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第 17 回かわごえ環境フォーラム 

 
午後の部：かわごえカフェ 2019 

	 第 17回かわごえ環境フォーラムを 3月 3日
（日）9:30-16:30 にウェスタ川越で開催しまし
た。午前の部：環境活動報告会、午後の部①：

講演会、午後の部②：かわごえカフェ 2019 の
3区分で延べ 151名の参加者がありました。 
（記事 4-9面） 

春の里山 自然観察&クリーン活動 

 
	 春の活動は 5 月 12 日（日）実施、4 月 1 日
（月）から参加受付中。（詳細 16-17面） 
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【コラム】社会環境部会から提言（4）課題ごとに参加自由のチーム体制で
	 先月号で、ボランティア団体の活動の活性化の

ために、「地域活動への参加」を呼びかけました

が、関係者からは「今までのやり方では先細り」

と冷ややかな声ばかりが聞かれました。 
	 「継続は力なり」と言われていますが、団体活

動の必要性はわかりながらも、継続への協力はな

かなか得られないのが現実です。日本の産業を支

えている中小企業でも、事業承継がうまくゆかず

に地場産業の衰退につながっています。 
	 環境活動の入口の「ごみ拾い」活動も、川越市

では「クリーンパートナー制度」を作って活動を

奨励していますが、多いときは 30 を超す団体が
登録されていましたが、2018年 9月には 17団体
にまで減ってしまいました。まちなかのポイ捨て

ごみは減ったとは言っても、市民啓発のためには、

継続的にこまめに活動する必要がありますが参

加者が増えません。問題はどこにあるのでしょう

か？ 
	 かわごえ環境ネット主催の郊外クリーン活動、

川越まつり会場クリーン活動、歳末まち美化活動

のクリーンの三大事業の参加者は増えています。

また、5月と 10月に行われる「ごみゼロ運動」は、
川越市自治連合会を中心に各方面の団体の協力

を得て、参加者の数も集めたごみの量も減らずに

続いています。イベントとしては成功しています

が「相変わらずポイ捨てごみは減りませんね」の

感想が聞かれるばかりです。改善の方向は？	 こ

の繰り返しでなく「昨年よりもポイすてごみが減

りましたね」の声が毎年聞かれ、「やっぱり川の

中もきれいになりました」となれば、今課題の「マ

イクロプラスチック問題」解決につながり、地球

温暖化問題への意識改革につながります。 
	 このためには、当面解決すべき課題をはっきり

させて、チームを作り、かわごえ環境ネット会員

の知恵を活かして、参加の意欲が高まる工夫が必

要です。環境問題に関心のある個人会員がどんど

ん増えています。参加したいがと思いながら踏み

出せない人らに、どう一歩を踏み出させるか、知

恵を絞りたいものです。 

	 かわごえ環境ネットの構成員には、川越市自治

連合会、新河岸川を守る会などの有力団体があり

ます。これらの団体との協働ができないか、かわ

ごえ環境推進員への協力呼びかけの努力が乏し

かったと反省するばかりです。 
	 一番身近な「ポイ捨てごみ拾い」も、「クリー

ンパートナー」登録団体との情報交換、協力体制

の確保、地域別に新方式の確立と、問題提起を図

ってまいります。市民が参加しやすくて、啓発の

効果が見られる場所となれば、駅周辺となります。

川越市内には JR、私鉄と 10駅があります。周辺
のポイ捨てごみ拾いとあわせ、「歩きたばこ」の

自粛や、ごみ出し・分別の PRなど、広く環境問
題への関心を高める機会にもなり、この運動の組

織化が課題になります。 
	 ごみの減量、分別資源化、ごみ出しのモラルア

ップへの、市民の啓発もまた緊急の課題でありま

す。4月から、今までは年 2回の拠点回収だった
衣類等の収集が、月 1回の通常のごみだし場所に
出せるようになり、実際にどんな状況になるか心

配されています。全家庭に配られた「2019川越市
家庭ごみの分け方・出し方」15ページに「家庭で
できるごみ減量」で、雑がみ分別と食品ロス削減

が加えられました。また、建設から 25 年たった
東清掃工場の延命のための補修費が今年度から

予算計上されました。次の対策を総合的に考える

ときであります。 
	 いちばんたいへんなのは、地球温暖化対策への

取り組みです。埼玉県が主催の昨年夏の「エコラ

イフ DAY 埼玉 2018（夏）」の県内各市の取り組
みについての報告がありましたが、川越市は残念

ながら昨年の参加がありませんでした。毎回同じ

ようなチェックシートの配布と回収計算の労力

は大変ですが、川口市は今でも参加数の上位を続

け、戸田市や入間市などが続いています。川越市

でもこの運動にどう協力するか問われています。

かわごえ環境ネットの活性化は「よっしゃ、汗を

かくよ!」と、気軽に顔を出してくれる人の数が
増えることにかかっています。  （武田侃蔵）
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【コラム】川越の自然をたずねて（73）伊佐沼のキタミソウ―春―
	 昨年 11 月に伊佐沼でキタミソウが発見され
たことはすでにお知らせしましたので、今回は

その後の様子を記します。12月末までに 2度出
向きましたが、いずれも広い範囲で群生してい

て、花もわずかですが、確認できました。次第

に茶色っぽくなり結実の状態に移行していまし

た。資料によると 3月ごろ再び開花するという
ので、3月 16日（土）に調査・観察会をもちま
した。伊佐沼は本来農業用水ですので、4 月に
なると入間川から導水が始まります。そうする

ともう見ることはできなくなります。 
	 当日は 21名の参加で、講師を高杉氏（森林イ
ンストラクター）、串田氏（埼玉県生態系保護協

会）にお願いしました。参加者で伊佐沼の地面

に降りて、驚いたことにキタミソウはほとんど

消えていたのです。参加者で目を凝らして探す

と、かろうじて水に浸るぎりぎりのところにわ

ずかに残っていました。11月には全面を覆うほ
どにあったのが、全く姿を消していたのです。 
	 しかし相変わらず、見た目は一面緑のじゅう

たんですので、その植物を調べてみることにし

ました。 
	 その多くはアブラナ科の植物のようでした。

キレハイヌガラシ、コイヌガラシ、スカシタゴ

ボウ、タネツケバナが多かったです。タガラシ

（キンポウゲ科）、コバナキジムシロ（バラ科）

なども見られました。数的には圧倒的にアブラ

ナ科でした。これから伊佐沼に水が入り、半年

間の眠りにつくことになります。これらの植物

は種を泥の中に残し、また日が当たるようにな

れば、目を覚ますのでしょう。なかなかロマン

ティックなことではありますね。今後とも継続

観察していきたく思います。興味のある方はご

参集ください。 
	 キタミソウの立場---埼玉カテゴリー	 絶滅危
惧 IB類（EN）全国カテゴリー絶滅危惧 II類（V
U）、「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関す
る条例」に関わる種 

（自然環境部会	 賀登環）

 
水面ギリギリの法面にキタミソウ発見 

 
キタミソウは花をつけていた 

 
キレハイヌガラシとみられる 

 
鑑定は難しい 

 
この日採集した植物 

 
最後は周辺のごみ拾い 

 ◆かわごえ環境ネット会員募集	 会員になると、本紙「月刊かわごえ環境ネット」

などの情報を毎月郵送でお送りします。また、委員会活動、研修行事に参加でき

ます。これらにより川越市の環境活動を詳しく知ることができ、仲間も作れます。

年会費は個人会員 1,000円、団体会員 2,000円です。詳細は、かわごえ環境ネット
事務局に問い合わせるかWebサイト（https://kawagoekankyo.net）をご覧ください。 
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【報告】第 17 回かわごえ環境フォーラム

行事概要 
	 3月 3日（日）9:30-16:30にウェスタ川越市民
活動・生涯学習施設（2階）会議室 1・2におい
て、「第 17回かわごえ環境フォーラム」が開催
され、午前の部「環境活動報告会」に 68名、午
後の部①講演会「地域の宝を掘りおこす 千葉県
いすみ市の取組」に 54名、②かわごえカフェ 2
019「川越（と周辺地域）の宝を掘りおこそう」
に 29名の参加がありました。ご参加いただいた
方、まことにありがとうございました。 
	 午前の部「環境活動報告会」は、こどもエコ

