
２０１６年度

総 会 議 案 書

日時 ２０１６（平成２８）年 ５月２１日（土）
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場所 川越市立博物館 視聴覚ホール
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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 ２０１５年度事業報告について

（２） 議案第２号 ２０１５年度決算報告及び会計監査報告について

（３） 議案第３号 役員の改選について

（４） 議案第４号 ２０１６年度事業計画について

（５） 議案第５号 ２０１６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
２０１５年度事業報告について
１．主な事業

事　　　業　　　内　　　容

２０１５年 ４月 ２日 （木） 月刊かわごえ環境ネット4月号(No.102)発行

７日 （火） 池辺公園定例活動

１３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２２日 （水） 仙波河岸史跡公園植物調査

２７日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

５月 １日 （金） 緑のカーテン講座

２日 （土） 月刊かわごえ環境ネット5月号(No.103)発行

１１日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

１２日 （火） 池辺公園定例活動

１７日 （日） 新緑の雑木林 自然観察会

１７日 （日） 田んぼの生き物調査（植物）

２１日 （木） 上戸小学校学習支援

２３日 （土） 2015年度総会　市立博物館視聴覚ホールにて　（出席34名・委任89名：計123名）
　　懇親会「どんぐりの樹」にて　（参加者 23名）

２５日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 保全活動

２７日 （水） トンボの調査

２９日 （金） チョウの調査観察会

６月 ２日 （火） 池辺公園定例活動

４日 （木） 赤城山自然観察バスツアー（参加者45名）

５日 （金） 月刊かわごえ環境ネット6月号(No.104)発行

７日 （日） 川の一斉水質調査

８日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２２日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２４日 （水） 高階北小学校学習支援

７月 ２日 （木） 月刊かわごえ環境ネット7月号(No.105)発行

４日 （土） 田んぼの生き物しらべ（みなみかぜ田んぼ、高梨農園田んぼ）

５日 （日） 田んぼの生き物しらべ（笠幡田んぼ）

５日 （日） キノコの観察会

７日 （火） 池辺公園定例活動

１３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

１５日 （水） 仙波河岸史跡公園植物調査

１９日 （日） 郊外クリーン活動

２５日 （土） 百万灯夏祭りにおける清掃活動(２５・２６日)・小江戸川越打ち水風情２０１５

２６日 （日） 虫の観察会

２７日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

８月 ２日 （日） 「エコプロダクツ川越2015」に出展

７日 （金） 月刊かわごえ環境ネット8月号(No.106)発行

２６日 （水） 真夏のトンボ調査

９月 １日 （火） 月刊かわごえ環境ネット9月号(No.107)発行

１日 （火） 池辺公園定例活動

５日 （土） 環境施設めぐりバスツアー　 東京都水の科学館ほか （参加者41名）

１４日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２８日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

３０日 （水） 仙波河岸史跡公園植物調査

事　業　一　覧

年　　月　　日
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２０１５年 １０月 ４日 （日） 「２０１５アースデイ・イン・川越　立門前」に出展：エコドライブ教習会

６日 （火） 池辺公園定例活動

８日 （木） 月刊かわごえ環境ネット10月号(No.108)発行

８日 （木） チョウの観察会

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

１１月 ２日 （月） 池辺公園定例活動

６日 （金） 月刊かわごえ環境ネット11月号(No.109)発行

９日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

１３日 （金） 高階北小学校学習支援

１４日 （土） 「第15回北公民館かんきょう祭り」に参加

１５日 （日） 「つばさ館まつり２０１５」にてエコドライブ教習会を実施（環境政策課と共催）

２３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２７日 （金） 上戸小学校学習支援

２８日 （土） 環境講演会「環境みらい都市について」　ウェスタ川越　（参加者43名）

１２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12月号(No.110)発行

１４日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２３日 （水） 歳末まち美化活動（参加者31名）

２６日 （土） 月刊かわごえ環境ネット1月号(No.111)発行

２０１６年 １月 ７日 （木） 池辺公園定例活動

１１日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２月 ２日 （火） 池辺公園定例活動

８日 （月） 月刊かわごえ環境ネット2月号(No.112)発行

８日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２０日 （土） 第14回かわごえ環境フォーラム（参加者午前の部　66名、午後の部　56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２０１６

