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環境講演会「脱炭素社会に向けて」（12月4日） 

 
 12 月 4 日（土）14:00-16:00 ウェスタ川越に

おいて環境講演会「脱炭素社会に向けて〜市民

がやるべきこと 挙げるべき声〜」を開催しま

す。講師は、山岸尚之氏（WWF ジャパン 気候

エネルギー・海洋水産室長）です。 
 会場での開催とオンライン配信の同時開催

です。ぜひご参加ください。（詳細 11-12 面） 

2022年 1月から本紙を全面リニューアル 

 
 2006 年 11 月に創刊してから 15 年間、181 号

にわたり「月刊かわごえ環境ネット」をご愛読

いただきまことにありがとうございます。 
 2022 年 1 月号より広報の発行体制を大幅に

改めることになりました。本紙を月刊から隔月

刊にするとともに、紙版のフルカラー化やイン

ターネットでの記事の充実を検討しています。 
 詳しい情報は本紙 12月号でおしらせします。 

かわごえ環境ネット

かわごえ環境ネットは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。
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【コラム】社会と環境について思うこと（16）脱炭素社会に向けて（2）
はじめに 
 9 月号の[コラム] 社会と環境について思うこ

と（14）脱炭素社会にむけて（1）では、「日本

の温室効果ガス削減で電力をすべて再生可能エ

ネルギー（以下再エネと略す）由来に変換でき

たとしても全体の 4 割弱しか減少しないこと、

電力 1 作るのに一次エネルギーを 2.5 倍も費や

し、そのロス分から発生する CO2量も多大であ

ること、家庭のエネルギー消費量は全体の 14％
を占めるが、そのうち約半分を電気が占め、電

力排出係数の低減が家庭部門でもCO2排出削減

に大きく寄与すること。運輸部門の自家用車の

占める割合は大きく、全エネルギーの 11％にも

なり、EV（電気自動車）化等の脱炭素化の加速

が重要であること。」などを取り上げた。 
 政府は昨年 10 月、2050 年に温室効果ガスの

排出を「実質ゼロ」にすると宣言し、本年 4 月

には、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013
年度比で 46％削減すると発表し、この 7月には、

新たな「第 6 次エネルギー基本計画」の素案を

発表している。本号では、政府目標に対する課

題、実現性について論じてみたい。 
2030年の削減目標 
 米国では、バイデン政権の誕生により気候変

動に対する政策が大きく変わり、4 月 23 日に米

国主催のオンラインによる気候変動サミットが

開催されることとなった。欧米各国が 2030 年

の温室効果ガス削減目標を 50％程度としてい

る中、従来の日本の目標は 26％削減と見劣りし

ていた。サミット直前になっても新目標がなか

なか決まらない中、小泉前環境大臣の強い進言

もあり、2013 年比 46％削減が 4 月 22 日に決ま

った（図 1 及び表 1 参照）。 
 2013 年は東日本大震災後、ほとんどの原子力

発電所が停止し（図 2 参照）、CO2排出量が最大

となった年で、欧州各国が基準としている 1990
年比（米国は 2005 年比）では、40％削減となる。

従来の計画では、2030 年の削減目標は 26％で

あった。2019 年には温室効果ガスの排出量は 1 

 
図 1 温室効果ガス排出量削減目標 1) 

表 1 温室効果ガス排出量の計画（単位 億トン）1) 

 産業 業務 家庭 運輸 転換 
その

他(含
吸収) 

合計 

2013年 4.63 2.38 2.08 2.24 1.06 1.73 14.1 
2019年 3.84 1.93 1.59 2.06 0.89 1.79 12.1 
2030年 2.9 1.2 0.7 1.4 0.6 0.9 7.8 

(対 2013年
比削減率%) (37) (50) (66) (38) (43) (52) (46) 

2.1 億トンまで減り、2013 年比ですでに 2 億ト

ン（14％）削減しており、海外からも目標値の

甘さが指摘されていたと同時に、専門家からは、

政府が何も手を打たなくても 2030 年には 26％
目標は達成できると言われていたほどであった。

しかしながら、今回の 46％削減目標はかなりの

チャレンジである。 
 ここで着目されるのは、家庭部門は 66％削減

が目標となっていることである。2019 年には 2
013 年に比べ 0.49 億トン（24％）削減されてい

るとはいえ、さらに排出量を半分以下にするの

が目標である。9 月号で示したように、家庭部

門で消費するエネルギーの半分は電気であるこ

とから、排出係数が半分になれば、CO2 排出量

の 4 分の 1 は減ることになる。あとは、省エネ

（含断熱・高気密化）と太陽光設置等による Z
EH（実質ゼロエネルギーハウス）をめざすこと

により達成するとしている。この程度の政府案

だけでは、残り 9 年間でとても達成できるとは

思えず、環境省・経済産業省で検討されている

新築住宅への太陽光パネルの設置義務化を法令

で縛る必要があるのではなかろうか。 
 運輸部門は、9 月号で示したように、約 6 割

を占める旅客部門の 8 割が自家用車であること

から、EV や燃料電池車への転換がある程度は

進むことが期待される。一方、約 4 割を占める

貨物部門は、その約 9 割が貨物トラックであり、

現状ではエネルギー効率が最も高い軽油がディ
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ーゼル車に使われている。長距離走行が可能な

代替燃料として、バイオディーゼル油や合成燃

料の研究・開発が進められているが、2030 年ま

でにはとても普及するとは考えられず、貨物部

門の脱炭素化は遅れるものと予想される。 
 産業部門では、鉄鋼、石油精製・化学、セメ

ント等の分野では、多大なエネルギーを消費す

ることと、製造工程で二酸化炭素が発生するこ

とから、製法自体を変換する必要があり、2030
年にはとても技術確立するものではない。業務

分野も含め、省エネや電気を再エネ由来に切替

える等により、企業としてある程度は CO2排出

量を削減すると想定されるが、産業界全体とし

ては、政策的にカーボンプライシング（炭素取

引）等の制度を導入しない限り削減スピードは

加速されないと思料する。 
2030年の電源構成 
 2030 年の電源構成を図 2 に示す。ここで問題

視されているのは石炭火力発電が 19％も占め

ることと、原子力発電の割合が高すぎることで

ある。 

 
図 2 2030 年電源構成 1) 