クラブ、個人、団体、大学、本会専門委員会に

よる 11件の環境活動報告がありました。 
	 午後の部「講演会」は、いすみ市農林課生産

戦略班主査である鮫田晋さんの「地域の宝を掘

りおこす 千葉県いすみ市の取組」の基調講演が
ありました。 
	 また、続いて行われた「かわごえカフェ 2019」
では「川越（と周辺地域）の宝を掘りおこそう」

をテーマに、5〜6人のグループで大きな地図を
囲みながら、川越（と周辺地域）の宝を出し合

って、情報を共有しました。 
	 なお、この行事にご協賛いただいたパイオニ

ア株式会社、武州ガス株式会社、株式会社環境

総合研究所に、この場を借りて厚く御礼申し上

げます。 
（小瀬博之）

午前の部：環境活動報告会 
	 9:30 からの開会式に続き、9:40-12:00 ごろに
かけて、環境活動報告会が開催されました。当

日配布された「第 17回かわごえ環境フォーラム
 かわごえ環境活動報告集」の中から、こどもエ
コクラブ、個人、団体、大学、本会専門委員会

による 11件の環境活動報告が行われました（2
件は当日欠席のため未発表）。本稿ではそれらの

概要を紹介します。 
	 なお、これらの発表内容を含む報告集は若干

の残部があります。入用の方は、かわごえ環境

ネット事務局にお問い合わせください。 
（敬称略。表題は、報告集に書かれている内容

であり、発表の表題は異なる場合があります。） 
1.高階北子どもエコクラブ：平成 30 年度高階北

こどもエコクラブ活動報告書 
	 3 名の子どもたちが「自分の住む街と環境を
知り、エコ活動を実践する」というテーマで、

さまざまな活動を紹介してくれました。 
2.ふくはら子どもエコクラブ：平成 30 年度ふく

はら子どもエコクラブ活動報告書 
	 6 名の子どもたちが年間の活動を順番に報告
してくれました。 

3.大久保彦：市民の森のきのこ「自宅の庭に発

生したきのこ編」 
	 剪定枝を使用した川越市が配布している土壌

改良材「肥え土」に必要な肥料を加えて野積み

したところ、春から夏にかけてきのこが発生し

たとのことでした。 
4.渡辺和章：入間川にサケを放す会 37 年の歩み

と、今年度の取り組み 
	 1982 年から入間川で続けているサケの放流
の目的や活動の状況などを紹介いただきました。 
5.藤岡重歳（発表者）・増田純一（NPO 法人か

わごえ里山イニシアチブ）：「生きもの育む田ん

ぼプロジェクト 2018」活動報告 環境豊かな田

んぼで育む地域との結びつき 〜田んぼからつ

ながる・ひろがる 生きもの・ひとの輪〜 
	 川越市福田の田んぼを拠点に活動している、2
014 年設立の同会のビジョン・目的、年間の活
動、成果などについて発表されました。 
6.池田雄二（発表者）・賀登環（小畔川の自然を

考える会）：活動報告 
	 2010 年から地域の市民団体として小畔川の
川の生き物調査などの活動をしている同会の活
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動状況や調査結果について報告がありました。 
7.真船優（東洋大学）・小川文拓・増田純一・小

瀬博之（発表者）：無農薬・無化学肥料による稲

作における育苗、培土、基肥、植付間隔の違い

による成長と収量の比較 
	 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブと共同
研究で、条件設定して区画ごとに実施した稲作

の収量調査結果を報告しました。 
8.小川文拓（東洋大学、発表者）・真船優・増田

純一・小瀬博之：有機農業による稲作の普及に

資する除草ロボットの開発 
	 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブと共同
研究で、無農薬・無化学肥料栽培の除草に資す

るロボットの製作と評価についての卒業研究の

報告でした。 
9.柳内洋子（発表者）・納富信（早稲田大学大学

院）：「クールシェア川越 2018」の定量効果分析 
	 川越市内で実施した実施した省エネと集まる

ことで生じる効果の両立をねらった「クールシ

ェア」「ウォームシェア」の効果を定量的、多面

的に分析した修士論文の報告でした。 
10.武田侃蔵（かわごえ環境ネット）：社会環境

部会を中心とした活動報告 
	 ごみ問題、地球温暖化対策、パートナーシッ

プなど社会環境部会が取り扱う問題について、

SDGs（持続可能な開発目標）のパンフレットも
交えながら報告しました。 
11.賀登環（かわごえ環境ネット）：自然環境部

会を中心とした活動報告 
	 自然環境部会のメインテーマと活動内容につ

いて、写真を交えながら報告しました。 
（小瀬博之、写真の一部は森田たか子さんとか

わごえ環境ネット事務局からの提供）

 
1. 高階北子どもエコクラブ 

 
2. ふくはら子どもエコクラブ 

 
3. 大久保彦さん 

 
4.渡辺和章さん 

 
5.藤岡重歳さん（かわごえ里山イニシアチブ） 

 
6.池田雄二さん（小畔川の自然を考える会）

 
7.小瀬博之（東洋大学） 

 
8.小川文拓さん（東洋大学） 

 
9.柳内洋子さん（早稲田大学） 
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10. 武田侃蔵（社会環境部会） 

 
11.賀登環（自然環境部会） 

 
 

午後の部①：講演会「地域の宝を掘りおこす 千葉県いすみ市の取組」 

 
基調講演をされた鮫田晋さん 

 
講演会の様子

	 学生の頃、埼玉から毎週外房へサーフィンに

通っていた青年が、一度は東京の会社に就職し

たものの海辺の町の公務員になるというのはウ

ミガメの回帰みたいでロマンがあります。この

ウミガメならぬ鮫田晋氏がこの度、いすみ市の

「宝」をいかに発掘し育てていったかを熱く語

ってくれました。 
	 川越市より広い市域に人口は 4万人弱、主な
産業は農業と漁業、高齢化で次第に先細りが懸

念される状況下「環境と経済の両立を目指した

まちづくり“自然と共生する里づくり”」が 201
3 年からはじまりました。豊かな自然、里山、
里海を生かす生物多様性の保全・再生から農業

振興・農村の活性化、この施策の核として有機

稲作が推進されました。2013年に 22aから始ま
った有機稲作は農法研究から学び直し、次第に

一般農家も参入、2018年には 2000a・23戸まで
増えました。 
	 有機農法による米は収量が減るので、単価は

1.5倍になりますが、いすみ市ではまず、学校給
食に 100%の導入を目指し 2018年に達成しまし

た。このことは農家の最初からの目的であった

そうなので、次世代の子どもたちにいかに心を

寄せているかの表れでしょう。有機米は「いす

みっこ」とブランド化され、安全でおいしい米

として流通しており、経済的にも両立したので

す。 
	 鮫田氏が大切であるというのが「子どもたち

の食農教育」です。食物はすべて自然環境から

与えられ、その自然が健全でなければいいもの

はとれない。田んぼが有機栽培になると生き物

がワーッと帰ってくる。おいしいお米は生き物

が作ってくれる、というのが“オチ”の紙芝居

を見せていただきましたが、これも子どもたち

が作ったとのことでした。 
	 子どもたちは「いすみ市の宝」が何たるかを

わかっている、と思いました。 
	 ひるがえって川越のことを考えてみますと、

「宝の持ち腐れ」を感じます。中心部は「宝」

が多くの観光客を引き寄せていますが、その周

りの大いなる宝はどうでしょうか。 
（賀登環、写真は小瀬博之）
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午後の部②：かわごえカフェ 2019「川越（と周辺地域）の宝を掘りおこそう」 

 
中心地域のお宝マップづくり 

 
郊外地域のお宝マップづくり 

 
郊外地域のお宝マップづくり 

 
席替えしてさらにお宝を紹介しあう 

 
まとめセッションの様子 

 
全体お宝マップを作っている様子

	 基調講演に続いて、14:40から 16:30まで「か
わごえカフェ 2019」を開催しました。2011年、
2015年、2016年、2018年に続いて 5回目とな
るテーマは、「川越（と周辺地域）の宝を掘りお

こそう」でした。お茶やお菓子をつまみながら、

リラックスした雰囲気の中で、川越と周辺地域

でみつけたさまざまな「宝」を紹介しあい、そ

れを川越の地図上にプロットしてお宝マップを

作くっていきます。 
	 川越の地図は、一番街を中心とした地域とそ

の周辺地域の 2 種類を用意し、1 つの地図に 5
～6 人の参加者が囲み、それぞれのお宝の話を
していただきました。 
	 およそ 30人の参加者は、中心地域の地図を囲
む 2 つのテーブルと、郊外地域の地図を囲む 3
つのテーブルに分かれ、カフェトークが始まり

