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総	 会	 次	 第 

１．	 開会 

２．	 理事長あいさつ 

３．	 議長選出 

４．	 議事 

（１）	 議案第１号	 ２０１４年度事業報告について 

（２）	 議案第２号	 ２０１４年度決算報告及び会計監査報告について 

（３）	 議案第３号	 ２０１５年度事業計画について 

（４）	 議案第４号	 ２０１５年度予算について 

５．	 議長解任 

６．	 閉会 
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議案第１号
２０１４年度事業報告について
１．主な事業

事　　　業　　　内　　　容

２０１４年 ４月 １日 （火） 池辺公園定例活動

２日 （水） 月刊かわごえ環境ネット4月号(No.090)発行

１４日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

２８日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

５月 １日 （木） 月刊かわごえ環境ネット5月号(No.091)発行

６日 （火） 池辺公園定例活動

１２日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

１４日 （水） 仙波河岸史跡公園植物調査

１８日 （日） 新緑の雑木林 自然観察会

２３日 （金） 県民参加生き物モニタリング魚類調査（幡田堀用水路）

２４日 （土） 2014年度総会　市立博物館視聴覚ホールにて　（出席31名・委任76名：計107名）
　　懇親会「どんぐりの樹」にて　（参加者 22名）

２６日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 保全活動

６月 ２日 （月） 月刊かわごえ環境ネット6月号(No.092)発行

３日 （火） 池辺公園定例活動

５日 （木） チョウの実地観察会

８日 （日） 川の一斉水質調査

９日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

２３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 保全活動

２８日 （土） 田んぼの生き物調査（みなみかぜ田んぼ）

２９日 （日） 田んぼの生き物調査（高梨農園田んぼ、笠幡田んぼ）

７月 １日 （火） 池辺公園定例活動

４日 （金） 月刊かわごえ環境ネット7月号(No.093)発行

６日 （日） キノコの観察会

１４日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

１９日 （土） 「エコプロダクツ川越2014」に出展

２０日 （日） 郊外クリーン活動

２３日 （水） 仙波河岸史跡公園植物調査

２７日 （日） 虫の観察会

８月 ２日 （土） 月刊かわごえ環境ネット8月号(No.094)発行

５日 （火） 池辺公園定例活動

３０日 （土） 入間川地曳網

９月 １日 （月） 月刊かわごえ環境ネット9月号(No.095)発行

２日 （火） 池辺公園定例活動

６日 （土） 環境施設めぐりバスツアー　 JAXA筑波宇宙センターほか （参加者46名）

８日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 保全活動

２６日 （金） 県民参加生き物モニタリング魚類調査（幡田堀用水路）

１０月 ２日 （木） 月刊かわごえ環境ネット10月号(No.096)発行

２日 （木） チョウの実地観察会

５日 （日） 「２０１４アースデイ・イン・川越　立門前」に参加

７日 （火） 池辺公園定例活動

８日 （水） 仙波河岸史跡公園植物調査

２０日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 保全活動

２７日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 保全活動

事　業　一　覧

年　　月　　日
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２０１４年 １１月 ４日 （火） 池辺公園定例活動

５日 （水） 月刊かわごえ環境ネット11月号(No.097)発行

６日 （木） 狭山丘陵見学バスツアー　（参加者32名）

１０日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

１１日 （火） 上戸小学校学習支援

１２日 （水） 高階北小学校学習支援

１５日 （土） 「第14回北公民館かんきょう祭り」に参加

２４日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

２９日 （土）
環境講演会「リサイクル社会への挑戦～ごみ問題の解決と自然再生～」　やまぶき会館　（参加者
31名）

３０日 （日） 川の再生交流会（6団体参加）

１２月 １日 （月） 月刊かわごえ環境ネット12月号(No.098)発行

２日 （火） 池辺公園定例活動

８日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

１３日 （土） エコドライブ教習会（川越市と共催） 農業ふれあいセンター　（参加者11名）

２２日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 植物調査

２３日 （火） 歳末まち美化活動（参加者30名）

２０１５年 １月 １日 （木） 月刊かわごえ環境ネット1月号(No.099)発行

６日 （火） 池辺公園定例活動

１２日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２６日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２月 ３日 （火） 月刊かわごえ環境ネット2月号(No.100)発行