 現在、全国に約 140 基の石炭火力発電所があ

り、そのうち 114 基が非効率発電である。高効

率発電は、石炭ガス化複合発電（IGCC）・超々
臨界圧発電（USC）が 26 基あるが、IGCC型は、

ようやく 2021 年 4 月に勿来 IGCC 発電所が営

業運転を始めたところである。さらに、石炭火

力 12 基の新設が計画されているが、IGCC型は

1 基だけである。非効率発電の 114 基で石炭火

力発電量の約半分を占めるが、そのうち 90％は

2030 年までに休止・廃棄する計画はある。 
 石炭火力を全廃にしては電力需要がまかなえ

ないという議論があることは事実であるが、ア

ンモニアを 20％程度混焼することにより CO2

排出量を削減しようとする案が浮上しており、

石炭火力の延命策に使われている。高価格のア

ンモニアを使うのであれば、政府補助金により

燃焼部分だけでも天然ガス用に改造した方がよ

ほど CO2 削減に効果がある。筆者の試算では、

石炭をすべて天然ガスに置き換えたとすれば、

排出係数は 0.20kg-CO2/kWh 程度に下がり、全 C
O2排出量はさらに 1割程度は減らせることにな

る。2030 年の削減量も 50％以上が視野に入る

こととなる。また、将来的に計画される水素や

アンモニアとの混焼も、天然ガス発電ではより

容易である。これは、決断次第でできることで

ある。 
 今回の電源構成目標では、脱炭素電源を 60％
とすべく、原発の割合を従来からの目標値（20
～22％）をそのまま残しているが、現実に即し

て見直すべきだったと強く思う。東日本大震災

前は、原発は 54 基あったが、その後廃炉や 40
年以上の運転期間を延長しない等の理由で、現

在の運転可能な原発は 36 基（建設中の 3 基含

む）である。2030 年にはそのうち 30 基以上の

再稼働が必要とされている。福島原発事故後 10
年が経過したが、厳しい安全基準、自治体との

合意等が達成され、再稼働できたのは 9 基に留

まる。2019 年の原発割合は 6％である。しかも

2030 年の原発コストは太陽光発電コストより

割高になると予想されている。また、核廃棄物

の処理問題も全く見通しが立っていない。この

ような状況下では、半分の原発が再稼働できれ

ば御の字であろう。仮に原発の電源構成割合が

10％程度であれば、再エネ割合を 50％程度に引

き上げるか、前述のように石炭火力を天然ガス

に転換することで、目標は達成できると思料す

る。 
 いずれにしても、再エネ電力を伸ばすことが

重要である。景観問題も含め最適地が少ないと

の声もあるが、田畑の上に隙間を開けて太陽光

パネルを設置するソーラーシェアリングを推進

すべきと考える。これで、営農と発電とを両立
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脱炭素電源
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させることができるのである。 
おわりに 
 9 月号、今月号の 2 回にわたり、コラム「脱