ました。 
	 川越のお宝として、具体的なイメージが湧く

ように、「川越以外の方をぜひとも案内したい場

所・食べ物・店・風景など」を、それぞれのテ

ーブルごとにできるだけたくさん挙げ、その場

所をシールでプロットし、そのお宝を紙にかき

あげてもらうという作業でお宝地図を作ってい

きます。それぞれのテーブルで、まずは一人ず

つ自己紹介をしながらお宝を紹介していき、一

巡したら各自好きな場所、景色、その理由など

を紹介していく中で、知らなかったお宝に気づ

いたり、素朴だと思っていたものがお宝に感じ

たりする時間を楽しみました。 
	 途中、席の交代の時間をつくり、話し合うメ

ンバーを変え、人によっては話し合う地域の地

図を変えるなどして、さらにそれぞれのお宝地

図のプロット数を増やしていきます。カフェト

ークの最後には、各テーブルでプロットされた

お宝から、各自一つだけのお宝を決めていただ

きました。 
	 始めはみなさん少々緊張気味の表情でしたが、

お宝マップづくりが進んでいくうちに和やかな

雰囲気となっていき、地図にプロットするため

に身を乗り出して、まさに地図を囲んで参加者

同士の距離感も縮んでいく様子がうかがえまし

た。 
	 さて、カフェトークの次はまとめセッション

です。参加者各自が決めたお宝一つを全員に紹

介いただき、そのお宝を、壁に貼り付けた特大

地図（180×180cmサイズ）にプロットしていき
ます。地図は川越中心地域の地図と川越市全体

の地図の 2種類を用意し、中心地域のお宝マッ
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プと郊外地域のお宝マップを作りました。 
	 まとめセッションで紹介されたお宝を一部ご

紹介します。 
 
<川越中心地域のお宝> 
・脇田新町歩道橋 
	 国道 16号にあるこの歩道橋からは、富士山が
きれいに見える。子供のころからずっと富士山

が見える景色を楽しんでいます。この歩道橋は

知る人ぞ知る富士山絶景ポイントだと思います。 
・川越角屋酒店 
	 西川越駅近くにあるこの酒店で、お仕事帰り

にお酒を飲むのに立ち寄っています。人も集ま

るコミュニティーになっているし、お勧めです

よ。 
・川越の松本醤油 
	 江戸時代からある醤油蔵は川越の宝です。 
・川越一番街の陶舗やまわの蔵造り 
	 川越の蔵造り建築の代表的な蔵です。 
・松江町にある大イチョウ（出世稲荷神社） 
	 樹齢 600年余りあります。これは宝だと思い
ます。 
・川越市民泊宿認定第一号の「惠比壽屋」 
	 川越市で初めて認定された民泊宿で、築 130
年ほどの古民家宿です。 
・川越にある高校 
	 川越には県立川越高校をはじめ、川越工業高

校、総合高校、市立川越高校、川越女子高校な

どこれだけ多くの高校があるのは珍しいと思い

ます。学生という若い年齢の方々がたくさん川

越にいるし、登校でそれだけ若い学生が街にい

るということはすばらしいと思います。 
・川越スカラ座 
	 川越の文化がここに宿っています。 
・三変稲荷神社古墳 
	 ここから出土した土器などから県内最古級の

4世紀代の古墳と言われています。 
<郊外地域のお宝> 
・川越水上公園 
	 季節ごとの楽しみがある。多くの方にここの

素敵な季節の移り変わりを知っていただきたい

です。 
・田谷堰の露地野菜 
	 おいしいトマトが露地野菜として売っている

場所を教えていただきました。さっそく旬なと

きに散歩して買ってみたいと思います。 
・伊佐沼公園にある冒険の森 
	 先日初めて訪れてみましたが、川越に親子で

楽しめるアスレチックの公園があって、楽しみ

ました。 
・尾崎神社周辺や寺尾調節池 
	 鳥の観察にはとてもいいところですよ。 
・三ツ又沼ビオトープ 
	 自然が楽しめる場所です。 
・三富新田やくぬぎ山 
	 循環型農業の地でもあり、くぬぎ山の自然も

川越の宝です。 
 
	 参加者全員に、一人一つずつ川越の宝を発表

いただき、川越の地図にプロットしました。そ

こから見えてくるものがあります。 
	 川越の中心地域では、古墳があることから 4
世紀というはるか昔から人がいたということ。

そんな昔から、ここ川越には人の営みがあり、

そして、出世稲荷の大イチョウは樹齢 600年。
江戸時代から営まれている醤油蔵、古民家、そ

れらが脈々と継がれ今の川越を作っているとい

うこと。少し郊外に足を運べば、原風景があり、

鳥のさえずり、木々の季節の移り変わりが昔と

変わらず自然は今でも時をつないでいる。お宝

マップを作ってみて、古の時の流れが脈々とつ

ながり、今の時代の川越を作っているのだとい

うことが見えてくる。そして、川越には高校が

たくさんあり、若い世代がまたこれからの川越

をつくっていく。その「今」という時を共有し、

川越の街を作っているという私たち自身が宝で

あるとも言える気がしました。そうまとめて、

かわごえカフェは終了となりました。 
	 さて、このマップを改めて視覚的に共有でき

るようにし、さらにはこれらのお宝を今後この
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広報誌で紹介していけるように準備を進めたい

と思います。         （飯島希） 
＊編者注：記事にあった 27名 39か所の「川越イチオシの
宝」を地理院地図にまとめました。電子データでご覧にな

りたい方は、下記の QRコードから KMLファイルをダウ
ンロードして、「地理院地図」や「Google Earth」などのツ
ールでご覧ください。 

  
「川越イチオシの宝」（KML ファイルダウンロード）

 
「川越イチオシの宝」（中心市街地）を 

国土地理院の電子地形図（タイル）に追記して掲載 

 
「川越イチオシの宝」（全域）を 

国土地理院の電子地形図（タイル）に追記して掲載

【報告】会員・地域・流域の活動

個人会員の丸岡巧美さんが環境大臣賞受賞

 
表彰式での原田義昭環境大臣との写真（12 月 3 日） 

 
川合善明川越市長への報告時の写真（12 月 14 日）

	 環境省では、1998（平成 10）年度から、地球
温暖化対策を推進するための一環として、毎年、

地球温暖化防止月間である 12月に、地球温暖化
防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、

その功績をたたえるため、地球温暖化防止活動

環境大臣表彰を行っています。丸岡巧美さんは

対策活動実践・普及部門でビル・工場への省エ

ネルギー技術と新技術の導入を支援した功績に

より、12月 3日に受賞されました。 

	 同氏はこれまで多くの省エネ・温暖化防止等

に関する主な著書（含共著）があり、ビル・工

場での省エネ・新技術導入には大変役立つもの

と評価されています（一部は川越の図書館にも

あり）。主たる著書としては下記の通りです。 
1. ビル・工場のための地球温暖化対策マニュア
ル（編著）、(株)オーム社 

2. ビル・工場設備の省エネ対策実務必携（著書）、
(株)オーム社 
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3. ビル・工場の省エネ技術活用読本（著書）、(株)
オーム社 

4. 小形モータ（共著）	 電気学会	 精密小形電
動機調査専門委員会編、(株)コロナ社 

5. インバータ技術活用マニュアル（共著）、(株)
オーム社 

6. 最新・工業塗装ハンドブック（共著）、(株)テ
クノシステム 

 

	 丸岡氏は今でも精力的に、ビル・工場の省エ

ネ診断・改善活動を続けられており、川越市内

のビル・事務所・店舗・工場等で省エネ診断・

改善を希望される方は、下記へご連絡ください。 
丸岡技術士事務所	 丸岡巧美 
350-1108川越市伊勢原町 1-24-1 
Tel.049-234-0553 
E-mail: maruokatakumi2000@yahoo.co.jp 

（宮﨑誠）

 

「田んぼ IoT セミナー」を開催 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
東洋大学（小瀬研究室）による除草ロ

ボットの開発状況 

 
里山のロボット～1 号機から 4 号機へ

の道のり～（猪鼻治行氏） 

 
田んぼを見守る IoT システム講演 

（林伸夫氏）

	 3月 17日（日）キムラヤ八幡通りルームにお
いて、約 30名の参加者を得て「田んぼ IoTセミ
ナー」を開催しました。 
	 セミナーでは、かわごえ里山イニシアチブ理

事で東洋大学環境コミュニケーションゼミ（小

瀬研究室）の小瀬博之教授が、遠隔操作によっ

て行う除草ロボットの開発状況について実物に

よるデモを交えた発表がありました。 
	 この後、福田の田んぼ近隣に電子工房を構え

ロボットの自主開発を行っている元パイオニア

(株)電気系・エンジニアの猪鼻治行氏に「里山
のロボット～ROBOT1号機から 4号機への道の
り～」と題して講演をしていただきました。こ

れらのロボットは福島原発の除染地域で活躍し

ています。 
	 そして、開発をしている「田んぼを見守る Io
T～出穂日の確認、刈入れ時の算定に大活躍～」
と題して、開発者の林伸夫氏が、電源もネット

ワークもない田んぼでどうやって実現したのか、

その開発状況について講演を行いました。この

田んぼ IoT システムは、3 年前から稲やマコモ
ダケの成長を見続け、最新の IoT技術を駆使し
て超省エネ（太陽光発電で十分）、超省コスト（運

用費 500円/月）を実現しており、画期的な特徴
を持ったシステムとなっています。 
	 この他、NPO法人カワゴエ・マス・メディア
の代表理事で NOKIA ソリューションズ&ネッ
トワークスの寺崎英幸氏による 5G と川越にお
ける IT/ICT 産業創出及び人材育成の底上げに
ついてのお話がありました。 
	 いずれも興味深い IoTシステムの数々で参加
者の興味をひきあっという間の 4時間でした。 
	 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブではこ
のように事業の一環として田んぼの IoTの利活
用に関する研究も行っており、デジタル技術の

