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日時 ２０１７（平成２９）年 ５月２７日（土）
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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 ２０１６年度事業報告

（２） 議案第２号 ２０１６年度決算報告及び会計監査報告

（３） 議案第３号 会則の改正

（４） 議案第４号 ２０１７年度事業計画

（５） 議案第５号 ２０１７年度予算

５． 議長解任

６． 閉会
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議案第１号
２０１６年度事業報告
１．主な事業

事　　　業　　　内　　　容

２０１６年 ４月 ５日 （火） 月刊かわごえ環境ネット2016年4月号(No.114)発行

５日 （火） 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

２１日 （木） 仙波河岸史跡公園生き物調査

２５日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

５月 ６日 （金） 緑のカーテン講座

７日 （土） 月刊かわごえ環境ネット2016年5月号(No.115)発行

９日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

１０日 （火） 池辺公園定例活動

１５日 （日） 新緑の雑木林観察会

２０日 （金） トンボのヤゴ調べ

２０日 （金） 上戸小学校自然環境学習支援

２１日 （土） 2016年度総会　市立博物館視聴覚ホールにて　（出席22名・委任89名：計111名）
　　懇親会「どんぐりの樹」にて　（参加者 14名）

２３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２６日 （木） 自然観察研修会（渡良瀬遊水地　参加者44名）

６月 ５日 （日） 川の一斉水質調査

６日 （月） 月刊かわごえ環境ネット2016年6月号(No.116)発行

７日 （火） 池辺公園定例活動

８日 （水） 今成小学校自然環境学習支援

１３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２０日 （月） 高階北小学校自然環境学習支援

２５日 （土） 田んぼの生きもの調査（動物編）（かわごえ里山イニシアチブと共催）

２７日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２９日 （水） 霞ケ関西中学校自然環境学習支援

７月 ３日 （日） キノコの観察会

４日 （月） 月刊かわごえ環境ネット2016年7月号(No.117)発行

５日 （火） 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

１７日 （日） 郊外クリーン活動

２０日 （水） 寺尾調節池と新河岸川河川敷生き物調査

２４日 （日） 「エコプロダクツ川越2016」に出展

２５日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２７日 （水） 仙波河岸史跡公園生き物調査

３０日 （土） 田んぼの生きもの調査（植物編）と野草料理を食べよう（かわごえ里山イニシアチブと共催）

３１日 （日） 虫の観察会

８月 ２日 （火） 池辺公園定例活動

１３日 （土） 月刊かわごえ環境ネット2016年8月号(No.118)発行

９月 １日 （木） 川の景観づくり講演会

２日 （金） 環境施設視察研修会　 （一財）電力中央研究所環境科学研究所ほか （参加者27名）

５日 （月） 月刊かわごえ環境ネット2016年9月号(No.119)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

２８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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１０月 ２日 （日） 「２０１６アースデイ・イン・川越　立門前」にパネル出展

４日 （火） 池辺公園定例活動

６日 （木） 霞ケ関西小学校自然環境学習支援

９日 （日） 月刊かわごえ環境ネット2016年10月号(No.120)発行

１０日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

１５日 （土） 川越まつり会場クリーン活動（参加者45名）

１６日 （日） 川越まつり会場クリーン活動（参加者35名）

１９日 （水） チョウ・トンボ現地調査

２４日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

１１月 １日 （火） 池辺公園定例活動

５日 （土） 環境講演会「地球温暖化は止められるか」　（南公民館　参加者33名）

５日 （土） 「つばさ館まつり」にてエコドライブ教習会を実施（環境政策課と共催）

８日 （火） 高階北小学校自然環境学習支援

１０日 （木） 月刊かわごえ環境ネット2016年11月号(No.121)発行

１２日 （土） 「第16回北公民館かんきょう祭り」にパネル出展

１４日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２０日 （日） 「かわごえ産業フェスタ」にてエコドライブ教習会を実施（環境政策課と協働）

２５日 （金） 上戸小学校自然環境学習支援

２８日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

１２月 ６日 （火） 池辺公園定例活動

６日 （火） 月刊かわごえ環境ネット2016年12月号(No.122)発行

１２日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２３日 （金） 歳末まち美化活動（参加者51名）

２６日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２０１7年 １月 １日 （日） 月刊かわごえ環境ネット2017年1月号(No.123)発行