炭素社会に向けて」と題して、「エネルギー白書

2021」を参考に日本のエネルギー構造、今年の

4 月、7 月に政府から発表された 2030 年の削減

目標と「第 6 次エネルギー基本計画」素案につ

いて、筆者の見解を述べてきた。川越市も 2050
年に向けて「小江戸かわごえ 脱炭素宣言」を表

明していることから、我々としても何かの行動

を起こすべきであろう。 
 詳しく述べてきたように、家庭のエネルギー

消費量は全体の 14％である。自家用車の 11％を

加えても 25％を占めるだけである。基本的には、

政府・行政が先導し、企業が必死の努力を重ね

るしか目標を達成する道はないのである。しか

しながら、市、市民レベルでできることはまだ

ある。 
 まず、各家庭のエネルギー消費量の実質ゼロ

（ZEH）を目標にしよう。太陽光パネルの導入

（さらに蓄電池の導入）、70％の熱が逃げるサッ

シ等の断熱・二重化（ペアガラス化は既存のサ

ッシで可能）、高効率家電（ヒートポンプ利用の

エアコン等）の導入である。また、太陽光パネ

ルの設置が難しい集合住宅等では、生協やみん

な電力等から再エネ電力を選択することができ

る。当面の話として、再エネ電力 100％が達成

するまでは、オール電化は止めた方がよい。電

気でお湯を沸かすのはCO2をばらまいているの

である。お風呂等で毎日 500L を電気でお湯を

沸かすと仮定すると、年間の CO2排出量は 2.3t
にもなる。エコジョーズ等の給湯器の熱効率は

95％近くと極めてエネルギー効率が高く、年間

の CO2排出量は 0.8t に抑えられる。ご飯もガス

釜を推奨する。さらに、理想的には、EV を導入

して自宅の太陽光発電で充電、夜間は蓄電池代

わりに EV 電気を利用する家庭が増えることを

期待する。（日本は EV 車種が少な過ぎ、選択肢

が少ない）。 
 市（行政）としても市関連施設で消費する電

力は、再エネ電力 100％を早期に達成すべきで

あろう。理想的には、市民に再エネ電力を供給

できる体制を作り、市全体として 100％脱炭素

化をめざすべきであろう。しかしながら、川越

市では風力や小中水力発電は適さず、太陽光発

電に頼らざるを得ない。まず、学校・市民セン

ター等の市施設で屋根・屋上で空いているスペ

ースがあれば、全て太陽光パネルを設置するこ

とと民間で屋根・屋上貸ししてくれる施設にパ

ネルを設置して、再エネ電力を受けて入れては

どうであろうか。さらには、川越市には約 2,40
0ha の田畑があり、営農と発電を両立させるソ

ーラーシェアリングを普及させることはできる。 
 こうした再エネ電力を増やす努力により、脱

炭素化をめざそうでなないか。 
（宮﨑誠） 

参考文献 
1) 資源エネルギー庁：2030年度におけるエネルギー需
要の見通し（関連資料）（令和 3年 9月）を基に作成

【コラム】川越の自然をたずねて（102）伊佐沼のキタミソウ
 伊佐沼でキタミソウが発見されて 3 年が過ぎ

ようとしています。 
 まだ、キタミソウには縁がないという方のた

めに、ご案内のつもりで書いてみたいと思いま

す。 
 2018 年 11 月 11 日の探鳥会での偶然の出会い

で発見されました。埼玉県生態系保護協会川越・

坂戸・鶴ヶ島支部（以下、生態系支部と記す）

の毎月実施される定例会でのできごとでした。

第一発見者はかわごえ環境ネットの会員で、生

態系支部会員でもある菊地節子さんでした。 
 キタミソウは 1901 年北海道北見地方で、195
0 年（昭和 25 年）に埼玉越谷元荒川で植物学者

の大井次三郎が、1978 年（昭和 53 年）には越

谷葛西用水で植物研究家の卜沢美久（当時越谷

北高校校長）によりそれぞれ発見されています。 
 卜沢氏の発見当時は熊本水前寺の江津湖、北

海道、埼玉と 3 か所だけでしたが、今、県内で
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は行田、岩槻、春日部、草加、熊谷、加須、三

郷、八潮、吉川など荒川より東部に集中してい

ます。伊佐沼は荒川の西側に位置し、この地域

では初めての発見でした。 
 キタミソウは、本来北方のツンドラ地帯に生

育するとされる寒帯の植物です。 
 なぜ日本に存在するのか。それは、日本は稲

作と関係があり、河川の水位が一定のリズムで

増減する日本特有の河川や用水路があるからと

言えます。すなわち、減水期の晩秋に発芽し、

花を咲かせ結実し子孫を蓄え、春以降の増水期

には種子として水中に潜ることで冷たいところ

で生命を維持し、この生活環を繰り返している

のです。 
 伊佐沼は、農業用水の溜池として機能しなが

ら昔からの漁業も続いており、また「伊佐沼の

蓮を花咲かそう会」の活動で花を楽しむことも

できます。荒川右岸土地改良区により組織的に

水の管理がなされていますので、キタミソウに

とってはまったく安定した定住場所となってい

ます。 
 キタミソウは希少種であり、県から指定され

た保護の対象となる植物です。 
 環境省レッドリスト 2015 絶滅危惧 II 類（V
U）：絶滅の危険が増大している種、埼玉県レッ

ドリスト 2011 絶滅危惧 IB類：近い将来におけ

る絶滅の危険性が高い種、という位置づけにな

っています。雑草だと思って、むしり取るなど

はできません。 
 ここで、キタミソウという植物について簡単

に触れます。 
 キタミソウは、ゴマノハグサ科の一年草で、

北海道の北見地方で発見されたことからこの名

前がつきました。葉はヘラ状で長さ 2〜5cm、花

は白色の 2〜3mm ととても小さな植物。開花時

期は 6 月から 10 月ですが、伊佐沼では 11 月か

ら 12 月の寒冷期に開花しているようです 1)。 
 私の大雑把な観察ですが、2019 年 10 月 4 日

 針状の葉、10 月 26 日 開花、10 月 30 日 閉鎖
花らしきものあり、11 月 15 日 花、果実あり、

11 月 28 日 果実あり、12 月 3 日 旧株に新花、

果実多し、匍匐枝見る、12月 11日 匍匐枝に花、

12 月 31 日 葉枯れ目立つ、果被裂開す、1 月 6
日 果被裂開多し、以下観察なし。まとめると 1
0 月後半に開花、11 月後半、12 月後半に種子放

出が始まったようです。他の情報によると開花

結実が一冬で 2 度繰り替えされ、2 度目は 2 月

初めに発芽、4 月初めに結実するそうです。 

 
（左）キタミソウの花と果実 

（右）キタミソウの果実と裂開後の果被 
果実は丸くふくらんでいるもの。及び果実の中の種子が

放出されたと思われる外皮ものが 2 個見える。 

 キタミソウの花を見るためには腰を曲げ、顔

を近づけなければなりません。それでも見えな

いという人もいます。案内看板などの設置で多

くの市民に認知してもらいたいと関係者の一人

として考えています。あまりにも小さい花は楽

しむ対象にはならないようですが、その「出生

の秘密」や「伊佐沼という避暑地」での生活環

の説明を加えることで、関心の向上を狙いたい

と思います。 
 キタミソウは、北方ツンドラに生育する植物

であると先に述べましたが、日本へは渡り鳥が

運んで来たというのが通説のようです。鳥がツ

ンドラで食べ、日本で排泄することで、北海道、

埼玉、熊本など広い範囲にスポット的に伝播し

たのだという考えのようです。 
 この説とは別に、「キタミソウはシベリアや北

欧三国・グリーンランドなど北半球の亜寒帯か

ら寒帯に広く分布する植物で、例外的に日本の

温帯地域の数か所に分布している隔離分布の植

物」と有名大学の先生の確言だという紹介記事

を最近ネットで読みました。いずれにしてもロ

マン広がる話ではあります。 
 キタミソウの保護活動は始まったばかりです。

生態系支部との連携で保護活動を進めながら、
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伊佐沼の所有者である川越市、沼の管理を行う

荒川右岸土地改良区、蓮を咲かす活動を続けて

いる伊佐沼に蓮を咲かそう会、沼の漁業権を持

つ漁業組合等のそれぞれの機関に対してキタミ

ソウの存在意義を理解していただき、協力して

もらうことが保護の第一歩と考えています。 
（稗島英憲） 

参考文献 
1) 川越市：伊佐沼で希少植物の「キタミソウ」が見つか
りました（https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/kurashi/
kankyo/sonohokakankyo/kitami.html）