よりよい社会への活用により、より一層の自然

環境の向上に一翼を担いたいと考えております。 
（増田純一）
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今回もチップ化 東洋大学小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

	 東洋大学川越キャンパスこもれびの森・里山

支援隊では、キャンパス内の森において毎月 1
回の里山林保全活動を行っています。今年度最

後は、3月 2日（土）に 15名で実施しました。 
	 今年度は台風の影響で落枝と倒木が多く見ら

れましたが、今回も落枝のチップ化と倒木の処

理が中心となりました。春からは下刈りが中心

となってくるので、今回でとりあえずチップ化

は終わりとなり、2014年度の初期のころの落枝

の処理も含めて、「こもれびの道」周辺になった

落枝はほとんど処理することができました。 
	 こもれびの道の南側にあるヤマザクラの倒木

は、まだ枝が生きているので、これをキノコの

ほだ木として活用しようと、適当な直径に玉切

りして備えました。また、同エリアにあるシュ

ンランの保護を行いました。 
	 次回は、4月 13日（土）のきのこの菌打ちと
なります。         （小瀬博之）

 
今回の参加者集合写真 

 
大量の落枝を集めてチップ化 

 
シュンランがつぼみを付けていました

 

「埼玉脱炭素社会づくりエネルギーワークショップ」に参加して

	 気候変動に関わる「パリ協定」の発行に伴い、

政府目標として「第 4次環境基本計画」では、2
050 年に温室効果ガス 80%削減をめざしたエネ
ルギー転換・脱炭素化への挑戦を掲げています

が、具体的にどのような社会・エネルギーを選

択するのかは明示されていません。 
	 埼玉のエネルギー社会の未来像について、脱

炭素社会のあり方を議論する場として、埼玉県

地球温暖化防止活動推進センターが事務局とな

り、「次世代エネルギーワークショップ in 埼玉
実行委員会」主催（一般社団法人環境政策対話

研究所共催）のワークショップが 2月 9日・17
日の両日にわたり、埼玉会館で開催されました。

本ワークショップに参加しましたので、その概

要を報告します。 
	 本ワークショップには、全部で 29名の参加者
がありましたが、男性 24人・女性が 5人で、年
齢的には 20代が 11人と最も多く、60代以上も
8 人と、若者を中心しながらも全世代層が参加
していました。東洋大学の 4人を筆頭に、早稲
田大学、一橋大学、独協大学等の大学生の参加

が多くみられたことと、埼玉県環境部温暖化対

策課の方やさいたま市環境局の参加、東京電力

からの参加があったことも当該ワークショップ

の特徴でした。 
	 2日間のプログラム概略は次の通りです。 

プログラムの概略 
2 月 9 日（1 日目） 
①専門家レクチャー 

1） 気候変動・脱炭素社会づくり（低炭素社会創出

促進協会 荒井眞一） 
2） エネルギー（環境政策対話研究所理事 木村浩） 
3） 埼玉について（埼玉県環境科学国際センター 嶋

田知秀） 
4） エネルギー・気候変動問題と地域の関わり合い

（国立環境研究所 芦名秀一） 
②「5 つの未来社会像」の設定 
③類似価値観グループ討議 I 
④エネルギーシミュレーション 
2 月 17 日（2 日目） 
⑤類似価値観グループ討議 II 
⑥異価値観グループ討議 III 
⑦類似価値観グループ討議 IV 
⑧発表 
⑨専門家による発表へのコメント 
⑩類似価値観グループ討議 V（今後に向けて） 

	 当該ワークショップに先立ち、環境政策対話

研究所編の「次世代エネルギーワークショップ
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（30年後のエネルギー選択を考える）と題する
124 ページにもなる情報資料集が送付され、事
前学習が要請されました。これにより、世界及

び日本のエネルギー・電力事情の現状並びに気

候変動問題に関する動向についてよく理解でき

ました。 
	 また、今回のワークショップの冒頭には、4
人の専門家によるレクチャーがあり、資料集の

主要部分について解説され、より理解を深めま

した。特に埼玉県の特徴を理解する上でも有効

なレクチャーでした。 
	 次にプログラム②の「5 つの未来社会像」の
設定を行いました。2050年に於ける未来像は個
人によって想定が異なり、それによって将来の

エネルギー需要構造も異なってくるからです。

全国と埼玉県との未来像は若干違いますが、下

表のような設定が行われました。 
5 つの未来社会像 

全国 埼玉県 
①ものづくり統括拠点社会 ①ものづくり立県社会 
②メイドインジャパン社会 ②先端産業社会 
③サービスブランド社会 ③情報・サービス拠点社会 
④資源自立社会 ④地域資源エネルギー循

環型社会 
⑤分かち合い社会 ⑤ゆとりの田園都市共生社会 

	 埼玉県の例で、2050年のエネルギー消費量は、
「①ものづくり立県社会」が一番大きく、「⑤ゆ

とりの田園都市共生社会」が最も少ないという

設定です。ちなみに、私は、「④資源自立社会/
地域資源エネルギー循環型社会」を選択しまし

た。エネルギー消費量では、2 番目に少ない社
会です。 
	 次にグループ編成・討議ですが、上表で同じ

番号の未来像を選んだ者同士が 5人程度のグル
ープを作ります。これが類似価値観グループで

す。小生は偶然にも東洋大の学生 3人とグルー
プを組みました。この類似価値観グループで日

本全体・埼玉県のエネルギー需要、電源構成、

脱炭素社会実現に向けての変革（産業・交通・

エネルギー供給・教育等）について討議するも

のです。日本全体では、洋上風力発電の積極導

入を掲げることは想定できても、埼玉県では洋

上風力は海なし県ではありえません。これが、

国全体と埼玉県の違いです。また、埼玉県は人

口 727万人の県民の全てを再生可能エネルギー
だけでまかなうのは不可能ですし、県内に大型

火力発電所もないという状況の中で、温室効果

ガスを 80%削減するには、何をすべきかが討議
内容となるのです。 

 

 
ワークショップの様子 

（埼玉県地球温暖化防止活動推進センター事務局提供） 

	 次のステップとしては、討議結果を受けて、

「2050低炭素ナビ」に各種データを入力し、エ
ネルギーシミュレーションを行います。これに

より、将来のエネルギー社会の姿や温室効果ガ

スの排出量をシミュレーションできるのです。

「2050低炭素ナビ」は、インターネットで簡単
に呼び出せますので、誰でもエネルギーシミュ

レーションができ、とても便利なツールです。 
	 我々のグループでは、運輸部門ではできるだ

けゼロエミッションの輸送手段にし、家庭では

高効率の家電使用、発電部門では石炭火力は使

わず再生可能エネルギーの最大活用、産業部門

や火力発電部門での CCS（二酸化炭素回収・貯
留）の積極導入等の施策を取ったとしても、温

室効果ガスの排出量削減率は 71%とのシミュレ
ーション結果で、脱炭素社会の実現はかなり厳

しいものと認識させられました。 
	 次に、グループを再編成して異価値観グルー
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プのメンバーと今までの検討結果の意見交換を

行った後、再度、元の類似価値観グループメン

バーで、埼玉県における将来のエネルギー社会

の見直しを行いました。 
	 最後に、類似価値観グループごとに討議内容

の発表・質疑応答が行われました。専門家の先

生からは発表に対するコメントや講評があり、2
日間にわたる有意義なワークショップを終了し

ました。 
	 今回のワークショップを通じて強く感じたこ

とは、次の 3点です。 
1） 我々は地球温暖化防止に対し、どれだけの
知識・情報を持って将来に向けた行動をおこ

しているのだろうか。今、当たり前に使って

いる電気・自動車が将来世代の破滅へと導い

ているのかもしれないと言うことをもっと自

覚すべきだと感じました。 
2） エネルギーシミュレーション結果では、原
子力発電をゼロと想定した場合、本当に脱炭

素社会が実現できるのかとの課題も見えてき

ました。地球温暖化による大災害のリスクと

安全性に多少の不安のある原子力発電をある

程度許容するのかを再考すべき問題であると

認識しました。 
3） 埼玉県では、エネルギーの自給自足率を高
める努力はしても、とても全ての電力需要を

満たすことはできませんので、他県との連携

なくしては成り立たちえません。埼玉県民と

して 30年後の未来に対し、どのようなエネル
ギー社会をめざすのかを真剣に考え、実行し

なくてはならないと考えさせられました。 
	 今回のワークショップは将来のエネルギー社

会を考える上で、たいへん参考になると思いま

した。「30 年後までに川越で温室効果ガス 80%
削減しろ」と言われたらみなさんはどうします

か。かわごえ環境ネットのメンバー等で「脱炭

素社会ワークショップ川越」を計画したいと思

っています。みなさまのご協力をお願いします。 
注）「2050低炭素ナビ」は公益財団法人地球環境戦略研究
機関（IGES）と国立環境研究所により共同開発された簡
易版国内エネルギー需給モデルです。インターネット検索