１０日 （火） 池辺公園定例活動

２３日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

２月 ３日 （金） 月刊かわごえ環境ネット2017年2月号(No.124)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

２５日 （土） 第15回かわごえ環境フォーラム（参加者午前の部　69名、午後の部　94名）
　午前の部：環境活動報告会、午後の部：川越市環境行動計画策定記念講演会

２７日 （月） （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全作業

３月 ４日 （土） 月刊かわごえ環境ネット2017年3月号(No125)発行

７日 （火） 池辺公園定例活動

２５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

２７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　　　　　　　　　　　11回開催

かわごえアジェンダ２１推進委員会　  11回開催

【会議】
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２．総括及び全体事業

2016 年度も例年と同様に、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り組みを活発にすること」に基づいて事業を実

施しました。2020 年の設立 20 周年の足固めとなる「川越市環境行動計画」の改定に協力

する一方で、参加しやすい活動形態を追求して事業を実施してまいりました。ここでは、

前年度の事業計画に掲げた 5つの事業に即して事業を総括するとともに、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全体事業を中心に記します。

（1） 【交流事業】2 月 25 日に「第 15 回かわごえ環境フォーラム」をウェスタ川越で開

催しました。午前に、毎回実施している市民・民間団体・事業者・大学の「環境活

動報告会」を実施し、69 名が参加しました。また、午後には川越市との共催による

川越市環境行動計画策定記念講演会を実施して、94 名が参加しました。第三次川越

市環境基本計画と新たな川越市環境行動計画の説明とともに、映画監督の原村政樹

氏に基調講演をしていただき、飯島希理事との対談を行いました。なお、当初予定

していた「かわごえカフェ 2017」については、上記の行事の実施により中止としま

した。

また、5月 21 日の総会において懇親会をどんぐりの木で実施し、14 名の参加者が

懇親を図りました。かわごえ環境フォーラムの行事後にも懇親会を実施して、10 名

が参加し、原村監督を囲んで交流を深めました。その他、関係団体の行事に出席す

るなど交流を図りました。

（2） 【普及・啓発事業】7 月 24 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 2016」に会員団体等と共同出展して、ワークショップと展示を行い、市民

等に環境行動の普及・啓発を図りました。今回は会場を拡大して内容の充実を図り

ました。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した。また、環境政策課が主催する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、3回のまち美化活

動を実施しました。郊外クリーン活動は、7月 17 日にやすらぎのさと周辺の郊外で

実施し、25 名の参加者がありました。10 月 15・16 日の川越まつりでは、今回本会

が初めて主催者として会場クリーン活動を実施し、2日間で合計 80 名の参加者があ

りました。12 月 23 日の中心市街地歳末まち美化活動は、51 名の参加者がありまし

た。活動の周知が図られ、団体としての参加者が増加しました。

その他、10 月 2 日に行われた「2016 アースデイ・イン・川越 立門前」にパネル

を出展、11 月 12 日に行われた「第 16 回北公民館かんきょう祭り」にもパネルを出

展しました。

広報紙「月刊かわごえ環境ネット」においては、連載 50 回を超える「川越の自然

を訪ねて」と、2016 年 7 月号から名称を変更した「私のエコ体験」の 2つのコラム

を連載し、自然環境の保全や環境に配慮した生活に関する普及・啓発を図りました。
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（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、6

月 5日に川越市内の河川における「川の一斉水質調査」を実施し、13 名の参加者が

31 か所の採水を行い、COD と EC（電気伝導率）等の水質を測定し、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。流域団体との交流については、本会の主催による具体的な事業を実施すること

ができず、本会としての交流会の実施は、流域団体の把握や本会の役割も踏まえる

と難しいとの結論を得ました。

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」に参加しました。また、川越市が実施した 8月 3日の笠幡におけるまち歩き暑

さ測定ツアーに参加協力するとともに、川越市からの依頼に基づき、新たな『川越

市環境行動計画』の原案を作成し、同計画の改定に協力しました。

（4） 【学習支援事業】川越市内の小中学校 5校に対して自然環境学習支援を行いました。

また市民の環境学習機会の提供として、講演会・見学会・自然観察会などの研修行

事を、専門委員会の主催により実施しました。さらにウェスタ川越が主催した「ECO

LIFE デザイン 〜子どもと一緒の環境講座〜」に協力して 4回の講座を企画・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