【コラム】川越の「宝」をたずねて（29）脇田新町歩道橋

 
脇田新町歩道橋 

 
歩道橋からみた富士山 

 
歩道橋からみた富士山（ズーム）

 コラム“川越の「宝」をたずねて”は、かわ

ごえカフェ 2019 のテーマ「川越と周辺地域の

宝を掘りおこそう」で参加者のみなさんと作成

した“川越のお宝マップ”の地点を紹介してい

くコラムです。 
今月のお宝紹介は「脇田新町歩道橋」 
 脇田新町交差点近くにある、脇田新町歩道橋。

ここから富士山が見えます。川越から直線で 90
km離れる富士山を、特に高層階というわけでも

なく、歩道橋の高さから見えます。初雁橋や落

合橋から川の先に見える富士山ではなく、国道

16 号の先に富士山を見ることができます。 
 2019 年のかわごえカフェの参加者が、川越の

宝として紹介してくれた場所が「脇田新町歩道

橋」でした。通勤で歩道橋を渡るとき、川越に

居ながら富士山が見える、そういう風景を目に

したとき、すごく元気になったり癒されたりす

る好きな場所としてみんなに紹介してくれまし

た。通勤という日常の暮らしの中に、ホッと癒

しをもたらしてくれる富士山というものの存在

にすごく神聖さを感じます。 
 ところで、脇田新町歩道橋から国道 16 号を

大宮方面に向かい、烏頭坂を過ぎた富士見町に

仙波浅間神社があります。町名からして、かつ

てこの場所から富士山を見ることができたので

しょう。富士塚のある仙波浅間神社は、遠くに

望む富士山同様に川越の富士山として大切にし、

心を通わせていたのではないかと想像します。 
 昔も今も、見る場所は違っても富士山を目に

すると心が和むことには変わりはなく、空気が

澄んで遠くまで見渡せる日が多くなるこれから

の季節は、富士山を見に市内を散策してはいか

がでしょうか。 
 脇田新町歩道橋からの富士山を見ながら、“富

士山を見ることができるのも、SOx・NOx規制
や排気ガス規制などが進み、大気の汚染が改善

されたからこその恵みなのだなあ”と思いまし

た。公害から始まった大気汚染の改善にむけた

半世紀近い人々の取組に改めて感謝です。 
脇田新町歩道橋へのアクセス 
川越市脇田新町 4-24（川越駅西口から徒歩約 1
5 分）              （飯島希） 

 
脇田新町歩道橋周辺の川越の「宝」マップ（国土地理院

の電子地形図（タイル）に地点を追記して掲載、点線は

富士山山頂方向を表す）

 