２２日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

３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3月号(No113)発行

２６日 （土） 生物多様性講座「かわごえの生き物をたずねて」に協力

２８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　　　　　　　　　　　　11回開催

事業運営委員会　　　　　　　　　　　15回開催

（うち、かわごえ環境フォーラム実行委員会　5回開催）

かわごえアジェンダ２１推進委員会　  12回開催

【会議】
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２．総括及び全体事業

2015 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。ここでは、事業運営委員会とかわごえアジェンダ 21 推進委員会が実施した活動を

中心に記すとともに、組織全体として推進した事業についても総括しました。

（1） 【交流事業】2 月 20 日に「第 14 回かわごえ環境フォーラム」をウェスタ川越で開

催しました。午前に市民・民間団体・事業者・大学の「環境活動報告会」を実施し

66 名が参加しました。また、午後に川越市の環境保全やまちづくりに興味のある広

範な参加者を集めて「かわごえカフェ 2016」を実施し、56 名の参加者がありました。

また、5月 23 日の総会において懇親会をどんぐりの木で実施し、23 名の参加者が懇

親を図りました。

（2） 【普及・啓発事業】8 月 2 日に環境プラザ「つばさ館」で開催された「エコプロダ

クツ川越 2015」に会員団体等と共同出展して、ワークショップと展示を多数行い、

市民等に環境行動の普及・啓発を図りました。前年度に引き続いて実施したワーク

ショップに加え、新たに 4つのワークショップを増やして充実を図るとともに、新

たな取組として、事業者の環境活動をパネル展示して、事業者と市民との環境コミ

ュニケーションを促進しました。また、環境月間ポスターコンクールにおいて「環

境ネット賞」を 3点選定し、表彰しました。さらに、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 7月 19 日にやすらぎのさと周辺の郊外で実

施し 14 名の参加者がありました。12 月 23 日には中心市街地で実施し、31 名の参加

者がありました。その他、10 月 4 日に行われた「2015 アースデイ・イン・川越 立

門前」にパネル出展と「かわごえアジェンダ 21」の環境に配慮した行動チェックシ

ート（市民編）を実施し、49 名が参加しました。11 月 14 日に行われた「第 15 回北

公民館かんきょう祭り」にもパネル出展しました。広報紙「月刊かわごえ環境ネッ

ト」を通じて「巻頭言」「川越の自然を訪ねて」「私のエコぐらし」の 3つのコラム

を連載し、生物多様性保全やエコぐらしや関する普及・啓発を図りました。

（3） 【調査・研究事業】事業運営委員会の傘下に「水辺と川の小委員会」を新規設置し、

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」を実施しました。13 名の参加者が 30 か所の採

水を行い、COD と EC（電気伝導率）等を測定し、結果を流域団体に報告しました。

また、新河岸川流域や荒川流域の各流域団体の活動に協力しました。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

参加しました。さらに、川越市が 8月 3 日に実施した中心市街地の気温測定調査に

協力しました。平成 27 年度に目標年度を迎えた『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」』の評価や新たな計画の策定に向

けて「新かわごえアジェンダ 21 検討会」を 12 回開催しました。

（4） 【学習支援事業】上戸小学校が 5月 21 日と 11 月 27 日に、東洋大学川越キャンパス

において実施した「わくわくタイム」の観察会と、高階北小学校が 6月 24 日と 11

月 13 日に（仮称）川越市森林公園計画地で実施した「森の自然学習」に講師として

協力しました。また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実施しました。

（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
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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（SNS：