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周知を図

り、他地域、多方面の参加者・会員獲得に貢献しました。メーリングリスト、メー

ルマガジンの発行については実施を見送りましたが、インターネットでの情報配信

の重要性を認識しており、今後も積極的な活用を模索していきます。

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『第 15 回かわごえ環

境フォーラム 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成を図りました。さらに、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 20（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

会員等の協力により、年間 12回の「月刊かわごえ環境ネット」を発行しました。1年間
の広報紙のページ数は、4 月から順に 20,16,16,18,16,14,16,16,20,14,14,14 ページの計

194 ページとなりました。7月号より、表紙は写真を中心としたトピックを掲載することに

して、ビジュアル面を強調することにしました。2017 年 3 月号で、本紙は通算 125 号とな

り、月刊化から 10 周年となりました。多大な労力が必要な活動ではありますが、本会の要

の事業としての事業の継続の必要性を実感しております。

2つのコラムについては、社会環境部会、自然環境部会が執筆者を決め、話題性のある
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内容を毎月交代で執筆していただきました。報告記事として、本会の活動報告、会員・関

係団体の活動の積極的な掲載に努めましたが、特定の内容、団体に偏る傾向もありますの

で、より広範な原稿の収集が課題となっています。予告については、早期の周知を図る観

点から、おおむね実施月の前月までには情報の周知を行うようにしました。一方で、月末

を目途にしている発行日は安定せず、同月上旬から中旬の発行にずれ込んでしまうことも

あり、投稿いただいた原稿に対する期限が切れてしまう記事も出てしまっている状況にあ

ります。企画から原稿依頼・収集、編集・発送までの効率的な運用が課題です。

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

用を随時行い、特に 3回のクリーン活動においては積極的な周知の結果、多方面他地域か

ら、多数の参加者を得ることに貢献しました。Web サイトについては、月刊かわごえ環境

ネットの掲載が主でありますが、今後は、Facebook ページを含めて報告記事を充実して、

活動に関心を持つ人が確実に情報を得て、活動への参加者の増加に貢献することが必要と

考えています。

４．社会環境部会

前年度に引き続き、限られたメンバーではありますが、進行役交代制で毎月の部会を開

催し、事業活動の企画、具体的な実施計画等を協議したほか、環境問題に関する情報の交

換を行いました。また本会の広報紙「月刊かわごえ環境ネット」のコラム「私のエコ体験」

（5月までは「私のエコぐらし」）に交代で記事を投稿してエコ暮らしや体験等を紹介し、

読者の環境問題に係る意識高揚の参考に供しました。

このほかの部会活動の状況は以下のとおりです。

(1) 学習活動

学習活動の一環として、環境施設の見学及び環境講演会を開催しました。

①環境施設の見学

9 月 2 日に会員及びその家族、社員等 27 名の参加の下にバス 1台を借り上げ、千葉県

我孫子市の（一財）電力中央研究所環境科学研究所及び茨城県土浦市の日立セメント（株）

神立資源リサイクルセンターを見学しました。

環境科学研究所では①水路や送水管に付着し、導水の妨げになる外来種のカワヒバリ

ガイの生態、②LED 電光を利用した作物の生育特性、③石炭火力発電所から排出される石

炭灰を使ったライシメーターによる水の蒸発散や土層中の水の動き及び④乱流輸送モデ

リング風洞を利用した様々な立地条件の下での煤煙等の動きに関する研究施設を見学し、

電力業界における研究の一端に触れることができました。

神立資源リサイクルセンターでは、土浦市の生ごみ処理の動向について市の担当者か

ら説明を受けるとともに、当該施設に持ち込まれる各種の生ごみをメタン発酵させ、メ

タンガスをごみ焼却の熱源として利用するリサイクルの方式を学びました。土浦市では

平成 27 年には全市域を対象としてこの方式による生ごみの回収を行っており、その資源

化率は 21.7％に向上しているそうです。

②環境講演会の開催

11 月 5 日にウェスタ川越内の南公民館を会場として、会員や一般市民の方など 33 名に
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参加していただき講演会を開催しました。講師には埼玉県環境部温暖化対策課主幹の鈴