３日 （火） 池辺公園定例活動

９日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２１日 （土） 第13回かわごえ環境フォーラム（参加者午前の部約100名、午後の部約80名、夜の部約40名）
　午前の部：環境活動報告会、午後の部：基調講演、かわごえカフェ２０１５、夜の部：交流会

２３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

３月 ３日 （火） 月刊かわごえ環境ネット3月号(No101)発行

３日 （火） 池辺公園定例活動

９日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

理事会　　　　　　　　　　　　　　　12回開催

広報委員会　　　　　　　　　　　　　12回開催

社会環境部会　　　　　　　　　　　　12回開催

自然環境部会　　　　　　　　　　　　12回開催

事業運営委員会　　　　　　　　　　　 5回開催

かわごえアジェンダ２１推進委員会　  11回開催

かわごえ環境フォーラム実行委員会　　 5回開催

幼児向け環境教育プログラム作成委員会 3回開催

【会議】
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２．総括及び全体事業 

	 2014 年度は例年と同様に、本会の目的である「川越市環境基本計画に基づき、市民、事

業者、行政、さらに民間団体がパートナーシップを形成し、それぞれが役割を理解しつつ

実行できるよう、協働して行う事業について情報提供や調整を図ることにより、地域ぐる

みで本市の望ましい環境像実現のための取組を活発にすること」に基づいて事業を実施し

ました。15 期目を迎えた本会の発展のために、交流事業や普及・啓発事業の充実を図りま

した。また、全体事業を運営する「事業運営委員会」においては、主要行事において実行

委員会を設置して、分掌により事業の責任の明確化と充実を図りました。以下に、5 つの

事業についての基本方針と全体事業を中心とした具体的な事業を記します。	

（1）	【交流事業】2 月 21 日に東洋大学川越キャンパスにおいて「第 13 回かわごえ環境

フォーラム」を実施し、午前の部として「環境活動報告会」、午後の部として「かわ

ごえカフェ 2015」と称する基調講演とワールドカフェ形式の話し合いを実施しまし

た。また、夜の部として「交流会」を開催し、参加者同士の交流を深めました。こ

の行事は、Facebook での周知など広範な範囲の広報によって、さまざまな立場の方

が参加され、今後の事業展開においてとても有意義な機会となりました。また、5

月 24 日の総会開催後にも懇親会を実施し、会員同士の交流を深めることができまし

た。	

（2）	【普及・啓発事業】7 月 19 日に開催された「エコプロダクツ川越 2014」に会員団体

等と共同出展して、多彩な体験展示により、広く市民に環境行動の普及・啓発を図

りました。また、ボランティアの機会の提供と地域への啓発のために、まち美化活

動を 7月 20 日（郊外）と 12 月 23 日（中心市街地）に主催行事として実施しました。

その他、10 月 5 日に行われた「2014 アースデイ・イン・川越	立門前」、11 月 15 日

に行われた「第 14 回北公民館かんきょう祭り」にパネル展示を行い、本会のアピー

ルを行いました。	

（3）	【調査・研究事業】全国的に実施する日に合わせて、6 月 8 日に「川の一斉水質調

査」を荒川流域ネットワークと新河岸川水系水環境連絡会の協力により 19 か所にお

いて実施しました。また、埼玉県の事業である「県民参加生き物モニタリング調査」

に引き続き参加しました。さらに、川越市が実施する市内動植物のデータベース化

や気温等観測調査等の環境調査に協力するとともに、平成 27 年度に目標年度を迎え

る『第二次川越市環境基本計画』及び『川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ

21」』の見直しに向けた勉強会を、これらの計画の推進組織である本会として開催し

ました。当初の事業計画にはなかった NPO 法人地域医療・福祉サービス振興会『高

