（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 4月度） 

日時：4月 11日（金）13:00-15:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

●自然環境部会（2014年 4月度） 

日時：4月 11日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 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 5月 9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。 

◆理事会（2014年度第 1回） 

日時：4月 16日（水）13:30-15:30 

場所：川越市役所７Ｅ会議室 

◆事業運営委員会（第 1回） 

日時：4月 16日（水）15:30-17:00 

場所：川越市役所７Ｅ会議室 

◆広報委員会（2014年 4月度） 

日時：4月 17日（木）9:00-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

（川越市元町 1-3-1） 

	 次回は 5月 20日（火）9:00-10:30に開催 

◆理事会（2014年度第 2回） 

日時：4月 22日（火）9:00-12:00 

場所：川越市役所７Ｅ会議室 

●川越市環境基本計画・かわごえアジェンダ 2

1見直し勉強会（第 1回） 

日時：4月 18日（金）17:00-19:00 

場所：東洋大学川越キャンパス学生ホール食堂

棟 1階学生食堂（川越市鯨井 2100） 

	 第 2回は 5月 16日（金）17:00-19:00に開催 

●2014年度かわごえ環境ネット総会 

日時：5月 24日（土）10:00-11:30 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

●懇親会 

日時：5月 24日（土）12:00-13:30 

場所：どんぐりの木（川越市大手町 8-6） 

＜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：4月 1日・5月 6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： 4月 14日・28日，5月 12日・26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） 

	 4 月 14 日・28 日・5 月 12 日は調査・観察会

（スミレ類、ウワミズザクラ等）、5 月 26 日は

保全作業。いずれも南文化会館（ジョイフル）9：

30集合。事前連絡はいりません。 

 

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 

	 いずれも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。 

◆4月 9日（水）・4月 27日（日）考える会主催 

	 野鳥のさえずりを楽しみながら、春の花やミ

ヤマセセリ（チョウ）などの昆虫類を観察しま

しょう。植物の解説は、太田先生です。 

◆5月 7日（水）・5月 18日（日）考える会主催 

	 雑木林の中でさえずる渡り鳥やハルゼミの鳴
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き声を楽しみましょう。今年も羽化したハルゼ

ミを探してみませんか。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） 

◆4月 1日（火）・17日（木） 

◆5月 6日（火）・15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） 

◆4月 13日（日）・5月 11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） 

◆4月 26日（土）・5月 24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。 

☞「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。 

◆4月 27日（日）9:00-11:00 

	 上流起点近くの八幡橋集合。上・下流清掃。 

◆5月 25日（日）9:00-11:00 

	 中流域、オアシス裏に集合、杉下橋方面と貝

塚橋方面に分かれて流域清掃。オアシスで解散。	 

☞新河岸川旭橋周辺で舟と寺尾調節池見学	 

◆4月 29日（祝）9:30-16:00 

	 旭橋たもと集合。武田（090-2521-5770）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 

◆4月 12日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 ネギの植え付け等 

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。 
2014年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
4 12 ネギの植え付け等 
5 10 枝豆の植え付け等 
6 14 にんじん畑の手入れ、枝豆畑の片付け

等 
7 12 （16:00からの作業）とうもろこし畑

の片付け 
8  （休み月） 
9 13 ブロッコリー、キャベツの収穫 

10 11 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 8 里芋の収穫・芋煮会 
12 13 大根の収穫・ビニールはがし 
1 10（17） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 
2 14（21） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 
3 14 雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・あそ

ぼうパン 

●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（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。あなた

の関心や興味に合った活動を一緒に見つけまし

ょう。 

☞農作業 

◆毎週	 金・土曜日の午前中（10：00～12：0

0）。4月 1日（火）、4日（金）、8日（火）、11

日（金）、15日（火）、18日（金）、19日（土）、

22日（火）、25日（金） 

	 地域交流センターに集合。農作業は近隣の田

んぼです。 

☞月例会 

◆4月 12日（土）10:00-11:30 

	 今後の予定を決めたり、会員で話題にしたい

ことを持ち寄り話し合っています。 

☞地域交流活動フェア 

◆4月 5日（土）10:00-15:00 

	 入会を希望される方に説明と手続きをします。

当日のほか、年間を通じて活動参加申込は随時

受付けます。
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●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） 