月刊 かわごえ環境ネット 2021年 11月号 No.181 

- 7 - 

【報告】かわごえ環境ネットの活動

秋のクリーン活動

 
本川越駅前交番前に集合 

 10 月 16 日（土）に秋のクリーン活動を行い

ました。 
 本年は、新型コロナウイルス感染症の拡大の

影響で「川越まつり」が中止になり、第 6 回「川

越まつり会場クリーン活動」は、「秋のクリーン

活動」「来年の川越まつりに備えて街をきれいに」

との内容で実施しました。ちなみに川越市保健

所での新型コロナウイルス陽性確認者は、8 月

15 日は 40 例だったのが、前日の 10 月 15 日は

2 例で、大幅に感染者が減った中でのクリーン

活動でした。油断大敵ですが。 
 天気は朝のうちは小雨でしたが、集合時間の

10 時には曇り空になり一安心。本川越駅前交番

前に集合、参加者を 29 名 5 コースに班分け、各

班のリーダーと一緒に、参加者は蔵造りの町並

みや旧市街地の清掃を行いました。 
 中央公民館で集めたごみを分別し、11 時 30
分に解散しました。 
 今年も第一生命様、パイオニア様の社員有志

の方々が参加、ありがとうございました。 
 12 月 19 日（日）に歳末まち美化活動を行い

ますのでご参加のほどよろしくお願いいたしま

す。             （菊地三生）

 
小瀬理事長の挨拶 

 
一番街入口で 

 
一番街（蔵造りの町並み） 

 
中央公民館での分別作業 
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【報告】会員等の活動

アースデイ川越 in昭和の街 2021（10月 3日〜10日オンライン開催）

 
『川越の自然』オンラインツアー 

 
みんなのお家からつながる世界 2021 

 
『川越の自然』オンラインクイズ

 10 月 3 日（日）〜10 日（日）にかけて、「ア

ースデイ川越 in 昭和の街 2021」（主催：第 23 回

アースデイ・イン・川越実行委員会、後援：川

越市、川越市教育委員会、かわごえ環境ネット）

を、オンラインを中心に開催しました。 
 本紙でお伝えしていたように、元々は川越昭

和の街の中心にある蓮馨寺での会場開催とオン

ライン開催を組み合わせたハイブリッド形式で

の開催を検討していましたが、7 月以降の新型

コロナウイルス感染症の急速な拡大及び緊急事

態宣言の発出を鑑みて、9 月上旬に会場開催を

中止して、2020 年と同様にオンライン中心の開

催に踏み切りました。 
 その後の感染の急速な縮小により、結果的に

緊急事態宣言の解除後になりましたが、参加団

体にオンラインでのコンテンツ作成やワークシ

ョップの開催、出演を依頼して、生配信とオン

デマンドコンテンツの組み合わせで実施されま

した。 
 なお、川越昭和の街では、店舗において子ど

ものための SDGs ハンドブックや参加団体のパ

ンフレットなどが配布されました。 
 かわごえ環境ネットでは、10 月 3 日に「『川

越の自然』オンラインツアー」を実施し、（仮称）

川越市森林公園計画地「森のさんぽ道」のルー

トを歩いて撮影した動画と、2021 年 2 月に出版

した『新訂版 川越の自然 −雑木林・河川・公園・

湧水・社寺林を訪ねて−』を見ながら、川越にあ

る貴重な自然環境を紹介しました。 
 また、10 月 10 日には 2 つのワークショップ

を実施しました。 
 「みんなのお家からつながる世界 2021」は、

2020 年のアースデイ川越で好評だったワーク

ショップを復活させ、参加者の自宅にあるもの

の原産地・生産地を調べて地図に共有し、世界

とのつながりを双方向型ワークショップで参加

者とともに考えました。 
 「『川越の自然』オンラインクイズ」は、202
1年 2月に本会が出版した『新訂版 川越の自然』

の内容から、川越の自然や動植物に関するクイ

ズを参加者が回答する双方向形で実施しました。 
 来年は、双方の利点を生かして会場とオンラ

インのハイブリッド型のイベントを行い、参加

団体同士や参加者とのコラボレーションにより、

新たな SDGs 推進のムーブメントを醸成してい

きたいと考えています。 
 なお、本行事の実施にあたっては、川越市地

域の国際化貢献事業補助金並びに団体・店舗・

個人からの寄附金を受けました。この場を借り

て御礼申し上げます。 
 生配信及びオンデマンドで配信されたオンラ

インコンテンツは「アースデイ川越 in 昭和の街」

ホームページからご覧いただけます。2020 年の

コンテンツも含め、ぜひご覧ください。 

 
「アースデイ川越 in昭和の街」ホームページ 
（http://showanomachi.net/earthday） 

（第 23 回アースデイ・イン・川越実行委員会 
実行委員長 小瀬博之）



月刊 かわごえ環境ネット 2021年 11月号 No.181 

- 9 - 

私たちの活動と SDGs NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

 10 月 3 日（日）、「アースデイ川越 2021in 昭和

の街」にオンライン参加し、私たちの活動概要と

SDGs をスライドショーやパワーポイントで紹

介しました。この参加を機に「私たちの活動と S
DGs」における具体的な活動を改めて整理するこ

とができましたので紹介します。 
 まず、私たちの【活動内容】を次のように紹介

しています。 
 川越市北部の山田・福田地域の農村で、農家と

非農家（消費者）が連携して人と生きものが共生

する環境保全型農法でお米作りやマコモ栽培を

中心にした『生きもの（いのち）育む田んぼプロ

ジェクト（以下、田んぼプロジェクト）』に取り

組んでいます。 
 この田んぼプロジェクトでは、生きもの育む

生物多様性による農法を学び、食の安全、食料自

給の大切さ、田んぼ文化を学びながら地域づく

りをしており、2016 年に「国連生物多様性の 10
年日本委員会の認定連携事業」となりました。 

国連生物多様性の 10年日本委員会：生き
ものを育む田んぼプロジェクト（田んぼの

生物多様性向上 10年プロジェクト） 
https://undb.jp/authorization/3515/ 
 田んぼをフィールドにした活動

は、田んぼがお米づくりだけではない多様な価

値に注目し、稲作文化やマコモ文化、自然の環境

保全や景観といった経済的な側面では測ること

のできない田んぼの多面的機能に着目して活動

し、環境豊かな地域づくりをめざしています。 
 田んぼは、コミュニティ作りの場でもあり、食

の安全や食育、耕作放棄地の活用などにもつな

がり、ひいては失われつつある田園風景を取り

戻します。 
 6 年目を迎えた「田んぼプロジェクト」は、地

域や大学、行政と連携して様々な活動を行い、地

域の魅力の発掘など地域づくりに貢献し、地元

の理解や支援に支えられながら活動しています。 
 かわごえ里山イニシアチブでは、いくつかの

部活動があります。2021 年度には特に養蜂とい

う新たな分野が加わり、現在、田んぼ IoT システ

ム部、有機栽培畑部、ホタル部、かるがもガーデ

ン花壇部と、農作業の合間を縫って活動の幅を

拡げ田んぼ地域のにぎわいを見せています。 
 そして、【私たちの活動と SDGs】における具

体的活動を次のように整理しています。 
 SDGs の対象項目 3.9 では「2030 年

までに、有害化学物質、ならびに大

気、水質及び土壌の汚染による死亡

及び疾病の件数を大幅に減少させ

る。」としています。 
 私たちの具体的な活動では、農薬や化学肥料

を使わない田んぼで農産物を生産し、食と健康

に寄与しています。 
 SDGs の対象項目 11.a では「各国・

地域規模の開発計画の強化を通じ

て、経済、社会、環境面における都

市部、都市周辺部及び農村部間の良

好なつながりを支援する。」としています。 
 私たちの具体的な活動では、都市型農村の特

徴を生かし、環境にやさしい農業で都市と農村

をつなぎ、人と人、人と生きものつながりで環境

豊かな里山づくりを目指しています。 
 SDGs の対象項目 15.4 では、「203
0 年までに持続可能な開発に不可欠

な便益をもたらす山地生態系の能

力を強化するため、生物多様性を含

む山地生態系の保全を確実に行う。」としていま

す。 
 私たちの具体的な活動では、農薬や化学肥料

を使わない生物多様性有機農法による米作りや

マコモ栽培を行っています。  （増田純一）
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【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 10 月 13 日（水）9:00-10:00 に第 7 回事業運営