Facebook と Twitter）を活用し、環境に関する人的交流を進めるとともに、行事に

おいて広範な範囲の参加者を得ました。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・大学・行

政等の環境活動に関する情報の集積を図りました。さらに、川越市が発行する『平

成 27 年度版 かわごえの環境（第 9号）』の「市民・事業者の環境への取組状況」に、

前年度の川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ 21」の「環境に配慮した行動チ

ェックシート（市民編）」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。

３．広報委員会

広報の作成・刊行は地道な活動です。この 1年間に多くの会員の協力で毎月発行するこ

とができました。この 1年間の広報紙のページ数は 12 ページ 1回、16 ページ 9回、18 ペ

ージ１回、22 ページ 1回の合計して 196 ページとなり、その内容は多岐にわたっています。

全体事業の各報告、社会環境部会の「わたしのエコぐらし」と自然環境部会の「川越の自

然を訪ねて」の連載が継続して行われ、会員への情報提供を継続して行って本会の広報の

役割を果たすことができました。

会員・関係団体の活動について、田んぼ再生 12、川の再生 11、自然観察 5、こもれびの

森 5、温暖化防止 5、クリーン活動 4など合計 55 回の報告が広報に寄せられました。本会

の活動の幅と広がりが認識することができます。全体事業および関連団体の活動予告では

主な活動について内容が分かるように掲載する努力を重ねました。

また、迅速な情報を伝達できるインターネットを活用した Facebook、Twitter などの活

用が軌道にのってきて、かわごえ環境フォーラムやまち美化・クリーン活動への他市から

の参加が見られるほど効果を実証することができました。

編集・印刷・配送の分担した一貫作業が確立できて、スムーズな発行を行うことができ

ました。このように多くの会員が参加することはスムーズな広報体制に必要なことです。

課題としては、広報体制の充実を掲げましたが、具体的に示すことができなかったので

将来を考えながら継続した広報体制の充実を検討する必要があります。

４．社会環境部会

2014 年度に引き続き、毎月の部会の司会を交代制にしました。それぞれの意識の高揚に

役立っていると思っています。また、私のエコぐらしを昨年から継続して月刊紙に掲載し

てきました。それぞれ暮らしの改善が図られていると思います。部会として参加者の増員

が図れなかったのは残念でした。

(1) 部会全体事業

1) 環境施設めぐり

9月 5日（土）東京都水の科学館、葛西臨海水族園を視察しました。参加者は 41

名でした。今年は水環境関係の施設を選びました。水の科学館では、水の循環の仕

組み、水道水の管理等を学び、葛西臨海水族園では海水、淡水に住む魚類の生態、
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特にマグロの回遊状況は壮大でした。