◆4月 13日（日）10:00-12:00 

	 櫻が咲き、沼ではマコモやアシのみどりも伸

びてきました。カイツブリのペアが鳴き交わし、

近くの田んぼでヒバリが、公園ではシジュウカ

ラが囀ります。春爛漫の季節です。ゆっくり春

を楽しみましょう。 

◆5月 11日（日） 

	 10日からバードウイークです。子育ての季節

になった鳥たちの雛が無事育つよう見守る行事

です。伊佐沼の鳥たちの子育てを観察します。

コアジサシ、カイツブリ、シジュウカラの鳴き

声も聞いて覚えましょう。 

●第 16回アースデイ・イン・川越実行委員会 

問い合わせ：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

☞アースデイ東京 2014見学会 

◆4月 19日（土）・20日（日） 

	 代々木公園の「アースデイ東京 2014」と神宮

外苑で同時開催される「いのちの森」を見学。J

R原宿駅を出て参宮橋前に 9時半集合。19日は

代々木公園の本会場、午後神宮外苑を見学。20

日は、午前神宮外苑、午後代々木公園の順序で

16時現地解散。参加費 300円（資料・保険代等）。

アースデイ東京見学実行委員会主催。連絡は武

田（Tel.090-2521-5770 か Fax.049-222-0786）ま

で。 

＜訂正＞3 月号予告記事の主催者名を「アース

デイ東京見学実行委員会」と訂正。 

	 事前に案内パンフや周辺地図等の資料を配布

します。北公民館の 1階フロントで、4月 14日

（月）・15日（火）9時から 12時まで、16日（水）・

17日（木）は 18時から 20時まで、都合のよい

時間にお出でください。都合つかない人は郵送

なり、窓口委託なり相談に応じます。連絡は武

田（Tel.090-2521-5770）までご連絡を。 

 

広報委員会からのおしらせ

●かわごえ環境ネットに関係のある川越市平成

26年 4月 1日付人事異動 

環境部環境政策課長	 箕輪信一郎（保育課長） 

同副課長	 島崎淳一（総務課主査）、同	 主査（環

境推進担当）福田英一、同	 主査（地球温暖化

対策担当）依田光司、同	 主査（みどりの担当）

山口喜義 

環境部副部長	 資源循環推進課長事務取扱	 川

野修治（参事・収集管理課長事務取扱）、参事・

収集管理課長事務取扱	 荻田芳信（産業廃棄物

指導課長）、産業廃棄物指導課長	 野口一郎（同

副課長）、同	 副課長	 清水潤（環境対策課副課

長）、環境対策課副課長	 山崎茂（教育財務課主

査）、環境施設課副課長	 藤田雅司（同主査） 

関係ある部門の異動・農政課長	 神田勉、中央

公民館長	 長谷部洋志、南公民館長	 大野政己、

北公民館長	 馬場博 

●本紙への原稿投稿を受け付けています 

	 2014年 5月号（No.091，5月 1日発行予定）

の掲載原稿は、4月 15日（火）必着です。原稿

と写真は編集担当共有のメールアドレス（koho

@kawagoekankyo.net）にお送りいただくかかわ

ごえ環境ネット事務局にご提出ください。 

●編集後記 

	 かわごえ環境ネットも 15年目に入りました。

市民・団体・事業者と行政がパートナーシップ

を組んで協働の成果をあげてゆく理想の姿をも

う一度思い起こして、環境都市川越の実現に向

けて再出発の歩みを進めます。意欲ある理事候

補の名乗り上げを期待します。（KT） 
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イベントカレンダー（4月 2日〜5月 24日） 
日 月 火 水 木 金 土 

★：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 

4/2 4/3 4/4 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

4/5 
◎10:00地域
交流活動フェ

ア 

4/6 4/7 4/8 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

4/9 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

4/10 4/11 
◎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 

4/12 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 

4/13 
◎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 

4/14 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調

査・観察会 
○理事立候補期限 

4/15 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
○本誌 5月号
投稿締切 

4/16 
◆13:30理事会 
◆15:30事業
運営委員会 

4/17 
◆9:00広報委
員会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/18 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
●17:00アジ
ェンダ勉強会 

4/19 
◎9:30 アース
デイ TOKYO2
014見学会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

4/20 
◎9:30 アース
デイTOKYO20
14見学会 

4/21 4/22 
◆9:00理事会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

4/23 4/24 4/25 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
○総会・懇親

会返信期限 

4/26 
◎10:00種まき
（みなみかぜ） 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/27 
◎9:00川の国
応援団 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

4/28 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調

査・観察会 

4/29 
昭和の日	 

◎9:30新河岸
川旭橋周辺で

舟と寺尾調節

池見学 

4/30 5/1 5/2 5/3 
憲法記念日	 

5/4 
みどりの日	 

5/5 
こどもの日	 

5/6 
振替休日	 

★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/7 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

5/8 5/9 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 
○専門委員会委

員応募・エコプ

ロダクツ共同出

展申込期限 

5/10 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 

5/11 
◎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 

5/12 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保調査・

観察会 

5/13 5/14 5/15 
◎13:30まち
美化啓発運動

○本誌 6月号
投稿締切 

5/16 
●17:00アジ
ェンダ勉強会 

5/17 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

5/18 
★9:30新緑の
雑木林観察会 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

5/19 5/20 5/21 5/22 5/23 
○会費納入期

限 

5/24 
★9:15水質調
査事前説明会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
●10:00総会 
●12:00懇親会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

月刊 かわごえ環境ネット 2014年 4月号 No.090 
発行日	 2014年 4月 2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/ 