委員会、10:00-12:00 に第 7 回理事会を開催しま

した。一括して主要な事項を報告します。 
①「月刊かわごえ環境ネット」の発行体制を改

めることについて検討し、2022 年 1 月より隔月

刊、A4 版カラー8 ページとして発行すること、

発行部数を 300 部から 200 部に削減することを

基本として、11 月理事会で詳細を検討して決定

することにしました。 
②第 20 回かわごえ環境フォーラムの講演会講

師をお願いしている方と 11 月 17 日（水）に打

ち合わせを行うことにしました。また、増田副

理事長と菊地理事が、協賛・広告の依頼のため

企業を訪問することにしました。 
③秋のクリーン活動についての準備状況につい

て報告がありました。活動報告を本紙 7 面に掲

載しています。 

④社会環境部会主催の環境講演会について、広

報川越 1478 号（令和 3 年 11 月）に参加募集記

事が掲載されることが報告されました。本紙で

は 11-12 面に詳細を掲載しています。 
⑤フジサンケイグループ主催「第 30 回地球環

境大賞」に本会として応募することとしました。 
⑥三富地域農業振興協議会から 11 月 14 日に開

催される「三富地域の平地林散策と『さといも』

収穫体験」への横山副理事長のガイドとしての

派遣依頼があり、これを承認しました。 
⑦10 月 3〜10 日開催の「アースデイ川越 in 昭

和の街 2021」のかわごえ環境ネットの参加結果

について報告しました。 
⑧個人会員 1 名が入会、2 名が退会し、10 月 13
日現在の会員数は、個人 141、民間団体 24、事

業者 25、行政 1 の合計 191 となりました。 
（小瀬博之）

社会環境部会

 10 月の社会環境部会の例会は、8 日（金）に

福田ビル3階にて8名の参加で開催されました。 
 前月に引き続き、12 月 4 日（土）にウェスタ

川越で開催予定の環境講演会「脱炭素社会に向

けて～市民がやるべきこと 挙げるべき声～」」

についての話し合いを行いました。今講演会は

昨年同様、オンラインでの配信も行いますので、

会場での参加が難しい方はぜひオンラインでご

視聴ください。 
 また、例会では 10 月 3 日（日）～10 日（日）

に開催された「アースデイ川越 2021in 昭和の街」

において、かわごえ環境ネットが企画したオン

ラインワークショップについても報告をし、10
月 16 日（土）に実施した「秋のクリーン活動」

についても当日の段取りを確認しました。 
 会の後半 1時間は、今年度も残り数か月にな

りましたが、残りの期間で社会環境部会として

何かできる活動はないかディスカッションをし

ました。 
 最後に「川越市の農業に関するアンケート」

については 12 月まで受け付けていますので、

回答がまだの方はご協力よろしくお願いします。 
（社会環境部会代表 増田知久）

 

自然環境部会

 10 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 

9 月 13 日（月） 20 名参加 マヤランエリアの

積年のごみ収集、カシナガ調査のトラップ回収

 9 月 27 日（月）20 名参加 第 2武蔵野ふれあ

いの森の奥手入れ開始 
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②池辺公園定例活動 9 月 14 日（火） 8 名参

加 ヒガンバナ開花 秋の植物調査 105種 ウ

バユリ開花数 75株 キツネノカミソリ種まき 
③生き物調査 9 月 29 日（水） 下広谷地区生

き物調査 3メッシュコードを 7 人で調査 
④生き物調査研修会 10 月 5 日（火） パソコ

ンの分布図ソフト関連 牧野彰吾氏講師 ウェ

スタ川越 
⑤「（仮称）川越市森林公園」計画地でのナラ枯

れ木が現在 180 本あるが、民有地エリアが 100
本あまりで対策が難しい 

⑤「小畔川魚とり遊び」9 月 19 日（土）「小畔

川の自然を考える会」と共催 9:30-12:00 20
名、「生き物観察会」9 月 25 日（土） 川越水

上公園 環境政策課と共催 いずれも中止 
2. 協議事項 
①生き物調査は 10 月いっぱいでデータをまと

め、これまで 5 年間の報告書を作ることを検討 
②月刊かわごえ環境ネットの新しいスタイルに

ついて意見交換 
③街なかの公園で除草剤が使用されていること

について   （自然環境部会代表 賀登環）

予告の掲載に際して重要なおしらせ
 新型コロナウイルスの感染状況により、かわごえ環境ネット主催の行事等において予定の変更が

ある場合には、本会ホームページ（https://kawagoekankyo.net）でお伝えします。会員団体等の行事

についても、情報が入ればホームページに掲載いたしますが、参加しようとする前に問い合わせ先

にご確認ください。11 月 1 日現在、過去に情報を掲載していた次の団体会員は、活動または公開行

事を休止しています。「NPO法人武蔵丘陵森林公園の自然を考える会」「福原ファームクラブ」「NP
O 法人かわごえ里山イニシアチブ」「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）」「小畔川の自然を考える会」 

【予告】かわごえ環境ネットからのおしらせ・主催行事

【トピック①】環境講演会「脱炭素社会に向けて～市民がやるべきこと 挙げるべき声～」 
（12月 4日（土）ウェスタ川越で開催） 社会環境部会

 

 ここ数年、気候変動への関心が高まり、その

対応が世界中で求められています。日本でも 20
20 年 10 月には菅内閣総理大臣が「2050 年まで

に、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす

る、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱

炭素社会の実現を目指す」ことを所信表明演説

において宣言しました。川越市においても今年

の 5 月に「小江戸かわごえ 脱炭素宣言」を表明

しています。こうした状況の中、脱炭素社会の

実現に向けて私たち市民ができることを改めて

考え、アクションを起こしていくために本講演

会をご活用いただければと思います。多くのみ

なさまの参加及び視聴をお待ちしております。 
日時：12 月 4 日（土）14:00-16:00 
場所：ウェスタ川越 2 階会議室 1（川越市新宿
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町 1-17-17） 
講師：山岸尚之氏（WWF ジャパン気候エネル

ギー・海洋水産室長） 
申込方法：11 月 1 日（月）9:00 より川越市環境

政策課（Tel.049-224-5866/E-mail:kankyoseisaku@
city.kawagoe.saitama.jp）へ 
 オンライン配信はYouTubeライブで行います