齢者社会の拠点「ぷらっとほーむ」展開事業』へ事業協力することになり、地域の

人的資源と様々な社会資源を組み合わせたプログラム活動として、かすみ野たすけ

あいの会における認知症予防プログラムに参画し、環境の視点からの講座を 8 回開

催しました。また、「地域生活情報アドバイザー」の育成事業として、10 月 24 日に

講義、3月 10 日・17 日に実習の 2つの講座を開催し、高齢者社会におけるインター

ネットの活用による情報入手、交流を実践的に学んでもらいました。これらの活動

により、福祉関係の団体との交流が広がるとともに、環境活動のすそ野を広げるこ

とができました。	

（4）	【学習支援事業】11 月 11 日の上戸小学校、11 月 12 日の高階北小学校の総合的学習

の時間における学校の環境学習を支援しました。また、保育園・幼稚園など、未就

学児童を対象にした幼児向け環境教育プログラムを検討し、提案しました。さらに、

市民の環境学習機会の提供として、講演会・見学会・自然観察会などの行事を各専

門委員会が開催しました。	
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（5）	【広報・情報事業】本会や会員が主催した行事、会員等からの活動報告などを取り

まとめて「月刊かわごえ環境ネット」を年間 12 回発行し、情報の蓄積と情報共有を

図りました。また、Web サイトの運営とソーシャル・ネットワーキング・サービス

の活用によって、環境に関する人的交流を促進しました。また、かわごえ環境フォ

ーラムの開催に合わせて『かわごえ環境活動報告集』を発行し、市民・民間団体・

事業者等の環境活動に関する情報を集積しました。	

	

	

３．広報委員会 

	 今年度は「月刊かわごえ環境ネット」が 100号を超えることができました。編集と発行
に携わった多くの方に感謝申し上げます。この月刊紙は、会員

だけでなく Web などを通して不特定多数とつながり私たちの
エコ暮らしの活動内容や環境保全と再生について考え方をスピ

ーディに伝えることができました。 
	 月刊紙は、活動内容の提供から、イベントのお知らせ、関係

団体のお知らせ、エコ暮らしの実践、川越の自然環境の啓発記

事などを載せて、毎月定期的に約 500部発行してきました。特
に、部会の活動をまとめた、「川越の自然を訪ねて」は 30回を
超えて長寿記事となっています。また、「私のエコ暮らし」は

10回を超えて軌道に乗ってきました。これらの記事は、部会の
活動の報告だけにとどまらずに、川越の自然環境やエコ暮らし

の集大成としての役割をもっており、会員への啓発ともなって

います。 
	 100 号からレイアウトを少し変更して見やすくする努力を重
ねてきました。そして、FacebookやWebを活用した広報活動
を行い、若い人を中心に情報の発信を行い、「かわごえカフェ」への参加応募が増えたなど

の発信効果は大きな影響がうかがえます。 
 
 
４．社会環境部会  

2014年度の社会環境部会は一歩前進し、毎月の司会進行を交代制にするとともに、各種
行事の推進を、一番関わりのある人に担当してもらうことにしたことにより、参画意識も

高まり、活性化できました。 
独自事業はもとより、全体事業への参画も活気づきました。 

（1） 部会全体事業 

1) 環境施設巡り	 行き先：筑波宇宙センター（JAXA）及びアサヒビール茨城工場	
実施日：9月 6日（土）	 参加者：46 名	

	 JAXA では、宇宙開発の 先端の研究・開発・試験などを行っており、ビデオの視

聴、発射時の音響体験、スペースドームでの各種モデルの見学、体験等を行いまし

た。アサヒビールでは、休日のため稼働はしていませんでしたが、ビールの製造過

配布先 部数

会員 170

公民館 140

図書館 25

市民会館 22

学校 59

教育委員会 7

出張所 11

市長室 4

報道クラブ 6

広報室 2

計 446

環境政策課 残り
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程の視察、大型スクリーンでの工場案内、環境保全活動等を学び、 新の工場のす