で「2050低炭素ナビ」の入力で簡単にアクセスできます
ので、興味のある方は、ぜひお試しあれ。 

 
2050 低炭素ナビ（http://www.2050-low-carbon-navi.jp） 

（宮﨑誠）

第 23 回荒川流域再生シンポジウム

「埼玉の川を自然豊かな漁場にするために」 
日時：3月 17日（日）13:00-16:30 
場所：国立女性教育会館大会議室 
	 私がこのシンポジュウムに参加したのは、5
年前からで、かわごえ環境ネットが荒川流域ネ

ットワークに加盟したのはこのころではなかっ

たかと思います。菅野さんと 2名で参加しまし
たが、本日の参加者全体では、60名程度で、ほ
ぼ例年のメンバーが参加していました。 
開会挨拶	 NPO 法人荒川流域ネットワーク 代
表 鈴木勝行氏 
活動報告（1）2018 年度入間川・越辺川の新魚

道の遡上効果と魚道等の遡上環境改善作業 
	 環境科学国際センター 金澤光氏より詳細説

明がありました。 
事業報告（2）「川の国埼玉はつらつプロジェク

ト」の一環で越辺川の魚道整備事業について 
	 埼玉県では平成 19 年度に川の再生基本方針
策定があり、平成 20～23 年度に水辺再生 100
プランが実行され、現在は川の国埼玉はつらつ

プロジェクトの一環で越辺川の魚道設備を行っ

ており、その報告が、東松山農林振興センター

阿部靖広氏よりありました。 
活動報告（3）入間川の魚道の問題点と今後の

課題について 
	 寺山堰、浅間堰、田島屋堰、笹井堰等工事完

了の状況と、問題点について鈴木代表より説明

がありました。 
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活動報告（4）東京湾のアユ棲息状況と多摩川

の遡上状況について 
・アユの生活史とアユが増殖するために必要な

環境のあらまし 
・水質改善と稚アユ遡上 
・流下した仔アユの育成場所、ゆりかご探し 
等について小泉正行氏（東京都農林水産総合セ

ンター）より解説がありました。 
活動報告（5）過去 23 年間の水質調査の結果情

報発信について 
	 毎年、荒川流域一斉水質調査を 25団体 2大学
1 個人が毎年 6 月に行い、荒川流域ネットワー
クでまとめて「荒川流域一斉水質調査マップ X
XXX」として A2版で発行されております。 
	 今般、地図に示された調査地点ごとに、2010
年～2018 年の水質調査結果のグラフを表示す
るアプリが開発されたとの報告がありました。 
	 自分たちの必要とするCOD/ECのデータが容
易に見られるとのことです。 

みずかけ“サ”論 
	 話題になったのは 
1）今年の川の再生交流会（2月 2日）の分科会
の際、高校生が単独で議論を交わして、ひじょ

うに好評であったとのことでした。 

2）小さな自然再生サミット（2019神戸大会） 
テーマ「できることから始めよう」 
・全国の活気ある環境系 NPO、地域団体はでき
ることを自分たちで探してやっている。 
・自ら作業している。ワーキングやタウンミー

ティングでは主体となってやっている。 
・行政に頼りすぎないで、自分たちのできるこ

とをやる。 
・取り組みに若い力（地域の子供、学生）を必

ず巻き込んでやっている。 
・大学等の研究機関を巻き込む。協力団体を作

る。自分たちができることをやっているから、

活気があり魅力がある団体を維持できる。この

発表に多くの参加者が賛同しました。今回のシ

ンポジウムに参加して多くの参加者が、積極的

に活動し、若い学生たちを育てようとがんばっ

ている様子とともに、埼玉の川を自然豊な漁場

にするためにがんばっている様子が伺えました。

（原嶋昇治） 

 
時系列グラフ付水質調査マップアプリ 
（https://app.arakawa-ryuiki.net/wq） 

 
挨拶する鈴木代表 

 
活動報告をする金澤光氏

 
はつらつプロジェクトの説明をする阿部氏 

 
東京湾のアユの生息状況を説明する小泉氏
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【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 3月 20日（水）9:00-10:00に第 11回事業運営
委員会を、同 10:00-12:20に第 12回理事会を、
川越市役所前の福田ビル 3階会議室において開
催しました。議題が重複するため、一括して主

要な議事内容を報告します。 
（1）かわごえ環境フォーラムの反省 
	 受付方法を改善する必要がある、「かわごえカ

フェ」のマップづくりの取組はよく、次回も実

施したいが、実施状況をふまえ、無料実施にし

て飲食は用意しない、会員の参加率を上げる工

夫が必要、今回のマップの成果を 1年間かけて
広報で紹介するなどの意見がありました。 
（2）川越市環境行動計画チェックシート 
	 2018年度の実施は、最終的に延べ 304名とな
り、前年度の 163名より約 1.87倍の増加となり
ました。 

（3）今年度の総括並びに次年度の事業計画の

検討 
	 全体事業と各専門委員会の 2018 年度事業報
告と 2019 年度事業計画について担当者より説
明がありました。今回の意見と欠席委員の意見

をふまえて原案を再審議することにしました。 
	 また、次年度の事業計画に「SDGs（持続可能
な開発目標）」に関する内容を盛り込んではどう

かという意見がありました。 
（4）その他 
	 本会のホームページ等を運用しているレンタ

ルサーバとドメインの利用継続について承認し

ました。 
	 2018年度分の会費未納者に対し、再度、文書
により納入のお願いをすることにしました。 
	 「環境ネットワーク埼玉」の賛助会員として

の再入会を承認しました。   （小瀬博之）
 

社会環境部会

	 3月の社会環境部会例会は、3月 8日（金）午
後 1時から福田ビルで行われ、新しい会員も出
席して 8人で開かれました。 
	 最初に、理事会の報告のあと、2・3月の社会
環境部会のコラムについて意見交換し、4 月以
降の視点を話し合いました。また、3 日のかわ
ごえ環境フォーラムについての感想を話し合い

ました。いすみ市長のリーダーシップ、講師の

鮫田さんの行動力、学校給食に眼をつけた先見

性など、我が川越市での取り組みと比較して、

話題が広がり盛り上がりました。川越は、「こど

も未来部」のネーミングのように、こどもへの

福祉の取り組みが重視されていますが、環境と

のコラボで「こどもの未来」への新しい展望が

開けるのではとの思いを濃くしました。続いて、

4月 25日の「パッションフルーツ苗木の育て方
講習会」への協力体制について協議しました。 
	 3月 20日の理事会に提出する 2018年度活動

報告と新年度活動計画について、代表から成文

化が遅れて本日の例会の討議に間に合わなかっ

たことで陳謝があり、とりあえず理事会に出さ

れたものを至急回覧して、修正補強、4月 10日
の理事会に間に合わせ、12日の例会で最終調整
することにしました。 
	 代表から提示された来期活動目標は、①ごみ

減量とリサイクル市民活動の組織化、②マイク

ロプラスチック問題を契機にポイ捨てごみ対策

への新しい取り組み、③地球温暖化対策地域協

議会としての諸活動の活性化、④川越の西半分

の状況把握の視察計画、⑤環境講演会などを提

示、部会運営のチーム制の導入などが提案され

ました。 
	 次回の例会は 4月 12日（金）13:00より福田
ビル 3階で。 

（社会環境部会代表	 武田侃蔵）
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自然環境部会

	 3月例会は 8日（金）福田ビル 3階にて 8名
の参加で開催されました。 
1. 活動報告 
①「（仮称）川越市森林公園」計画地定例活動	

2/11（月）19名参加	 巣箱の清掃、15の巣箱の
内 9箱に営巣のあとがあり、巣材はコケや獣毛
で 30gくらいあった。	 2/25（月）21名参加	
ギボウシの森手入れ、シュンランが青々と葉を

広げ、花芽をつけている。これらを傷つけない

よう、林床の草刈り。 
②池辺公園定例活動	 3/5（火）6名参加	 アズ
マイチゲ開花 10 ほど、葉はかなりの面積に展
開していて、さらに広がっているが花は少ない。