木智行氏をお招きし、「地球温暖化は止められるか」の演題で講演をしていただくととも

に、川越市環境部副部長の箕輪信一郎氏に、この課題に対して川越市が取り組んでいる

状況を詳しくお話しいただきました。

また引き続き両氏の参加を得て「低炭素社会の実現に向けて」と題してパネルディス

カッションを行いました。当日はパリ協定が発効した翌日とあって参加者の関心も高く、

多くの質問が寄せられ、地球温暖化問題について理解を深めることができました。

(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協働してドライブシミュレー

ターを利用したエコドライブ教習会を開催しました。

11 月 5 日にはつばさ館で開催された「つばさ館まつり」会場、11 月 20 日にはウェス

タ川越で開催された「かわごえ産業フェスタ」会場の一角にコーナーを設け、それぞれ

41 名と 47 名の方に 1人約 5分程度のドライブ擬似体験をしていただきました。参加者に

は、「エコドライブ」とは車に負荷がかかる余計な物を乗せない、急発進や急激な変速を

しない等により燃料の消費を少なくする運転であることについて理解を深めていただき、

安全かつ地球にやさしい自動車の運転技術の習得を図りました。

(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協働して、5月 6日午前中に南

古谷公民館、午後は大東南公民館を会場として、緑のカーテン用のパッションフルーツ、

ゴーヤ及びアピオスの苗を参加者に無償配布するとともに、苗の育成・提供をいただい

た井口吉三郎会員を講師として育て方の説明会を開催しました。南古谷公民館には38名、

大東南公民館には 36 名の参加者があり、同時に行ったアンケート調査結果からもこの活

動が好評であることが確認できました。

この活動は多数の苗を育てる個人の負担が大きい実態があり、今後どのような方法で

取り組むか検討を要する段階となっています。

(4) 会員の環境に関する各種活動の支援

アースデイ・イン・川越 立門前や北公民館かんきょう祭り等の会員団体や個人が参

画・推進している様々な活動の支援、紹介等を行い、環境活動の活性化に努めました。

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、でも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。つながりあっている多様な生き物が減っていくことは、人への生態サービスが

減じていくことです。世界的にも自然環境は悪化しており、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 2016 年度の報告をします。
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(1) 行政とのパートナーシップ

埼玉県の県民参加生き物モニタリング調査に協力しました。7年間の調査で一応終了し、

新たに 2年間の計画の 1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。市の講座「かわごえ生き物調査会」

（10 月 28 日）、「古谷湿地さかな観察会」（11 月 6 日）、「かわごえの生き物をたずねて～

生物多様性講座～」（3月 25 日）への協力、また、新たに始まる「市民生き物調査」への

準備協力などを行いました。

(2) 調査活動

「（仮称）川越市森林公園」計画地・池辺公園において毎月定例での動植物調査を実施

しました。仙波河岸史跡公園では 3回、寺尾調節池・新河岸川河川敷でも 3回ほど調査

を実施しました。チョウの調査、トンボ・ヤゴの調査を安比奈親水公園で実施しました。

(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

一般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

田んぼの生きもの調査は、動物編、植物編と 2回、「かわごえ里山イニシアチブ」との

共催にて、福田地区で専門家を講師に招き実施しました。バスを利用した「渡良瀬遊水

地自然観察研修会」は定員いっぱいの参加者になりました。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

自然環境学習の支援を、高階北小学校 3年生は 6月、11 月、上戸小学校 4年生は 5月、

11 月に行いました。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。その他、3校にも自然環境学習の支援を行いました。

その他、全体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 2016、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。

※付記※

自然環境部会が 10 年間にわたって行ってきた「（仮称）川越市森林公園」計画地の保全

調査活動に対して、（公財）都市緑化機構より「緑の都市賞 市民協働部門 奨励賞」を授

与されました。副賞で同地の案内パンフレットを作成しました。
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            2016年度 自然環境部会活動報告
○ 表中  【定】池辺 は池辺公園定例活動 毎月第１火曜日