ばらしさを目の当たりにしました。	

	 	 2）環境講座	 演題：リサイクル社会への挑戦～ごみ問題の解決と自然再生～	

実施日：11 月 29 日（土）	 場所：川越市やまぶき会館Ｃ会議室	

出席者：30 名	

講師：埼玉県環境アドバイザー	 浅倉孝郎氏	

	 ごみは大量に出してもリサイクルすればよいということは、大きな間違い。出さ

ないことが肝要。購入する時にごみに出さないことを考えることが大切。よいもの

を、生涯使うという概念等、多くを学びました。多くのサンプル等現物を持参され、

熱く語られ、即、実行に移さなければならないと、意を強くしました。	

3）エコドライブ教習会	 環境政策課と共催	 実施日：12 月 13 日（土）	

場所：農業ふれあいセンターおよびその周辺	 使用車 4台	 教習者：11 名	

	 例年通り、 初に教習者全員に通常通りの運転で走行していただいてデータを取

り、次にエコドライブの必要性・エコドライブの方法の講義を行いました。そして、

エコドライブ走行してデータを取った後、運転操作以外の注意点、体験談の講義の

後、全員のエコドライブ前後の個別データを整理し、その効果の大きさを味わって

もらいました。 後に認定証の授与を行い、終了しました。エコドライブの効果は

大きく、多くの方に体験していただけるとよいので、今後、効果的な教習会の検討

を進めるよう、協議していくことになりました。	

	

（2） 社会環境部会の団体活動・個別活動 

	 社会環境部会では、団体・個人が以下の活動をしています。	

	 	 ※各項目の詳細については、「第 13 回かわごえ環境フォーラム	 かわごえ環境活動報

告集」をご覧ください。	

	

1) 環境施設めぐり（バスツアー）	
2) 環境講座「リサイクル社会への挑戦」	
3) エコドライブ教習会	
4) かしこいエコ暮らしの推進	
5) 私のエコ暮らし（生ごみは宝だ）	
6) 緑のカーテン活動	
7) 太陽光・熱利用とミミズによる低炭素生活	
8) 私のエコ暮らし・もっと節電！	
9) 私のエコ暮らし・私の試み	
10) 全国水生生物調査	
11) 霞ヶ関西小学校 5年生川遊び支援	
12) 家庭菜園における有機野菜作りの啓発活動	
13) 埼玉環境カウンセラー協会との協働にむけて	
14) まち美化と川の応援団活動	
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５．自然環境部会	

	 川越市でも社会・経済の変化に伴い、自然環境に関しては田畑の休耕や売却、樹林地の

売却など土の見える大地は減り続けています。このような状況で在来の自然を遺すのはそ

う簡単ではありません。世界的にも自然環境は劣化しており、生物多様性保全の取組が

COP10 を軸として動き出しています。	

	 自然環境部会は発足当初から川越の水と緑の保全再生をテーマにしてきましたが 2010

年度からはこれを生物多様性の保全に置き換えています。以下に 2014 年度の報告をします。	

詳しい内容は、次ページの表をご覧ください。	

	

（1） 行政とのパートナーシップについて 

埼玉県の県民参加モニタリング調査に協力しました。5 年間の調査で一応終了しま

したが、新たに 2年間の予定で協力することにしました。	

川越市と生き物データベース作成が始まり、枠組み・データ提供などの協力をしま

した。	

（2） 調査活動について 

水生動植物に関しては、鯨井周辺水路、小堤八幡水路などの湧水ポイントでの調査

を 2 回実施しました。「（仮称）川越市森林公園」計画地では、毎月定例での動植物調

査を行い、新たに絶滅危惧種も見つけることができました。池辺公園は毎月定例で、

仙波河岸史跡公園は 3 回ほど調査しました。チョウの調査を 2 回安比奈親水公園で実

施しました。	

（3） 保全再生活動について 

「（仮称）川越市森林公園」計画地等・池辺公園では在来種や絶滅危惧種などの保全

再生活動を毎月定例で実施しました。	

（4） 自然観察会 

市民に川越の自然を楽しみながら知ってもらうために、「（仮称）川越市森林公園」

計画地で観察会を行いました。虫の観察会は子どもたちに好評でした。どの観察会も

初参加の人が多く、広める効果がありました。	

（5） イベント 

田んぼの生き物調査は吉田地区のみなみかぜ田んぼ、福田地区の高梨農園田んぼで

専門家を講師に実施しました。バスを利用した「狭山丘陵自然観察バスツアー」も実

施しました。	

いずれも貴重な体験ができたとの感想がありました。	

（6） 学校教育支援 

上戸小学校と高階北小学校に対して、環境学習支援を 11 月に行いました。毎年支援

をしていますが、毎回新しい発見があります。	

	 	

その他、全体事業に関わるものでは、川の一斉水質調査、エコプロダクツ川越 2014、第

13 回かわごえ環境フォーラムなどにおける対応がありました。	
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① 毎月定例