（申込不要）。開始時間に次のページにアクセス

してください。 

環境講演会「脱炭素社会に向けて～市民

がやるべきこと 挙げるべき声～」 
https://youtu.be/TnijLDiLHqU 
＊かわごえ環境ネットホームページから

もアクセスできます。 

 
 本講演会では事前に参加者からの質問を受け

付けます。脱炭素社会や気候変動、これらの課

題に対して市民ができることに関する質問があ

りましたら、下記の QR コードを読み取り、質

問フォームより投稿をお待ちしております。 
質問フォームのリンク 
https://forms.gle/RyjmHZJNoB7VrKZY7

 
 
 

【トピック②】歳末まち美化活動 参加者募集（12月 19日）

 

 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち

美化活動、18 年目の今年は 12 月 19 日（日）1
0:00-12:00 に実施します（少雨決行・雨天中止）。 
 10 時 00 分に本川越駅交番前に集合し、市内

中心部から南北に 8ぐらいのコースに分かれて

ごみ拾いをして回り、11 時 30 分に北行組は中

央公民館前でごみ分別、その後蓮馨寺にて有志

差し入れの川越名物「太麺焼きそば」を食べな

がら歓談します。南行組はウェスタ川越でごみ

分別し、施設内のカフェ＆ベーカリー「どんな

ときも」で美味しいパンを食べて解散します。 
 申込は 12 月 14 日（火）までにお願いいたし

ます。 
申込先： 渡辺利衛 Fax.049-242-4322 
     菊地三生 080-5546-2362, 
     E-mail: kikums@beige.ocn.ne.jp 
 本会会員の有無を問わず、多くの方のご参加

をお待ちしております。

【トピック③・再掲】「第 20回かわごえ環境フォーラム」環境活動報告投稿・発表者募集
 2022 年 2 月 26 日（土）9:30-16:30 にウェスタ

川越（市民活動・生涯学習施設 活動室 1・2）を

会場として、「第 20 回かわごえ環境フォーラム」

（午前の部：環境活動報告会、午後の部：講演

会・シンポジウムを予定）を開催します。 

 この行事によって、各々の環境活動と役割を

相互に理解し、川越市の望ましい環境像実現の

ための取組がいっそう活発になることを期待し

ます。開催にあたって、環境活動をされている

個人・団体からの環境活動報告を広く募集しま
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す。個人・団体の年間の活動報告を冊子に集積

して情報共有を図ります。みなさまの積極的な

応募をお待ちしています。 
 投稿・発表申込期限は 11 月 15 日（月）、レポ

ート投稿期限は 12 月 13 日（月）です。 
 募集要項は、かわごえ環境フォーラムホーム

ページ（https://forum.kawagoekankyo.net）をご覧

ください。 
かわごえ環境フォーラム 
（https://forum.kawagoekankyo.net） 
＊新型コロナウイルス感染防止の観点か

ら、会場とオンラインのハイブリッド型

式での開催を予定しています。今後の状

況によっては無観客での開催となります。

【トピック④・再掲】「第 20回かわごえ環境フォーラム」協賛のお願い
 本会や会員の本年度の環境活動報告をまとめ

た「かわごえ環境活動報告集」を「第 20 回かわ

ごえ環境フォーラム」開催に合わせて発行しま

す。本報告集は毎回、費用の一部を本会会員の

協賛金でまかなっております。ご協賛をぜひお

願いいたします。ご協賛いただいた企業・団体

は、環境活動報告集に協賛広告を、また、案内

ちらしに協賛者の名前を掲載いたします。 

 本会会員事業者には、10 月の郵送資料及び会

員限定メールサービスにおいてご案内を同封し

ております。会員外の事業者等からも協賛を募

集します。12 月 13 日（月）が申込期限です。 
 詳しくは、かわごえ環境ネット事務局（川越

市環境部環境政策課環境推進担当、Tel.049-224-
5866、E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saita
ma.jp）までお問い合わせください。

【トピック⑤・再掲】「川越市の農業に関するアンケート」回答のお願い（社会環境部会）

 会員の方には、7 月号に「川越市の農業に関

するアンケート」を同封しています（またはメ

ールサービスでお伝えしています）。12 月末ま

でにご回答ください。 
●アンケート対象者 
 川越市在住の方、および川越市内に通勤通学

しているなど本市にゆかりのある方（会員の有

無は問いません） 
●アンケートの提出方法 
①オンライン 

 
アンケートフォーム（Googleフォーム） 

 スマートフォンやタブレット端末から上記の

QR コードを読み取っていただき、必要事項を

ご記入の上、回答ください。 
②FAX 
 7 月号同封のアンケート回答用紙のみを以下

の宛先までご提出ください。 
③郵送 
 以下の宛先に郵送ください。ただし、郵送費

は自己負担である旨、ご了承ください。 
【宛先】 
かわごえ環境ネット事務局（川越市環境部環境

政策課） 
〒350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 
Fax.049-225-9800 
E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
 

自然環境部会主催事業

★キタミソウ観察会 
日時：11 月 7 日（日）9:00-12:00 
場所：伊佐沼蓮見橋そばの東屋集合（川越市伊

佐沼） 

費用：200円、募集：20 名 
申込：川越市環境政策課（Tel.049-224-5866）へ 
埼玉県生態系保護協会川越・坂戸・鶴ヶ島支部

との共催 
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★「（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：11 月 8 日・22 日，12 月 13 日（月）9:30
-12:30（12 月は 1 回だけになります） 
集合：川越南文化会館（ジョイフル） 
問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

★池辺公園定例活動（毎月第 2火曜日、変更
の場合もあります） 
日時：11 月 9 日・12 月 14 日（火）9:00-12:00 
場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 
問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

 

会合 
◆広報委員会（2021年 11月度） 
日時：11 月 3 日（水）9:00-9:30 
オンラインミーティング（委員には別途案内） 
＊次回は 12 月 8 日（水）9:00-10:00 
●社会環境部会（2021年 11月度） 
日時：11 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） 
＊会員はどなたでも参加できます。 
＊次回は 12 月 10 日（水）13:00-15:00同所 
●自然環境部会（2021年 11月度） 
日時：11 月 12 日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3 階会議室 
＊会員はどなたでも参加できます。 
＊次回は 12 月 10 日（水）15:00-17:00同所 
◆事業運営委員会（2021年度第 8回） 
日時：11 月 17 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3 階会議室 
＊次回は 12 月 15 日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2021年度第 8回） 
日時：11 月 17 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3 階会議室 
＊次回は 12 月 15 日（水）10:00-12:00同所 