 【定】森・公 は「（仮称）川越市森林公園」計画地 定例活動 第２、第４月曜日
年 月 備  考

2016年 4月 ・ 【定】池辺 植物調査 4/5（火）
・ 【定】森・公 植物調査 4/11（月）、4/25(月)
・ 仙波河岸史跡公園 植物調査 4/21（木）
・ 寺尾調節池 ・新河岸川河川敷生き物調査 4/27（水）

5月 ・ 【定】池辺 植物調査 5/10（火）
・ 【定】森・公 植物調査 5/9（月）、5/23（月）
・ 「（仮称）川越市森林公園」計画地 自然観察会 5/15（日） 一般対象

・ 渡良瀬遊水地自然観察研修会（バス利用） 5/26(木) 44名参加 会員対象
・ トンボの調査（5/20）
・ チョウの調査 安比奈親水公園5/31（火）雨天中止

6月 ・ 【定】池辺 保全活動 6/7（火）

・ 田んぼの生きもの調査（動物編） 福田地区 6/25（土） 一般対象
・ 【定】森・公 植物調査 6/13（月）雨中止、6/27（月）

・ 川の水質一斉調査 6/5（日）
７月 ・ キノコの観察会 「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/3(日) 一般対象

・ 「虫の観察会」「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/31(日) 一般対象
・ 【定】池辺 植物調査 7/5（火）
・ 【定】森・公 植物調査 7/11（月）、7/25(月)
・ 仙波河岸史跡公園植物調査 7/27（水）
・ 寺尾調節池 ・新河岸川河川敷生き物調査 7/20（水）

・ 調べて食べる野草料理 7/30(土) 北部ふれあいセンター 一般対象
8月 ・ 【定】池辺 植物調査 8/2（火）
9月 ・ 【定】池辺 保全活動 9/6（火）

・ 【定】森・公 植物調査 9/12（月）、9/26（月）
・ 寺尾調節池 ・新河岸川河川敷生き物調査 9/21（水）
・ 仙波河岸史跡公園 植物調査 9/28（水）

10月 ・ 【定】池辺 植物調査 10/4（火）
・ 【定】森・公 植物調査 10/10（月）、10/24（月）
・ 今成小学校3年生学習支援10/11(火)
・ 霞ヶ関西小学校4年生支援10/25(火)
・ チョウの調査  安比奈親水公園 10/19(水) 

11月 ・ 【定】池辺 保全活動 11/1(月)
・ 【定】森・公 植物調査 11/14（月）、11/28（月）
・ 高階北小学校学習支援 11/8（火） 
・ 上戸小学校学習支援 11/25(金) 

12月 ・ 【定】池辺 保全活動 12/6（火）
・ 【定】森・公 植物調査 12/12（月）、12/26（月）  

2017年 1月 ・ 【定】池辺 保全活動 1/10（火）
・ 【定】森・公 保全活動 1/23（月）

2月 ・ 【定】池辺 保全活動 2/7（火）
・ 【定】森・公 植物調査 2/13（月）、2/27（月）

3月 ・ 【定】池辺 保全活動 3/7（火）
・ 【定】森・公 植物調査 3/13（月）、3/27（月）

※ キノコ勉強会は15回開催

実  施  項  目

・ 上戸小学校 4年生支援 東洋大学キャンパス 5/20（金）

・ 今成小学校3年生学習支援 ６/8(水)

・ 高階北小学校３年生学習支援 6/20（月）

・ エコプロダクツ川越2016 出展 7/24（日）
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議案第２号

２０１６年度決算報告及び会計監査報告

収入 単位：円

項 目 予算額 収入済額 差引

会費 220,000 215,000 △ 5,000

会費 220,000 215,000 △ 5,000

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 100,000 125,000 25,000

協賛金 100,000 125,000 25,000

積立金 0 0 0

積立金 0 0 0

繰越金 273,806 273,806 0

繰越金 273,806 273,806 0

諸収入 264,523 295,264 30,741

諸収入 264,523 295,264 30,741

1,318,329 1,369,070 50,741

支出

項 目 予算額 支出済額 差引

事業費 535,000 503,271 31,729

活動費 141,000 128,263 12,737

報償費 108,000 76,000 32,000

交通費 226,000 239,008 △ 13,008

県事業費 60,000 60,000 0

会議費 19,000 4,600 14,400

会議費 19,000 4,600 14,400

事務費 574,500 514,317 60,183

需用費 381,500 350,522 30,978

役務費 193,000 163,795 29,205

積立金 0 0 0 

積立金 0 0 0 

予備費 189,829 0 189,829

予備費 189,829 0 189,829

1,318,329 1,022,188 296,141

　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

　２０１７年４月２１日 かわごえ環境ネット

　　　　監　事　　宮﨑　誠

　　　　監　事　　中山　勝美

説明

個人：1,000円×107人
民間団体等：2,000円×54団体（合計：161）

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

2015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） 1,369,070円 － (支出済額） 1,022,188円 ＝ 346,882円 （2017年度へ繰越）