②

① 水生動植物の調査 4箇所で実施
　２．調査活動 　・魚類調査など

② 雑木林などの調査 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地
　・動植物調査 　　公有地エリア　毎月第2月曜日

・池辺公園
・仙波河岸史跡公園
　5/14（水）、7/23（水）、10/8（水）

③ 田んぼの生き物調査 ・吉田地域、笠幡地域、福田地域
④ チョウの調査（ｾ ﾌ゙ｨﾙ ｽ等） ・安比奈親水公園　6/5、10/2
① ・「（仮称）川越市森林公園」計画地

　３．保全再生活動 　　公有地エリア　毎月第4月曜日

② 池辺公園 ・毎月第１火曜日

① 「新緑の雑木林観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地
　４．自然観察会 5/18（日）

② 「キノコの観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地
7/6（日）

③ 「虫の観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地
7/27（日）

④ 「夏の雑木林観察会」 ・市民の森８号地、池辺公園
※台風のため中止 8/10（日）

　５．イベント ① 田んぼの生き物調査 ・みなみかぜ田んぼ　6/28（土）
・高梨農園田んぼ　6/29（日）
（・笠幡田んぼ　6/29（日））

② 入間川地曳網 ・東武東上線鉄橋下　8/30（土）
（荒川流域ネットワークと共催）

③ 狭山丘陵自然観察ツアー ・バスツアー　　11/6（木）

上戸小学校4年生　
　６．学校教育支援 高階北小学校3年生　 高階北小学校11/12（水）

「（仮称）川越市森林公園」計画地

　７．法令勉強会 南公民館1/12（月）

自然環境部会　2014年度事業報告

メインテーマ：生物多様性の保全と再生、子どもと自然をつなぐ

項目 実施内容 実施場所・時期

１．行政とのパート
ナーシップ

川越市の生き物データベース作成
協力
県民参加モニタリング調査協力

（データベース、モニタリング連
動）

雑木林の在来希少種を残す保全活
動

上戸小学校11/11（火）東洋大学、

生物多様性保全地域戦略・川越版策定
に向けて法令の勉強会を実施

	
 

６．かわごえアジェンダ 21 推進委員会 

2014 アースデイ・イン・川越	立門前において『環境に配慮した行動チェックシート（市

民編）』（以下、チェックシート）アンケートを実施し、52 名から回答を得ました。アンケ

ートを実施した人に対して、環境に配慮した行動の啓発を図りました。また、川越市が発

行する『平成 26 年度版	かわごえの環境（第 8号）』の「市民・事業者の環境への取組状況」
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に、前年度のチェックシートの集計結果及び川越市における本会等の協働事業を掲載しま

した。さらに、平成 27 年度に目標年度を迎える第二次川越市環境基本計画及び川越市環境

行動計画『かわごえアジェンダ 21』の見直しに向けた勉強会を実施し、 終報告書をまと

めました。	

 

 

７．幼児向け環境教育プログラム作成委員会 

川越市を担う次世代の幼児（5,6 歳の未就学児）を対象に、川越の歴史・郷土文化と環

境教育を融合した川越オリジナルの歴史教育及び環境教育プログラムを作成することを目

的に、幼児向け環境教育プログラム作成委員会を設置しました。	

委員会は、9月 18 日、10 月 31 日、1月 20 日の 3回開催し、幼児向け環境教育プログラ

ムで使用する川越独自のキャラクターを検討した結果、五百羅漢を参考に、キャラクター

名は「らかんさん」で決定しました。	

こどもの根っこを育てる会で「森のムッレ教室」という幼児向け環境教育プログラムが

あることから、プログラム自体は、これを参考にすることが可能であるため、キャラクタ

ーを具象化することについてさらに検討を進めた結果、らかんさんキャラクターを本委員

会で具象化することよりも、むしろ使用する保育士が自由に創造していくことで、 終利

用者の保育士自身がキャラクターに愛着を持っていただくことができ、利用してもらいや

すいと判断しました。そのため 2015 年度の保育課の方針を確認してから活動することとし、

ひとまず本委員会の 2014 年度の活動は終了とし、必要となった時点で日程調整し、委員会

を開催することとしました。	
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議案第２号 

２０１４年度決算報告及び会計監査報告について 
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議案第３号 