キツネノカミソリの葉が出てきたので、株数調

査をする。株数はざっと 900ほど。10年近く調
査しているがあまり増えない。葉は 1か月ほど
で消え、花が咲くのは 7月下旬から 8月中ごろ
まで。 

③川越のチョウと甲虫の調査報告	 チョウは 9
年間の観察からわかってきたこと、甲虫はここ

3年間の報告。16ページにわたる報告集ができ
た。 
2. 協議事項 
①来年度の事業計画の検討。 
	 大まかな計画はほぼ確定し、それに伴う予算

についての話し合いをした。生き物調査のデー

タ処理をするためのパソコンソフトの導入を検

討した。 
②市民生き物調査について 
	 環境政策課主催行事に協力	 今年度のまとめ

は 3/24（日）南文化会館（ジョイフル）であり、
講師は牧野彰吾氏、「（仮称）川越市森林公園」

計画地のガイドは自然環境部会で行うので、そ

の下見や準備などの話し合い。 
③コラム「川越の自然を訪ねて」原稿確認など 

（自然環境部会代表	 賀登環）

 

【予告】かわごえ環境ネットのおしらせ・主催行事

【トピック①】2019 年クリーン活動のお知らせ（春は里山 5 月 12 日）

	 かわごえ環境ネットが主催するクリーン活動

は、個人会員、団体会員や企業会員などに支え

られ、夏、秋、冬の年に 3回の開催をして参り
ましたが、本年からは春のクリーン活動を行い、

春夏秋冬（フォーシーズンズ）の年 4回の開催
となります。 
	 おかげさまで参加者も年々増えてきました。

かわごえ環境ネットのホームページや Faceboo
kなどの SNSで発信をすることで、クリーン活
動を通して社会活動をしたいと考えている方が

多く参加していただけるようになりました。 
★春 春の里山 クリーン活動&自然観察 
開催日時	 5月 12日（日）9:30-12:00 
集合場所	 川越南文化会館（ジョイフル）（川越

市今福 1295-2） 
活動場所	 （仮称）川越市森林公園計画地 
「活動のポイント」 

川越に残された貴重な里山を保全し、里山の新

緑を分かち合う活動、新緑が楽しめます！ 
参加方法	 先着 30人、4月 1日（月）10:00か
ら電話で川越市環境政策課（かわごえ環境ネッ

ト事務局、Tel.049-224-5866） 
★夏 夏の郊外クリーン活動 
開催日時	 7月 21日（日）9:30-12:00 
集合場所	「川越市民聖苑やすらぎのさと」（川

越市小仙波 867-1）入口駐車場付近 
活動場所	 やすらぎのさと・川越警察署周辺の

道路と空地 
「活動のポイント」 
幹線道路は車からのポイ捨てにより、たばこの

吸いがら、あきかん・ペットボトル、家庭ごみ

などが歩道や側溝に散乱しており、クリーン活

動により気持ち良い道路環境を守る目的です。

ちょっと暑いですが！ 
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★秋 川越まつり会場クリーン活動 
開催日	 10月 19日（土）・20日（日）11:00-21:
00（2時間ずつ） 
集合場所	 本川越駅スクランブル交差点そばの

西武バス折返場所（川越市中原町 1-1-2地先） 
活動場所	 川越まつり会場 
「活動のポイント」 
	 赤いはっぴを着て、川越まつり会場のポイ捨

てごみを拾います。赤いはっぴを着ているので

観光客より道を聞かれたり、感謝の言葉をかけ

られたりします。100 万人近くの観光客に圧倒
されます。 
★冬 歳末まち美化活動 
開催日時	 12月 22日（日）9:30-12:00 

集合場所	 本川越駅前交番前（川越市新富町 1-
22） 
活動場所	 蔵造りの町並み、本川越駅、川越駅

等の川越市中心市街地 
「活動のポイント」 
	 1 年間の締めくくりの一環で、中心市街地の
ポイ捨てごみを拾い集め、新年に備えます。蓮

馨寺で熱いお茶を飲みながら名物太めん焼きそ

ばを楽しみます。 
 
	 多くの方の参加をお待ちしております。よろ

しくお願いいたします。スタッフ募集中！ 
（菊地三生）

 
2018 年の夏の郊外クリーン活動 

 
2018 年の川越まつり会場クリーン活動 

 
2018 年の歳末まち美化活動 

【トピック②・会員向け】総会・懇親会（5 月 18 日）のご案内と会費納入のお願い

	 2019（令和元）年度総会（5月 18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 19日（金）必着でご連絡ください。 
	 なお、返信用はがきには、「会員限定メールサ

ービス」の希望の有無や送付先メールアドレス、

郵送資料の要・不要の記入する欄もありますの

であわせてご記入ください。 
	 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 17日（金）までにゆうちょ銀行の口座

にお願いいたします［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］。振込方法によって手数料

がかかります。 
	 また、総会終了後（12:00-13:00ごろ）に昼食
会（場所未定）を行います。日ごろより活発な

環境保全活動をされている会員相互の交流を深

めることより、今後さらに活発な活動が展開で

きればと思います。ぜひご参加ください。参加

費は 1 人 1,500 円（当日集金）を予定していま
す。

 

【トピック③・予告】「川の一斉水質調査」（6 月 2 日）参加者募集

	 毎年 6月第 1日曜日に「身近な水環境の全国
調査」を行っています。川越市ではかわごえ環

境ネットが「川の一斉水質調査」として主に担

当していて、今年は 6月 2日（日）午前に行い
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ます。 
	 本会では、荒川水系と新河岸川水系に分かれ

て採水と水質分析を行っています。まだ詳細が

決まっていませんが、予告として参加者募集を

いたします。 
	 参加できる団体・個人の方は、本会総会（5月
18日土曜日）開催前の 9:30に、総会会場である
川越市立博物館にお越しいただくか、5月 24日
（金）までに川越市環境政策課（Tel.049-224-58
66）までその旨をご連絡ください。 

	 調査地点の近くにお住まいの方は特にご協力

いただければ幸いです。ただし、調査会場は北

公民館または中央公民館などの川越中心市街地

となります。調査地点は月刊かわごえ環境ネッ

ト 2018年 7月号（No.141）の 9ページにある地
図をご覧ください。 

 
月刊かわごえ環境ネット 2018 年 7 月号（No.141） 

 

自然環境部会主催事業 
★「（仮称）川越市森林公園」計画地 植物調査・

保全活動（毎月第 2・第 4 月曜日） 
日時：4月 8・22日, 5月 13・27日（月）9:30-
12:30 
集合：川越南文化会館（ジョイフル）（川越市今

福 1295-2） 
問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

★池辺公園定例活動（毎月第 1 火曜日） 
日時：5月 7日・6月 4日（火）9:00-12:00 
場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 
★春 春の里山 クリーン活動&自然観察 
日時：5月 12日（日）9:30-12:00 
＊詳細は本紙 16ページをご覧ください。 

会合 
◆事業運営委員会（2019 年度第 1 回） 
日時：4月 10日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 5月 22日（水）9:00-10:00川越市役所
7E会議室（川越市元町 1-3-1） 
◆理事会（2019 年度第 1 回） 
日時：4月 10日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
●社会環境部会（2019 年 4 月度） 
日時：4月 12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） 
＊次回は 5月 10日（金）13:00-15:00同所 
＊会員はどなたでも参加できます。 

●自然環境部会（2019 年 4 月度） 
日時：4月 12日（金）15:00-17:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 5月 10日（金）15:00-17:00同所 
＊会員はどなたでも参加できます。 
◆理事会（2019 年度第 2 回） 
日時：4月 24日（水）9:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 5 月 22 日（水）10:00-12:00 川越市役
所 7E会議室 
◆広報委員会（2018 年 5 月度） 
日時：5月 8日（水）9:00-10:00 
場所：川越市役所本庁舎 5階フリースペース 
＊次回は 6月 5日（水）9:00-10:00同所 
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【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
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） 
ホームページ http://blog.canpan.info/forest-musashi/

◎森林公園かんさつ会（考える会主催） 
日時：4 月 14 日（日）・28 日（日）・5 月 3 日
（金、祝）10:20集合、14:30ごろ解散 
集合：国営武蔵丘陵森林公園南口前休憩所（入

園前受付） 
参加費：200円（入園料別途） 
持ち物：お弁当持参（レストランもあります）、

雨天決行（雨具持参） 

	 フデリンドウやスミレの花、ミヤマセセリも

観察できるころです。キンランの調査もしまし

ょう。 

 
http://blog.canpan.info/forest-musashi

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 
日時： 4月 13日・5月 11日・6月 8日（土） 
9:30-12:30ごろ 
場所：明見院（今福 677）近く 
内容：農作業（B級品のお土産付き） 
会費：保険代 100円、クラブ員 1家族 1,000円

（年間） 
2018〜2019 年度予定表 

月 日 活動内容予定 
4 13 畑の手入れ、片付け等 
5 11 枝豆畑の片付け等 
6 8 トウモロコシ畑等 
7 13 畑の片付け 

 
NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ 

問い合わせ：増田純一（E-mail: kawagoesatoyama@gmail.com, Tel.070-5599-2623） 
ホームページ http://kawagoesatoyama.ciao.jp/