２０１７年４月２１日に２０１６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×5社（パイオニア㈱、㈱環境総合研究所、武州ガス
㈱、川木建設㈱、第一生命㈱川越支社）

参加費 243,500円（=社会環境部会81,000円＋自然環境部会162,500
円）、
都市緑化機構奨励賞副賞・交通費51,740円、利息24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　会則の改正

１　会則改正の理由　　規定の整備を行うため。

２　会則改正の内容　　次のとおり

現　行 改正案
　（役員） 　（役員）

第６条　本会に次の役員を置く。 第６条　本会に次の役員を置く。

　・　理事長　　１人 　・　理事長　　１人

　・　副理事長　２人 　・　副理事長　２人

　・　理事（理事長及び副理事長を含む。）　２０人以内 　・　理事（理事長及び副理事長を含む。）　２０人以内

　・　監事　　　２人 　・　監事　　　２人

２　理事長は、本会を代表するとともに、業務を統括する。 ２　理事長は、本会を代表するとともに、業務を統括する。

３　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務
　を代理する。この場合において、職務を代理する副理事長の順序は、あ
　らかじめ理事長が指定するものとする。

３　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務
　を代理する。この場合において、職務を代理する副理事長の順序は、あ
　らかじめ理事長が指定するものとする。

４　理事は、理事会を構成し、会則の規定及び理事会の議決に基づき、本
　会の業務を執行する。

４　理事は、理事会を構成し、会則の規定及び理事会の議決に基づき、本
　会の業務を執行する。

５　監事は、本会の業務の執行状況を監査する。 ５　監事は、本会の業務の執行状況を監査する。

６　理事及び監事は会員の中から総会で決定し、理事長及び副理事長は理
　事の互選により定め、総会でその承認を得る。ただし、理事が欠けた場
　合の後任の理事については、理事会で決定することができる。

６　理事及び監事は会員の中から総会で決定し、理事長及び副理事長は理
　事の互選により定める。ただし、理事が欠けた場合の後任の理事につい
　ては、理事会で決定することができる。

７　役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期
　間とする。

７　役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期
　間とする。

８　役員の再任は妨げない。 ８　役員の再任は妨げない。

　（理事会） 　（理事会）

第８条　理事会は、次の事項を審議し、決定する。 第８条　理事会は、次の事項を審議し、決定する。

　・　総会議案に関すること。 　・　総会議案に関すること。

　・　その他本会の運営に関して必要な事項 　・　その他本会の運営に関して必要な事項

２　理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。 ２　理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

３　理事長は、会務を総理し、会議の議長となる。 ３　理事長は、会務を総理し、会議の議長となる。

４　理事会は、理事長が招集する。 ４　理事会は、理事長が招集する。

５　理事会は、理事の半数以上の出席をもって成立する。 ５　理事会は、理事の半数以上の出席をもって成立する。

６　理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長
　の決するところによる。

６　理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長
　の決するところによる。
７　監事は理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。

　　　附　則

　この会則は、平成２９年５月２７日から施行する。
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議案第４号

２０１７年度事業計画

～２０１７年度事業計画（案）～

１．2017 年度の基本方針及び全体事業

望ましい環境像の実現に向けた市民・事業者・民間団体の行動計画「川越市環境行動計

画」が改定され、今年度が計画の初年度となります。2025 年度の目標年度に向け、川越市

の行政計画である「第三次川越市環境基本計画」と車の両輪となり、将来の望ましい環境

像の実現のために、本会もこの計画の推進を図っていきます。また、本会が 2000 年 8 月に

設立されて 18 期目の活動となります。設立 20 周年を迎える 2020 年は、川越でオリンピッ

ク競技が開催され、内外の注目がますます高まっていきます。本市に居住する人や本市を

訪れる人がよい環境と感じられるよう、活動やその成果が見えるように活動を実施してい

きます。活動の環（わ）を広げることも重要です。より多くの人が環境行動を実施できる

ような事業を計画していきます。

上記の基本方針をふまえて、組織体制と会則の改正を実施し、本会が継続して活動して

いくための基盤を再構築します。

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

実現のための取り組みを活発にすること」に基づいて、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 25 日に「第 16 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2018」