２０１５年度事業計画について 

～２０１５年度事業計画（案）～ 

１．2015 年度の基本方針及び全体事業 

	 2015 年度においても引き続き、本会の目的である「川越市環境基本計画に基づき、市民、

事業者、行政、さらに民間団体がパートナーシップを形成し、それぞれが役割を理解しつ

つ実行できるよう、協働して行う事業について情報提供や調整を図ることにより、地域ぐ

るみで本市の望ましい環境像実現のための取組を活発にすること」に基づいて事業を実施

します。本会は、環境活動をあらゆる世代、関心層に広げることが役割として重要である

ことを認識し、交流事業や普及・啓発事業のさらなる充実を図ります。以下に 5 つの事業

についての基本方針と事業運営委員会が管掌する全体事業を中心とした具体的な事業を記

します。	

（1）	【交流事業】2 月 20 日に「第 14 回かわごえ環境フォーラム」を実施し、環境活動

報告会と川越市の環境保全やまちづくりに興味のある広範な参加者を集めた「かわ

ごえカフェ 2016」を実施します。その他懇親会等、会員間の交流行事を実施します。	

（2）	【普及・啓発事業】8 月 2 日に開催される「エコプロダクツ川越 2015」に会員団体

等と共同出展して、広く市民に環境行動の普及・啓発を図ります。また、ボランテ

ィアの機会の提供と地域への啓発のために、クリーン活動を例年通り 7月（郊外）・

と 12 月（中心市街地）に実施します。その他、10 月 4 日に行われる予定の「2015

アースデイ・イン・川越	立門前」、11 月 14 日に行われる予定の「第 15 回北公民館

かんきょう祭り」など、川越市内外で行われる普及・啓発イベントに積極的に参加

します。その他、広報を通じてエコ暮らしや生物多様性保全に関する普及・啓発事

業を推進します。	

（3）	【調査・研究事業】事業運営委員会傘下に新たに「水辺と川の小委員会」を設置し

ます。この小委員会が主体となって、全国的に実施する日に合わせた 6 月 7 日に川

越市内河川における「川の一斉水質調査」を実施するとともに、川越市内を始めと

した流域団体との交流会を開催します。自然環境部会においては、埼玉県の事業で

ある「県民参加生き物モニタリング調査」に引き続き参加します。さらに、川越市

が実施する環境調査に協力するとともに、平成 27 年度に目標年度を迎える『第二次

川越市環境基本計画』及び『川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ 21」』に関

する勉強会を前年度に引き続き開催します。	

（4）	【学習支援事業】総合的学習の時間、家庭教育学級等における学校の環境学習を支

援します。さらに、市民の環境学習機会の提供として、講演会・見学会・自然観察

会などの行事を、専門委員会の主催により継続して実施します。	

（5）	【広報・情報事業】本会や会員が主催した行事、会員等からの活動報告などを取り

まとめて「月刊かわごえ環境ネット」を毎月発行し、情報の蓄積と情報共有を図り

ます。また、Web サイトの運営とソーシャル・ネットワーキング・サービスの活用

によって、環境に関する人的交流を進めるとともに広範な範囲の参加者や会員の増

強を図ります。また、かわごえ環境フォーラムの開催に合わせて『かわごえ環境活

動報告集』を発行し、市民・民間団体・事業者等の環境活動に関する情報の集積を

図ります。	
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２．広報委員会 

個人会員の増加によって本会の会員数はこれまでの 高となりました。本会会員に対応し

ての広報活動の多様化と充実がこれからの課題となります。本会が活動を拡大し継続する

ために、情報の収集や発信が大切になってきています。これらの多様な活動を集大成して

ネットでの情報を共有し活用することが活動を活発化させることにつながります。そのた

めに広報活動がありますが、各団体および個人の活動の情報と交流をどのように進めるの

かは今後の課題となります。	

	 インターネットの発達・普及により一段と情報化のスピードが増しています。このツー

ルを活用することにより、情報の集積・発信をより一層迅速に行うことが可能となってお

り、本会としても活動の活性化を促進させるよう、これらを活用することが必要となって

きています。	

	 多くの会員への連絡手段として紙ベースの月刊紙の発行もこれまで通り実施する必要が