2） 環境講演会

11 月 28 日（土）の午後、ウェスタ川越の 2 階会議室で早稲田大学の小野田弘士

先生の講演会「環境みらい都市」と、本会の小瀬博之理事長と、川越市環境政策課

長の箕輪信一郎理事を加えた 3名での「環境みらい都市川越に向けて」と題したパ

ネルディスカッションを行い、43 名の参加者がありました。「環境みらい都市」は、

市民が今後取り組まなければならない課題であり、活動意欲をそそる集まりでした。

3） 緑のカーテンの促進活動

5月 1 日（金）午前に名細市民センター、午後南古谷の東部地域ふれあいセンタ

ーで、井口吉三郎講師のパッションフルーツを主体とした緑のカーテンの普及講座

を、部会メンバーが支援して行いました。これを機会に市内に幅広く活用するよう

に広めたいと思います。

4）エコドライブ教習会（環境政策課と共催）

今年は、10 月 4 日（日）に行われた「アースデイ・イン・川越 立門前」で、鶴

川座入口にてドライブシミュレーターを使って実施しました。今回は、通行人を呼

びとめての体験だったので 10 数名に終わりましたが、11 月 15 日のつばさ館まつり

でも実施し、来場者対象でしたので多くの方に体験していただきました。

(2) 部会会員のエコぐらし活動

1) 私のエコぐらし 加害者になりたくない

2) 〃 「エコロジー」と「エコノミー」な生活

3) 〃 思うようにいかない「エコライフ」

4) 〃 私の人生設計

5) 〃 楽しみながら努力するエコ活動

6) 〃 日々の生活で出来ること

7) 〃 自然エネルギーの利用を楽しむ

8) 〃 環境省の 3Ｒ活動からみた私のエコライフ

9) 〃 みどりのカーテンの再挑戦

10) 〃 水のエコ生活

(3) 学校等・一般市民・団体・事業者・行政の環境活動

―部会会員の個人・団体の活動―

1) いい川づくり活動

2) 霞ヶ関西中学校 川の生き物調査と自然観察支援 南小畔親水クラブ

５．自然環境部会

川越は住みやすい街という評判を聞くことがありますが、もう少し緑があるといいねと

いう声も聞きます。川越市の緑は周辺部に多くあり、中心部には少ない状況です。川越市

でも近年は社会・経済の変化に伴い、田畑の休耕や売却、樹林地の売却など土の見える環

境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。

繋がりあっている多様な生き物が減っていくことは、人への生態系サービスが減じていく
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ことです。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り組みが動き出して

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保全に置き換えています。以下に 2015 年度の事業概要の報告

をします。

（１）行政とのパートナーシップ

埼玉県の県民参加モニタリング調査に協力し、5年間の調査で終了し、新たに 2 年間の

計画の 2年目になりました。また、川越市の生き物データベース作成が始まり、枠組み・

データ提供などに協力しました。

（２）調査活動

「（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実施しました。新たに

絶滅危惧種もみつかりました。池辺公園は毎月定例で、仙波河岸史跡公園は 3回調査しま

した。チョウの調査を 2回安比奈親水公園で実施し、新たにトンボの調査に取り組みまし

た。

（３）保全再生活動

「（仮称）川越市森林公園」計画地・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。どの会も初参加の人が

多く、広める効果はあったと思われます。

（５）イベント

田んぼの生き物調査はみなみかぜ田んぼ、福田地区及び笠幡地区で専門家を講師に実施

しました。また、バスを利用した「赤城山自然観察バスツアー」を実施しました。どちら

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

自然環境教育の一環として、高階北小は 6月、11 月、上戸小は 5月、11 月に学校教育支

援を行いました。どちらも学年単位なので人数が多く、自然環境部会から多くのスタッフ

が対応しました。

この他、全体に関わるものでは川の一斉水質検査、エコプロダクツ川越 2015、第 14 回

かわごえ環境フォーラムなど部会としての対応がありました。
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　　　　環境ネット自然環境部会　2015年度事業計画案

メインテーマ

① 毎月定例

3/26実施

② 継続

報告済み　1/10

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、7/15、9/30

② トンボの調査・学習会 ・「みなみかぜ」田んぼ

　5/27、7/4、8/26

③ チョウの調査（継続） ・安比奈親水公園　5/29、10/8

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 5/17

② 「キノコの観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地

7/5

③ 「虫の観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地

7/26

　５．イベント ① 田んぼの生き物調査（植物編） ・みなみかぜ田んぼ　5/17

② 田んぼの生き物調査（植物編） ・福田地区　7/4

・笠幡地区　7/5

③ 赤城山自然観察バスツアー ・バスツアー　6/4

　６．学校教育支援 上戸小学校　5/21、11/27　76名

高階北小学校　6/24、11/13　95名

　７．法令勉強会 6回実施

①水辺と川の小委員会

②川の一斉水質検査 6/7

　９．全体活動 ③エコプロダクツ川越 8/2

④かわごえ環境フォーラム 2/20

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

・生物多様性保全講座に協力

動植物調査（データベース、モニタ
リング連動）

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

川越市とその周辺　4/3、4/28、5/18、
7/2、9/4、9/18、10/2、10/13、10/26、
12/8
1/13、2/5、3/14

（ペットボトルロケット、ブンブンコマ等）

１．行政とのパート
ナーシップ

・川越市の生き物データ
ベース作成に協力

県民参加モニタリング調査に協力

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
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議案第２号