を 2年ぶりに実施します。また、5月 27 日に開催される総会後の懇親会、かわごえ

環境フォーラムの付帯行事としての懇親会など、会員間の交流行事を実施します。

（2） 【普及・啓発事業】7 月 23 日に開催予定の「エコプロダクツ川越 2017」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、7月 16 日に郊外、10 月 14・

15 日に川越まつり会場、12 月 23 日に中心市街地の 3回のクリーン活動を実施しま

す。さらに、10 月 1 日に行われる予定の「2017 アースデイ・イン・川越 立門前」、

11 月 11 日に行われる予定の「第 17 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・啓発イベントに出展します。その他、広報紙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】6 月 4 日の川越市内河川における「川の一斉水質調査」の実施

をはじめとして、流域団体の活動に協力します。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、会員団体とも協力しながら

引き続き参加します。また、「川越市環境行動計画」の推進のため、環境に配慮した
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行動チェックシートを、会員各位やエコプロダクツ川越 2017 などのイベントの来場

者に対して実施し、集計することにより同計画の進捗状況を把握します。

（4） 【学習支援事業】ウェスタ川越が主催する「ECO LIFE デザイン 子どもと一緒の環

境講座」の実施に協力します。また、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・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】本会の広報紙として「月刊かわごえ環境ネット」を毎月発行し、

本会や会員が主催した行事、会員等からの活動報告、予告などを取りまとめて掲載

し、情報の蓄積と共有を図ります。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（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。特に、予告並

びに報告記事の掲載を推進してアクセス向上を図ります。メールマガジンについて

は、ニーズを把握しながら導入の可能性を検討していきます。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成を図ります。また、川越市

が発行する『平成 29 年度版 かわごえの環境（第 1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の「環境に配慮した行動チェックシ

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す。

２．広報委員会

同類の組織がおおよそ年に数回程度で数ページの広報紙を発行している中で、本会は 10
年以上にわたって月刊紙を発行し、さらに年間 200ページ近い情報量を継続してそれをイ
ンターネットにも掲載しているという実績があります。この豊富な情報量が本会の活動を

支え、会員や会員団体をはじめとする環境活動も支えています。広報事業を継続すること

は大きな負担がかかりますが、この活動を支えているのは望ましい環境像の実現に重要な

役割を果たしているという自負です。一方で、このような活動を実施するためにはスキル

アップが求められます。広報事業の人材発掘とともに、会員各位の情報発信を支えるため

に、スキルアップのための学習支援も実施していきたいと考えています。

また、毎月の広報紙「月刊かわごえ環境ネット」の発行とともに、事業予告並びに事業

報告を広く伝えるために、インターネットのより積極的な活用を図ります。情報は広報紙

の発行よりも早期にいただいていることから、インターネットへの広報紙より早期の掲載

が可能かどうか検討を行います。Facebook ページについては、投稿者を増やして情報の充

実を図ります。広報紙はモノクロ印刷で部数も限られますので、会員のニーズを把握しな

がらメールマガジンでの情報伝達など、効果的な情報配信のあり方を引き続き検討します。

３．社会環境部会

(1) 部会の開催及び広報紙コラムへの記事投稿

毎月 1回、2 時間程度の会合をもって、部会が主催する活動の企画、具体的事業の実施
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計画、事業実施後の総括等を話し合い、またさまざまな情報の交換を行うともに、本会の