あります。そのために、原稿収集、編集、印刷・発行の役割分担をリレー形式で担ってき

ましたが、これをさらに充実させる必要があります。	

	 広報活動の内容では、これまで、「川越の自然を訪ねて」、「私のエコ暮らし」を連載して

きましたが、会員への啓発や環境活動の紹介など活動の蓄積を伝え、会員が積極的に情報

を活用して参加できるために、広報としての役割の発揮が必要です。	

	 その目標にむけて、今年は	

〇月 1回の月刊紙を維持します	

〇広報活動の体制を充実させます	

〇Facebook の活用を広めます	

	

	

３．社会環境部会 

（1）部会活動 

今年度は、「みんなで取り組もう川越市の環境問題」をテーマに取り組みます。	

1）環境施設巡り	

	 市民の方々に各種の環境施設を見ていただこうとの目的で、2013 年度は東京、

2014 年度は茨城の環境施設巡りをいたしましたが、本年度は県内の環境施設巡りを

9月に実施する予定です。	

2）環境講演会	

	 身近な環境問題をテーマに講演会を行います。講演会の目標、課題を整理して、

情報を収集して講師を選任し、有意義な講演会にするようにいたします。11 月実施

を目標に検討を進めます。	

3）エコドライブ教習会	

	 エコドライブ教習会は、環境政策課との協働事業としてこれまで実施してきてお

ります。更なる効果的なエコドライブ教習会にするよう環境政策課と検討推進する

ことにしております。本年度はドライブシミュレーター等を活用し、エコドライブ

の効果を熟知して頂けるよう工夫を凝らして、多くの方に体験していただく予定に

しています。	

4）緑のカーテンの推進	

	 すでに実施済みですが、川越市と協働による緑のカーテン配布会を 5月 1日（金）

に名細市民センターと東部ふれあいセンターの 2か所で行い、各会場 30 名ほどの参
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加者がありました。部会メンバーの井口さんが講師となり、自ら育てたパッション

フルーツを中心として、参加者の実践に結びつく講義と苗の配布を行いました。	

（2）個別活動ほか 

前年度に引き続き、次の活動を推進します。	

1）川を支え、親しむ活動	

	 川の再生、維持管理等の川の国応援団活動から、市民に川に親しんでもらう活動

等、個別活動からかわごえ環境ネット全体事業活動への展開準備に参加します。	

2）かしこいエコ暮らし推進活動	

	 広い意味での、昨今の高温化に対する地球温暖化対策を、個人・グループ等の活

動を通じて、市民活動に展開できるように前進したいと思います。	

	 例えば、緑のカーテン普及活動、ごみの細分別化収集の促進、生ごみの堆肥化推

進、節電、節水等の省エネ化への推進等を行ってまいります。	

（3）全体事業への参加 

	 川の一斉水質調査、エコプロダクツ川越 2015、7 月の郊外クリーン活動、12 月の

歳末まち美化活動等の全体事業に積極的に参加します。	

	

 
４．自然環境部会	

自然環境部会のメインテーマは、①生物多様性の保全と再生、②子どもと自然をつなぐ、

の 2 つです。川越に残る良好な自然環境の探求と記録、そして保全・再生への取り組みで

す。そしてそれを我々世代だけの知見とせず、次世代の子どもたちへつなぎたいというこ

とです。今年度の具体的な事業計画は次ページの表のとおりです。	

	

	

５．かわごえアジェンダ 21 推進委員会 

市民向けのイベントや大学において『環境に配慮した行動チェックシート（市民編）』ア

ンケートを実施し、参加者に対して環境に配慮した行動の啓発を図るとともに、結果を集

計して環境に配慮した行動の普及状況を把握します。また、川越市が発行する『平成 27 年

度版	かわごえの環境（第 9 号）』における「市民・事業者の環境への取組状況」の内容を

検討し、執筆を行います。さらに、平成 27 年度に目標年度を迎える第二次川越市環境基本

計画及び川越市環境行動計画『かわごえアジェンダ21』の見直しに向けた勉強会を開催し、

特に今年度は「新かわごえアジェンダ 21 検討会」と称して、川越市環境行動計画『かわご

えアジェンダ21』の総括を行うとともに、今後の見直しに対する具体的な検討を行います。	
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メインテーマ