	 「かわごえ里山イニシアチブ」では、生物多

様性豊かな田んぼの保全を目的に、みんなで連

携して河川を汚さない環境にやさしいお米作り、

田園風景の保全や地域づくりの活動を行ってい

ます。入会は随時受け付けています。 
◎生きもの育む田んぼプロジェクト説明会 
日時：4月 14日（日）10:30-11:45（10:00受付開始） 
場所：東京（練馬）(株)てまひま不動産 練馬店
（東京都練馬区練馬 3-1-7ラフィネマルタ 1） 
※練馬駅より徒歩 3分、駐車場はありません。 
◎無農薬によるお米作り&地域づくりに参加し

ませんか！田んぼプロジェクト 2019 年度参加

会員募集中 
参加費：13,000円	 ただし、会員加入が条件と
なります（年会費 2,000円、入会金 1000円、団
体会員一口 5,000 円）。収穫後玄米 20kg を配布

予定です。その他の会員特典があります。 
申込締切：4月 30日（火） 
申込：hatsukarinosato@googlegroups.com 
または下記QRコードからWebのフォームにて 

 
◎福田の堀さらい（米作り初日の実地体験） 
日時：4月 6日（土）8:00-（7:45までに髙梨農
園（川越市福田 439）に集合） 
場所：福田地域 
◎種まき 
日時：4月 23日（火）9:00- 
場所：髙梨農園 
◎ストロベリーキャンドルピクニック 
日時：5月 5日（日）11:00ごろから 
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場所：福田の田んぼ（CO江戸かわごえ「初雁の
里」）（川越市福田 310地先） 
持物：弁当&飲物 
◎かすみがせき 100 円商店街（出店） 
日時：5月 6日（月）10:00-15:00 

場所：角栄商店街（霞ヶ関北） 

      
Web サイト  Facebook ページ   Twitter

 
東洋大学小瀬研究室（川越キャンパスこもれびの森・里山支援隊） 
問い合わせ：小瀬博之（E-mail: hkose@toyo.jp, Tel./Fax.049-239-1532） 
こもれびの森・里山支援隊 http://www.toyo.ac.jp/social-partnership/satoyama/

◎里山林保全活動（初回参加可） 
日時：①4月 13日（土）8:30集合-12:00作業終
了（午後は構成員による総会を開催）、②5月 1
1日（土）8:30集合-16:00作業終了、③6月 9日
（日）8:30集合-16:00作業終了 
対象：本学専任教職員・学生、市民等（高校生

以上） 
場所：東洋大学川越キャンパス 4号館前 
実施場所：東洋大学構内「こもれびの森」（川越

市鯨井 2100） 
作業内容：①キノコの菌打ち、スズメバチトラ

ップ設置など、②③枯損木の伐倒、下刈り、つ

る切り、落枝拾い・ごみ拾いなど 
定員：15名 
費用：無料 
持ち物：森林内の作業に適した身支度（詳しく

はWebで） 
申込：準備の都合上、開催日前週の週末までに

mlkomorebistf@toyo.jp へ、参加を希望する行事
名とともに①名前②住所③電話番号④性別⑤生

年月日⑥（学生のみ）学部・学科・学年をおし

らせください。 
◎つるがしま市民環境まつり（出展） 
日時：6月 8日（土）10:00-13:00 
場所：鶴ヶ島市役所（鶴ヶ島市三ツ木 16-1） 
内容：まきわり体験、実物展示など 
＊Webサイト（組織概要・開催案内・開催報告） 
http://www.toyo.ac.jp/social-partnership/satoyama/ 
＊Facebookページ（最新の活動報告） 
https://www.facebook.com/komorebisatoyama 
＊Twitter（中止連絡などの緊急告知） 
https://twitter.com/toyokomorebi 

     
Web サイト  Facebook ページ   Twitter  

2018 年度予定表 
月 日 活動内容予定 
4 13 8:30-12:00, 里山林保全活動（キノコの菌打

ち、スズメバチトラップ設置など） 
5 11 8:30-16:00,里山林保全活動 
6 8 10:00-13:00,つるがしま市民環境まつり出展 
6 9 8:30-16:00,里山林保全活動 
7 6 8:30-16:00,里山林保全活動 

クリーン&ハートフル川越 
問い合わせ：渡辺利衛（Tel＆Fax.049-242-4322）・武田侃蔵（Tel.090-2521-5770）

◎「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 金曜日 
日時：4 月 19 日（金）, 5 月 7 日（火）・17 日
（金）13:30-15:00 
	 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 
日時：4月 14日・5月 12日（日）9:30-11:00 
	 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、解散。 
③第 4 土曜日 
日時：4月 27日・5月 25日（土）13:30-15:00 
	 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・新河岸川市内流域の清掃 
	 原則として第 4日曜日 9:00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（Tel.090-2521-5770）
へご連絡ください。 
①4 月 28 日（日）9:00-11:00。赤間川公園前集
合。濯紫公園まで遊歩道や川の中も清掃。分別

して指定場所に収集。解散。 
②5月 26日（日）9:00-11:00。杉下橋右岸集合。
琵琶橋までの両岸、できれば多数の参加で、流

路や護岸等も清掃。事前に河川管理者と協議し

て作業内容を調整。難しい作業に挑戦予定。オ

アシス裏で分別収集解散。

 
松岡壽賀子（社会環境部会） 

問い合わせ：高階南公民館（Tel.049-245-3581） 
◎かんきょうサロン 
日時：4月 16日（火）13:30-15:30 
会場：高階南公民館 1階会議室 1号（川越市藤
原町 23-7） 
参加費：無料 
持ち物：2～3か月分の電気・ガス・水道の料金

票、ワイシャツなどのリフォームをしたい方は

ワイシャツなどと裁縫道具。 
	 異常気象が増える中、これからもみんなで仲

よく・楽しく生きるために環境問題について語

り合いませんか？ 
	 次回は、5月 11日（土）10:00-12:00予定

 
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：内野（Tel.049-222-1731）、当日の携帯電話連絡（Tel.090-7003-8617） 
◎伊佐沼でバードウオッチング 
（毎月第 2 日曜日、小雨決行） 
集合：10:00伊佐沼西岸蓮見橋近くのあずまや 
持ち物：筆記用具・図鑑・双眼鏡・飲み物 
参加費：一般 300円、高校生以下 100円（保険
代・資料代） 
①4 月 14 日（日）10:00-12:00 
	 水を溜めた沼に鳥たちはいるでしょうか。 

魚や植物は変わりないでしょうか。生物が活動

を始める春です。人も元気に活動を。 
②5 月 12 日（日）10:00-12:00 
	 10日から愛鳥週間です。鳥たちの子育てをじ
ゃましないように、沼で繁殖するカイツブリ、

オオヨシキリを観察します。

アースデイ東京見学実行委員会 
問い合わせ：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770, Fax.049-222-0786） 

◎アースデイ東京 2019 見学会 
日時：4月 20日（土）・21日（日） 
会場：代々木公園（東京都渋谷区代々木神園町

2-1） 
集合：両日とも 9:30、JR原宿駅出口の神宮橋入
口集合（「アースデイ見学会」と書いた紙をもっ

て立っています） 
	 自然環境活動家のニコル氏を実行委員長にし

て、幅広い各団体の参加で盛り上がります。今

年も、国際交流、環境、福祉など、SDGsを正面
に据えた幅広い展示とセッション、演奏など、

エネルギーあふれるパフォーマンスが予定され

ています。毎年、この見学会に参加している者

が案内します。また、明治神宮の森の奥の芝生

で「森の祭典」も開かれます。 
	 問い合わせは担当の武田（Tel.090-2521-5770）
まで。
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広報委員会からのおしらせ
●かわごえ環境ネット活動関連・川越市ほか埼