広報紙「月刊かわごえ環境ネット」のコラム「私のエコ体験」への記事投稿を促進し、活

動の活性化を図ります。

(2) 学習活動

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

会員等の参加の下に、産業、生活、歴史、文化等に係る施設をバスツアー形式で見学

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、会員及び市民等を対象とした講演会を開催し、環境変動

の実態とその要因及び望ましい環境の維持対策等について学びます。

(3) 普及啓発活動

普及啓発活動の一環として、前年度に引き続き次の事業を実施します。

①エコドライブ教習会の開催

前年度に引き続き環境政策課と協働して、ドライブシミュレーターを利用したエコド

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。

②緑のカーテンの普及推進

前年度に引き続き環境政策課と協働して、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（4月 20

日に実施済）。

③環境イベントへの出展参加

本会全体事業として出展するエコプロダクツ川越2017等のイベントに積極的に出展し、

望ましい環境行動の啓発に努めます。

(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まちなかの美化活動、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

活性化に努めます。

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をめざして ～生き物との共生、

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。今年度から川越市が「市民生き物調査」を実施することにな

り、自然環境部会が協力し、それに伴う観察会は共催で行います。市民生き物調査から提

供されたデータは、川越の自然の実態把握に資することになります。そこから新たな保全

策が生まれると期待しています。

また、田んぼから自然を再生していこうというのも会員団体の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。これらを今年度は頑張っていきた

いと思います。具体的な事業計画は以下のとおりです。
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    環境ネット自然環境部会 2017年度事業計画
メインテーマ

①

②

① 雑木林などの調査・保全 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地
   毎月第2、第4月曜日

・池辺公園 毎月第１火曜日
② ・仙波河岸史跡公園、菅間緑地

・寺尾調節池と新河岸川河川敷
その他、随時検討（日程未定）

③ 6、8、9月 （講師を招く）

① ・「(仮称)川越市森林公園」計画地
 6/3(土)

② 「キノコの観察会」 ・「(仮称)川越市森林公園」計画地
 7/2(日)

③ 「虫の観察会」 川越市と共催 ・「(仮称)川越市森林公園」計画地
 7/30(日)

① ・福田地区田んぼ周辺 5/20(土)
4．イベント ② ・福田地区田んぼ 6/24(土)

③ バス利用自然研修会

５．学校教育支援 上戸小学校、高階北小学校など ・要請があれば随時

６．法令勉強会 ・随時

・今年度中に刊行予定
①川の一斉水質調査 6/4(日)

８．全体活動 ②エコプロダクツ川越2017 7/23(日)
③第16回かわごえ環境フォーラム
 2/25(日)
その他

生物多様性保全の実現をめざして
～生き物との共生、生き物の賑わいのある川越～

項目 実施内容 実施場所・時期
講座は年4回予定

「雑木林の生き物調べ・観察会」
川越市と共催

田んぼの生きもの調査（植物編）
田んぼの生きもの調査（動物編）

・候補地検討中

・川越市とその周辺

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・市民生き物調査の講座協力
県民参加生き物モニタリング調査
協力（9年目）

動植物調査（データベース、モニ
タリング連動）

トンボ・チョウ・甲虫の調査・学
習会

３．自然観察会

①、②は「かわごえ里山イニシア
チブ」と共催

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

７．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、編集作業など

２．調査・保全活動
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議案第５号

２０１７年度予算

～２０１７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 231,000 220,000 11,000

会費 231,000 220,000 11,000 個人：1,000円×121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 125,000 100,000 25,000

協賛金 125,000 100,000 25,000 かわごえ環境フォーラム協賛金

繰越金 346,882 273,806 73,076

繰越金 346,882 273,806 73,076 2016年度より繰越

諸収入 252,524 264,523 △ 11,999

諸収入 252,524 264,523 △ 11,999

1,415,406 1,318,329 97,077

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 594,000 535,000 59,000

活動費 122,000 141,000 △ 19,000 年会費、サーバ更新料、保険料他

報償費 182,000 108,000 74,000 講師謝礼

交通費 230,000 226,000 4,000 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 55,000 19,000 36,000

会議費 55,000 19,000 36,000 会場使用料

事務費 547,000 574,500 △ 27,500

需用費 354,000 381,500 △ 27,500 コピー用紙代、コピー代、その他消耗品他

役務費 193,000 193,000 0 宅配便運賃、切手代他

予備費 219,406 189,829 29,577

予備費 219,406 189,829 29,577

1,415,406 1,318,329 97,077

合　計

合　計

参加費252,500円（=社会環境部会90,000円
＋自然環境部会162,500円）、利息24円