２０１５年度決算報告及び会計監査報告について

収入 単位：円

項 目 予算額 収入済額 差引

会費 227,000 228,000 1,000

会費 227,000 228,000 1,000

委託金 60,000 60,000 0

委託金 60,000 60,000 0

補助金 400,000 400,000 0

補助金 400,000 400,000 0

協賛金 150,000 100,000 △ 50,000

協賛金 150,000 100,000 △ 50,000

積立金 0 0 0

積立金 0 0 0

繰越金 254,082 254,082 0

繰越金 254,082 254,082 0

諸収入 160,024 262,559 102,535

諸収入 160,024 262,559 102,535

1,251,106 1,304,641 53,535

支出

項 目 予算額 支出済額 差引

事業費 521,000 567,432 △ 46,432

活動費 198,000 153,436 44,564

報償費 103,000 114,295 △ 11,295

交通費 160,000 239,701 △ 79,701

県事業費 60,000 60,000 0

会議費 13,000 25,104 △ 12,104

会議費 13,000 25,104 △ 12,104

事務費 527,000 438,299 88,701

需用費 337,000 250,027 86,973

役務費 190,000 188,272 1,728

積立金 0 0 0 

積立金 0 0 0 

予備費 190,106 0 190,106

予備費 190,106 0 190,106

1,251,106 1,030,835 220,271

 

　上記のとおり決算報告いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
かわごえ環境ネット

　      理事長　　小瀬　博之

会計監査報告

　２０１６年４月１８日 かわごえ環境ネット

　　　　監　事　　板野　徹

　　　　監　事　　佐野　康子

説明

個人：1,000円×120人(昨年度分1人を含む）
民間団体等：2,000円×54団体（合計：174）

県民参加生き物モニタリング調査委託金

川越市より補助金

2014年度より繰越

合　計

説明

講師謝礼

バス借上料他

県民参加生き物モニタリング調査事業費

ゆうメール代、はがき代、切手代他

合　計

　　（収入済額）1,304,641円－（支出済額） 1,030,835円　＝273,806円（2016年度へ繰越）

２０１６年４月１８日に２０１５年度かわごえ環境ネットの会計監査を実施したところ、適正に執行されていましたので、これを報告い
たします。

協賛金 25,000円×4社（パイオニア㈱、㈱環境総合研究所、武州ガス
㈱、川木建設(株)）

参加費 262,500円（=社会環境部会121,000＋自然環境部会141,500）、
利息59円

部会活動費、川越市環境月間ポスターコンクールにおける環境ネット賞
副賞、年会費、サーバ更新料、保険料他

かわごえ環境活動報告集印刷代、コピー用紙代、コピー代、インク代他
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議案第３号

役員の改選について

役員の改選（案）

理事

監事

氏 名 会 員 区 分 再任・新任

安藤 裕貴
あんどう ゆ う き

個人 再任

板野 徹
い た の とおる

個人 新任

賀登 環
か ど たまき

個人 新任

菊地 三生
き く ち み つ お

個人 再任

小瀬 博之
こ せ ひろゆき

個人 再任

村上 正明
むらかみ まさあき

個人 再任

飯島 希
いいじま ほまれ

民間団体（こどもの根っこを育てる会） 再任

鎌田 政稔
か ま た まさとし

民間団体（川越中央ロータリークラブ） 再任

武田 侃蔵
た け だ かんぞう

民間団体（クリーン＆ハートフル川越） 新任

原嶋 昇治
はらしま しょうじ

民間団体（南小畔親水クラブ） 再任

横山 三枝子
よこやま み え こ

民間団体（福原ファームクラブ） 再任

小笹 裕
お ざ さ ゆたか

事業者（川越環境保全連絡協議会） 再任

箕輪 信一郎
み の わ しんいちろう

行政（川越市） 再任

氏 名 会 員 区 分 再任・新任

中山 勝美
なかやま か つ み

個人 新任

宮﨑 誠
みやざき まこと

個人 新任
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議案第４号

２０１６年度事業計画について

～２０１６年度事業計画（案）～

１．2016 年度の基本方針及び全体事業

今期は、本会が設立されて 17 期目となります。また、理事会としては 9回目の新たな体

制となり、設立 20 周年に向けての足固めを図ります。特に、新たな川越市環境行動計画の

作成に協力することにより、2025 年度の目標年度に向けた市民等の行動計画を定め、本会

の活動指針とします。また、年次の活動として、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。環境活動に関する関心をあらゆる世代や地域に広げる本会の役