玉県等 4 月人事異動一覧 
▽川越市	 環境部	 環境政策課主幹	 有馬宗弘

（同副主幹）	 環境対策課副課長	 谷沢寿江	

同副主幹	 矢島亨（同主査）同同	 梅田智久（上

下水道管理センター主査）	 資源循環推進課長

	 波立浩一（同副課長）	 同副課長	 長嶋幹生

（環境対策課副主幹）	 環境施設課副主幹	 石

井和明（地域づくり推進課副主幹）	 環境対策

課主査	 清水諒（同課）	 産業廃棄物指導課主

査	 宮崎隆行（同課）	 資源循環推進課主査	

千村志帆（市民税課主査）同同	 田中絵里（指

導監査課主査）	 同同	 松尾裕美（同課）	 収

集管理課主査	 染野晃宏（建設管理課主査）	

環境施設課東清掃センター主査	 村上佳吾（同

センター） 
▽環境部からの転出	 ○資源循環推進課長	 飯

野英一	 産業観光部観光課長へ	 ○環境対策課

副課長	 原美香	 財政部収税課主幹へ	 ○環境

施設課副課長	 山本勇志	 農業委員会事務局主

幹へ	 ○環境施設課副主幹	 尾崎裕久	 財政部

管財課副主幹へ	 ○資源循環推進課主査	 都所

聡子	 北公民館副館長へ	 ○環境政策課主査	

伊藤雅浩	 福祉部障害者福祉課みよしの支援セ

ンター主査へ	 環境施設課主査	 金子忠幸	 都

市計画部建築指導課主査へ	 ○環境対策課主査

	 島居知季	 上下水道局上下水道管理センター

主査へ	 ○資源循環推進課主査	 加藤英也	 教

育総務部教育財務課主査へ	 ○環境政策課	 水

野明日香	 上下水道局給水サービス課へ 
▽関係部署の異動	 産業観光部長	 田中三喜雄

文化スポーツ部長へ	 同観光課長	 松本秀規	

総務部職員課長へ	 新産業観光部長	 井上敏秀

（総合政策部長）同農政課長	 小野寺雅樹（同

副課長）	 都市計画部参事公園整備課長事務取

扱	 大成一門（建設管理課長）同都市整備課長

	 町田猛（水道課副課長）	 同都市景観課長	

福釜周二（同副参事）	 同同主幹	 池田麗子（同

副主幹）	 同副主幹	 木屋野憲数（管財課副主

幹）同公園整備課副主幹	 沼野勘（建設管理課

副主幹）同開発指導課長	 高梨直人（農業委員

会事務局主幹）建設部河川課主幹	 高橋雄一（公

園整備課副主幹）	 同副主幹	 松田勝（事業計

画課副主幹）	  
▽埼玉県本庁	 ◎環境部	 環境部長	 小池要子

	 同副部長	 田中淑子	 同環境政策課長	 佐藤

卓史	 同温暖化対策課長	 松井明彦	 同エネル

ギー環境課長	 石塚智弘	 同大気環境課長	 堀

口郁子	 同水環境課長	 酒井辰夫	 同産業廃棄

物指導課長	 山井毅	 同みどり自然課長	 島田

厚	 環境科学国際センター事務局長	 山下弘晃

◎農林部長	 牧千瑞	 同副部長	 野口典孝	 同

同	 小畑幹	 ◎県土整備部長	 中村一之	 同副

部長	 村田暁俊	 同同	 北田健夫	 同建設管理

課長	 新井哲也	 同道路街路課長	 吉澤隆	 同

道路環境課長	 落合誠	 埼玉県総合治水事務所

長	 鳥屋部政和	 ◎都市整備部長	 和栗肇	 同

副部長	 柳沢孝之	 同田園都市づくり課長	 細

田隆	 ▽川越市内関係事務所	 ◎川越比企地域

振興センター所長	 目良聡	 同副所長	 野中克

彦	 ◎西部環境管理事務所副所長	 碓井真紀	

同大気水質担当部長	 立花和子	 同廃棄物残土

担当部長	 中山宏昭	 同同担当課長	 宮崎信二

	 ◎川越農林振興センター副所長	 福島恵美子

同農業支援部長	 原聡	 同農村整備部長	 勝俣

孝	 同三富農業・地域支援担当部長	 中島久男

	 同新規農業・法人化担当部長	 吉田充	 同三

富農業・地域支援担当課長	 本多勇介	 同同担

当課長	 白敷幸子	 同技術普及担当課長	 布施

幸宏	 同同担当課長	 上野亜由子	 同同担当課

長	 松葉口修	 同整備支援・管理担当課長	 島

田美里	 ◎川越県土整備事務所河川部長	 大熊

傑	 同管理担当課長	 二宮義明	 同道路施設担

当課長	 中山洋	 同河川・不老川担当課長	 本

間昌幸	 同道路環境担当課長	 福永学	 同道路

相談担当課長	 菅野光司 
▽国土交通省荒川上流河川事務所	 副所長（事

務）竹井秀寿	 同（技術）島田祐司 
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●かわごえ環境ネット会員限定メールサービス 
	 かわごえ環境ネット会員限定で、本紙並びに

同封資料のメールでの送付（またはリンク）サ

ービスを実施しています。 
	 希望の方は、かわごえ環境ネット事務局（ka
nkyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp）にメールで
件名を「かわごえ環境ネット会員メールサービ

ス希望」として、会員氏名（団体名称）と送付

を希望するメールアドレス（添付ファイルの最

大容量は 5MB 以上を推奨）をおしらせくださ
い。同時に会員になられる方は、入会申込を同

時にお願いいたします。 

 
メールサービス受付（この QR コードを読み取ると宛

先、件名、本文に記入項目が入ります。） 

●本紙への原稿投稿を受けつけています 
	 2019年 5月号（No.151，5月 8日発行予定）
の掲載原稿は、4月 15日（月）締切です。原稿
と写真は電子データで編集担当共有のメーリン

グリスト（koho@ml.kawagoekankyo.net）にお送
りください。メーリングリストは事前登録が必

要です。未登録の方は事務局に問い合わせくだ

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）に提出してください。 
	 天皇の即位の日（5 月 1 日）が祝日扱いとな
り、祝日の間の日も休日となるため、発行が遅

れます。急ぎの場合はWebでの掲載を行います。 
●かわごえ環境ネットソーシャルメディア 
①Instagram 

 
https://www.instagram.com/kawagoe.kankyonet 

	 かわごえ環境フォーラムでの「川越の宝」募

集に合わせて開設した、かわごえ環境ネット In
stagram。フォローをお願いします。今後も「#川
越の宝」「#kawagoetreasure」のハッシュタグを

付けて投稿をお願いします。これらのハッシュ

タグをフォローしています。 
②Twitter 

 
https://twitter.com/kawagoekankyo 

	 本会 Twitter（@kawagoekankyo）は、ブログの
更新と連動してツイートします。Twitterにユー
ザー登録してぜひフォローしてください。 
③Facebook ページ 

 
https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

	 本会は、Facebookでも積極的に情報発信して
います。アカウント登録を行って「いいね！」

していただければ、登録されている主要なイベ

ントが通知されたりして便利です。 
●かわごえ環境ネット Web サイト 

 
https://kawagoekankyo.net 

	 月刊かわごえ環境ネットのバックナンバーを

カラーですべて見られます。スケジュールも P
Cやスマートフォンで確認できて便利です。 
●おことわり 
	 本紙の記事は、各著者の寄稿及び広報委員会

の編集によって構成されていますが、これらは、

組織の公式な見解を示すものではありません。

また、本紙は寄稿及び作成時点までの信頼でき

る各種情報に基づいて作成し、正確性の確保に

努めていますが、その正確性に対してかわごえ

環境ネットは責任を負いません。本紙は読者ご

自身の判断と責任で利用いただき、本紙を利用

することで生じたいかなるトラブルおよび損失、

損害に対して、かわごえ環境ネットは一切責任

を負いません。 
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イベントカレンダー（4 月 3 日〜5 月 25 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 

4/3 
◆8:30 広報委

員会 

4/4 
 

4/5 
 

4/6 
◎8:00 福田の

堀さらい（か

わごえ里山） 

4/7 
 

4/8 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

4/9 
 

4/10 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

4/11 
 

4/12 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

4/13 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
◎8:30里山林保全

活動（こもれび隊） 
4/14 
◎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 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 
◎10:30生きもの

育む田んぼプロ

ジェクト説明会 

4/15 
○本紙 5 月号

投稿期限 

4/16 
◎13:30 かん

きょうサロン

（松岡） 

4/17 
 

4/18 
 

4/19 
○総会はがき

返信期限（必

着） 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/20 
◎9:30 アース

デイ東京 2019
見学会 

4/21 
◎9:30 アース

デイ東京 2019
見学会 

4/22 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

4/23 
◎9:00種まき（か

わごえ里山） 

4/24 
◆9:00 理事会 

4/25 
 

4/26 
 

4/27 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/28 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

4/29 
昭和の日	

4/30 
休日	

○田んぼプロ

ジェクト申込

期限（かわご

え里山） 

5/1 
休日（祝日扱い、

天皇の即位の

日）	

5/2 
休日 

5/3 
憲法記念日	

◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

5/4 
みどりの日 

5/5 
こどもの日	

◎11:00ストロ

ベリーキャンド

ルピクニック 

5/6 
振替休日	

◎10:00 かす

みがせき 100
円商店街 

5/7 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

5/8 
◆9:00 広報委

員会 

5/9 5/10 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

5/11 
◎8:30里山林保全

活動（こもれび隊） 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
◎10:00かんきょ

うサロン（松岡） 
5/12 
★9:30 春の里

山クリーン活

動&自然観察 
◎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 

5/13 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

5/14 5/15 
○本紙 6 月号

投稿期限 

5/16 5/17 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
○会費納入期

限 

5/18 
★9:30川の一斉水

質調査事前説明 
●10:00 総会 
●12:00昼食会 

5/19 5/20 5/21 5/22 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

5/23 5/24 5/25 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
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