【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
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 
 この活動も、参加者の老齢化と応援者もなく

なり、11 月を最後に、12 月から終わりにします。

永年のご協力ありがとうございました。 
①第 1火曜日・第 3金曜日 
日時：11 月 2 日（火）・19 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：11 月 14 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： 11 月 27 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。 
◎川の国・新河岸川市内流域の清掃 
 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（090-2521-57
70）へご連絡ください。 
11月 28日（日）9:00-11:00 
 新河岸川中流。杉下橋右岸集合。琵琶橋まで

両岸脇のごみ拾い。オアシス裏門指定の場所で

分別解散。 
 これで、クリーン＆ハートフルの団体として

の活動を終わります。20 年以上にわたってのご

協力、ありがとうございました。あとは個人で、

体力と相談し気ままに活動を続けます。 
以上
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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「健康と環境とお財布にや

さしい生活術」 
会場：高階南公民館 1 階（川越市藤原町 23-7） 
参加費：無料 
 かんきょうサロンでは参加された方みなさん

と環境や暮らし方、家族の健康について井戸端

会議のようにお話ししています。1 人でも多く

の人が動いたら、減災・防災につながります。 
 11 月は「洋服のリフォーム」がテーマです。

使わなくなったワイシャツやセーターをブラウ

スやカーディガンなどに作り変えて再利用して

います。 
11月 19日（金）10:00-12:00 
持ち物：洋服と裁縫道具

川越フォレストクラブ
問い合わせ・申し込み：賀登環（Tel. 049-234-9366）

◎「（仮称）川越市森林公園」計画地川越初雁

高校向い側の雑木林の手入れ 
日時：11 月 10 日（水）8:30-12:00 

集合：川越南文化会館（ジョイフル） 
 動力班と手作業班で効率よく、かつ植生に配

慮した手入れを行っています。

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、雨天中止） 
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） 

①11月 14日（日）10:00-12:00 
 今年もカモが渡って来ました。エクリプスの

羽でオスメスの見分けがしにくいです。 
②12月 12日（日）10:00-12:00 
 カモのほかに小鳥たちもやってきました。ジ

ョウビタキ、ツグミなどを観察します。 

広報委員会からのおしらせ
◎新河岸川広域景観づくり連絡会主催の「富士

見市の湧き水探訪ウオーク」 
 川越市が起点の新河岸川の魅力を、和光市ま

での沿岸の市民に親しまれるようにと集まった

「新河岸川広域景観づくり連絡会」の今年度事

業の一環として、富士見市の豊富な湧き水を見

て歩く企画。11 月 7 日（日）9:30、東武東上線
富士見市駅北口集合。8～9 か所、約 8km のウォ

ーキング。途中での中止も自由。傷害保険の関

係もあり 5 日までに武田まで連絡を。Tel.090-2
521-5770, E-mail: cleanandheartful@gmail.com 
●本紙への原稿投稿を受け付けています 
 2021 年 12 月号（No.182，12 月 3 日発行予定）

の掲載原稿は、11 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。 
 なお、隔月刊となる 2022 年 1 月号から原稿

入稿締切が前月 8 日（厳守）になる見込みです。 
○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（11月 3日〜1月 1日）
 新型コロナウイルスの感染状況によりかわごえ環境ネット主催の行事等において予定の変更が

ある場合には、情報が入り次第本会ホームページでお伝えします。会員団体等の行事は主催者にご

確認ください。

日 月 火 水 木 金 土 
★：会員内外対象の公開・出展イベント 
●：会員全員が対象の部会・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 

11.3 
文化の日 
◆9:00 広報委

員会 

11.4 
 

11.5 
 

11.6 
 

11.7 
★9:00 キタミ

ソウ観察会 
◎9:30 富士見

市の湧き水探訪

ウオーク 

11.8 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

11.9 
★9:00 池辺公

園定例活動 

11.10 
◎8:30 雑木林

の手入れ 

11.11 
 

11.12 
●13:00 社会環

境部会 
●15:00 自然環

境部会 

11.13 
 

11.14 
◎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 

11.15 
○環境活動報告

投稿・発表申込

期限 
○本紙 12 月号

投稿期限 

11.16 
 

11.17 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 

11.18 
 

11.19 
◎10:00 かんき

ょうサロン 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

11.20 
 

11.21 
 

11.22 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

11.23 
勤労感謝の日 

11.24 
 

11.25 
 

11.26 
 

11.27 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

11.28 
◎9:00 新河岸

川市内流域清掃 

11.29 
 

11.30 
 

12.1 
 

12.2 
 

12.3 
 

12.4 
★14:00 環境講

演会「脱炭素社

会に向けて」 
12.5 
 

12.6 
 

12.7 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

12.8 
◆9:00 広報委

員会 
○本紙 1 月号投

稿期限（予定） 

12.9 12.10 
●13:00 社会環

境部会 
●15:00 自然環

境部会 

12.11 

12.12 
◎10:00伊佐沼でバ

ードウォッチング 

12.13 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 
○環境活動報告レ

ポート投稿期限 
○かわごえ環境フォ

ーラム協賛申込期限 

12.14 
★9:00 池辺公

園定例活動 

12.15 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 

12.16 
 

12.17 
 

12.18 
 

12.19 
★10:00 歳末ま

ち美化活動 

12.20 
 

12.21 
 

12.22 
 

12.23 
 

12.24 
 

12.25 
 

12.26 
 

12.27 
 

12.28 
 

12.29 
 

12.30 
 

12.31 
○川越市の農業

に関するアンケ

ート回答期限 

1.1 
元日 
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