割を認識し、参加しやすい活動形態を常に追求して実行していきます。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、かわごえアジェンダ 21 推進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 25 日に「第 15 回かわごえ環境フォーラム」を開催し、市民・民

間団体・事業者・大学・行政等の「環境活動報告会」を実施するとともに、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2017」

を実施します。また、5月 21 日に開始される総会後の懇親会など、会員間の交流行

事を実施します。

（2） 【普及・啓発事業】7 月 24 日に開催される「エコプロダクツ川越 2016」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、同会場に

おいて会員企業のポスター展示を実施し、環境コミュニケーションを支援します。

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 7月 17 日に郊

外において、10 月 15・16 日に川越まつりにおいて、12 月 23 日に中心市街地におい

て実施します。今年度より川越まつりにおけるクリーン活動をかわごえ環境ネット

が主体となって実施します。10 月 2 日に行われる予定の「2016 アースデイ・イン・

川越 立門前」、11 月 12 日に行われる予定の「第 16 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・啓発イベントにパネルなどを出展するとともに行

事の開催を支援します。その他、広報のコラムを通じて環境活動に関する普及・啓

発を図ります。

（3） 【調査・研究事業】事業運営委員会傘下の「水辺と川の小委員会」が企画して、全

国的に実施する日に合わせた 6月 5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の活動支援と交流を図ります。

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、川越市が実施する市民環境調査に協力するととも

に、1月に策定を予定している新たな『川越市環境行動計画』の原案の作成を、か

わごえアジェンダ 21 推進委員会が主体となって行います。

（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、会員の研鑽を図るとともに、市民の環境学習機会を提供するた

め、講演会・見学会・研修会・自然観察会などの行事を、専門委員会の主催により

開催します。

（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
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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（SNS：

Facebook と Twitter）を活用し、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。今期は、インターネットを活用した新たな情

報共有サービスとしてメーリングリスト、情報提供サービスとしてメールマガジン

の開設を検討します。刊行物としては、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。また、川越市が発行する『平成 28 年度版 かわごえの

環境（第 10 号）』の「市民・事業者の環境への取組状況」に、前年度の川越市環境

行動計画「かわごえアジェンダ 21」の「環境に配慮した行動チェックシート（市民

編）」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す。

２．広報委員会

広報活動は会員相互を結びつける大切でありかつ地味な活動で、本会に参加している個

人・団体のネットワーク形成に大きな役割を果たすことが期待でき、同時に本会や参加団

体の活動の成果や知見を伝える役割をもっています。

特にネットワークは多様で多彩な活動や視点の存在が必要で、交流が深まることでお互

いに情報を共有し、さらに活動の範囲を広げることができます。また、これまでの活動を

振り返り、共通の問題の解決につなげることができる可能性を広げることができます。

環境活動を活発にするために、月 1回の「月刊かわごえ環境ネット」を発行して情報を
周知させてきました。また、迅速な情報提供をおこなうために、Facebookや Twitterなど
のインターネットを活用して採れたて情報を提供することで、会員だけでなくより広い年