① 毎月定例

② 継続

① 雑木林などの調査 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地
　 　　公有地エリア　毎月第2月曜日
　２．調査活動 ・池辺公園　毎月第１火曜日

・仙波河岸史跡公園
　4/22（水）、7/15（水）、9/30（水）

② 田んぼの生き物調査 ・吉田、笠幡、福田

③ トンボの調査・学習会 　5/27（水）、7/4（土）、8/26（水）、

チョウの調査（継続） ・安比奈親水公園　5/29（金）、10月

④ 水生動植物の調査
　・魚類調査など ・幡田掘　随時

① ・「（仮称）川越市森林公園」計画地
　３．保全再生活動 　　公有地エリア　毎月第4月曜日

② 池辺公園 ・毎月第１火曜日
③ 水辺環境 ・ホタル再生、なぐわし公園ビオトープ

① 「新緑の雑木林観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地

　４．自然観察会 5/17（日）
② 「キノコの観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地

7/5（日）
③ 「虫の観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地

7/26（日）

　５．イベント ① 田んぼの生き物調査 ・みなみかぜ田んぼ　5/17（日）

　7/4（土）　高梨農園田んぼ、

　　　　　　　 みなみかぜ田んぼ

　7/5（日）　笠幡田んぼ

② 赤城山方面自然観察ツアー ・バスツアー　6/4（木）

　６．学校教育支援 ・要請があれば随時

　７．法令勉強会 ・随時

①川の一斉水質検査　6/7
　９．全体活動 ②エコプロダクツ川越2015　8/2

　その他

（データベース、モニタリング連動）
動植物調査

・川越市とその周辺

雑木林の在来希少種を残す保
全活動

上戸小学校、高階北小学校、埼玉大
学特別支援学校など

次期環境基本計画・緑の基本計画
への提案、提言のために

　８．キノコの冊子作り
・　キノコを含む観察会、講師を招い
ての勉強会

③第14回かわごえ環境フォーラム
　　2/20

自然環境部会　2015年度事業計画案

生物多様性保全の実現
　　　　「生き物との共存、生き物の賑わいのある川越」

項目 実施内容 実施場所・時期

１．行政とのパート
ナーシップ

・川越市の生き物データベース
作成協力
・生物多様性保全講座協力

　県民参加モニタリング調査
　協力
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議案第４号	

２０１５年度予算について 

～２０１５年度予算（案）	

 

収入 単位：円

項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 説明

会費 227,000 218,000 9,000

会費 227,000 218,000 9,000 個人：1,000円×117人、民間団体等：2,000円×55団体

委託金 60,000 60,000 0

委託金 60,000 60,000 0 県民参加生き物モニタリング調査委託金

補助金 400,000 400,000 0

補助金 400,000 400,000 0 川越市より補助金

協賛金 150,000 175,000 △ 25,000

協賛金 150,000 175,000 △ 25,000 かわごえ環境フォーラム協賛金

繰越金 254,082 249,885 4,197

繰越金 254,082 249,885 4,197 2014年度より繰越

諸収入 160,024 70,029 89,995

諸収入 160,024 70,029 89,995

1,251,106 1,172,914 78,192

支出

項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 説明

事業費 521,000 431,000 90,000

活動費 198,000 146,000 52,000 年会費、サーバ更新料、保険料他

報償費 103,000 105,000 △ 2,000 講師謝礼

交通費 160,000 120,000 40,000 バス借上げ代他

県事業費 60,000 60,000 0 県民参加生き物モニタリング調査事業費

会議費 13,000 3,000 10,000

会議費 13,000 3,000 10,000 会場使用料

事務費 527,000 539,000 △ 12,000

需用費 337,000 343,000 △ 6,000 コピー用紙代、コピー代、その他消耗品他

役務費 190,000 196,000 △ 6,000 宅配便運賃、切手代他

予備費 190,106 199,914 △ 9,808

予備費 190,106 199,914 △ 9,808

1,251,106 1,172,914 78,192

合　計

合　計

参加費160,000円（=社会環境部会60,000円＋自然環境部会

100,000円）、利息24円）