代層の参加を促進してきました。

今年度はスピード感のある広報活動を行うために、会員同士の情報交換と会員への情報

配信のため、メーリングリストとメールマガジンの作成を検討します。また、広報体制の

充実のために広報委員を募集して、編集体制を充実させます。次に次世代の広報体制をつ

くるために若い会員の参加を推進させるように努力します。

３．社会環境部会

（1）学習活動の一環として、前年度に引き続き次の事業を実施します。
1) 環境施設の見学

会員及び市民の参加の下に、産業、生活、歴史、文化等に関する施設を視察し、

住みよい環境の整備、維持管理等について理解の向上を図ります。

2) 環境講演会の開催

身近な環境問題をテーマに、会員及び市民を対象とした講演会を開催し、環境変

動の実態とその要因等について学びます。

（2）エコドライブ教習会の開催
啓発活動の一環として、前年度に引き続き環境政策課との協働事業により、ドライ

ブシミュレーター等を活用したエコドライブ教習会を開催し、安全かつ地球環境にや

さしい車の運転技術の普及啓発に努めます。
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（3）緑のカーテンの普及推進
普及活動の一環として、前年度に引き続き環境政策課との協働事業により、市内２

か所で緑のカーテン用種苗の無償配布とその育て方の説明会を開催し、地球環境にや

さしく、かつ経済的な生活の普及に努めます（5月上旬に実施済）。
（4）会員の環境に関する各種活動の支援。

会員団体や個人が推進している街中の美化活動、川の再生・保全活動、賢いエコぐ

らしの推進等の様々な活動を紹介、支援し、住みよい川越を次世代に引き継ぐ活動の

活発化を図ります。

４．自然環境部会

自然環境部会のメインテーマは、「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」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。また、田んぼから自然を再生していこうというのも新しい取り組みです。

そしてそれを広く市民と共有できる組織作りが課題です。今年度の具体的な事業計画は以

下のとおりです。
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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
　 　 　　　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
　4/21、7/27、9/28
・寺尾調節池と新河岸川河川敷
　4/27、7/20、9/21

② トンボの調査・学習会 ・未定
③ チョウの調査（継続） ・安比奈親水公園　6月、10月
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 　5/15
② 「キノコの観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地

　7/3
③ 「虫の観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地

　7/31
　５．イベント ① 田んぼの生き物調査（動物編） ・福田地区田んぼ　6/25

② 田んぼの生き物調査（植物編） ・福田地区田んぼ　7/30

③ 渡良瀬遊水地自然観察研修会 ・バスツアー　5/26

　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　6/5

　９．全体活動 ②エコプロダクツ川越2016　7/24

③環境フォーラム　2/25

　その他

自然環境部会　2016年度事業計画案

今成小学校、上戸小学校、高階北小
学校など

・川越市とその周辺

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に
作成協力
・市主催生き物講座に協力
県民参加モニタリング調査に協力

動植物調査（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

環境基本計画・緑の基本計画を生か
すための提案、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

実施内容
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議案第５号

２０１６年度予算について

～２０１６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 220,000 227,000 △ 7,000

会費 220,000 227,000 △ 7,000 個人：1,000円×116人、民間団体等：2,000円×52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 100,000 150,000 △ 50,000

協賛金 100,000 150,000 △ 50,000 かわごえ環境フォーラム協賛金

繰越金 273,806 254,082 19,724

繰越金 273,806 254,082 19,724 2015年度より繰越

諸収入 264,523 160,024 104,499

諸収入 264,523 160,024 104,499

1,318,329 1,251,106 67,223

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 535,000 521,000 14,000

活動費 141,000 198,000 △ 57,000 年会費、サーバ更新料、保険料他

報償費 108,000 103,000 5,000 講師謝礼

交通費 226,000 160,000 66,000 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 19,000 13,000 6,000

会議費 19,000 13,000 6,000 会場使用料

事務費 574,500 527,000 47,500

需用費 381,500 337,000 44,500 コピー用紙代、コピー代、その他消耗品他

役務費 193,000 190,000 3,000 宅配便運賃、切手代他

予備費 189,829 190,106 △ 277

予備費 189,829 190,106 △ 277

1,318,329 1,251,106 67,223

合　計

合　計

参加費264,500円（=社会環境部会100,000円＋自然環境部会

164,500円）、利息23円）




