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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 ２０１８年度事業報告

（２） 議案第２号 ２０１８年度決算報告及び会計監査報告

（３） 議案第３号 ２０１９年度事業計画

（４） 議案第４号 ２０１９年度予算

５． 議長解任

６． 閉会
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議案第１号 ２０１８年度事業報告

１．主な事業

事 業 一 覧

年 月 日 事 業 内 容

２０１８年 ４月 ３日 (火) 池辺公園定例活動

５日 (木) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 4 月号(No.138)発行

９日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

２３日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

５月 １日 (火) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 5 月号(No.139)発行

８日 (火) 池辺公園定例活動

１３日 (日) 新緑の雑木林観察会

１４日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

１９日 (土) 川の一斉水質調査事前説明

１９日 (土)
2018 年度総会 市立博物館視聴覚ホールにて（出席 21 名・委任 86 名：計 107 名）

懇親会「川越市立美術館会議室」にて（参加者 15 名）

２８日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

６月 ３日 (日) 川の一斉水質調査

５日 (火) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 6 月号(No.140)発行

５日 (火) 池辺公園定例活動

７日 (木) 寺尾調節池付近生き物調査

１３日 (水) 今成小学校自然環境学習支援

１８日 (月) 高階北小学校自然環境学習支援

２５日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

７月 １日 (日) キノコの観察会

３日 (火) 池辺公園定例活動

４日 (水) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 7 月号(No.141)発行

７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）

９日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

１５日 (日) 夏の郊外クリーン活動（参加者 24 名）

１６日 (月) 小畔川魚とり遊び （小畔川の自然を考える会と共催）

２２日 (日) 「エコプロダクツ川越 2018」出展

２３日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

８月 ７日 (火) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 8 月号(No.142)発行

１０日 (金) パッションフルーツ挿し木育苗講習会

２１日 (火) 夏の懇親会（大黒屋食堂）

９月 ５日 (水) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 9 月号(No.143)発行

１０日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

２４日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

２９日 (土) 川越水上公園生き物観察会 （環境政策課と共催）
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１０月 ２日 (火) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 10 月号(No.144)発行

２日 (火) 池辺公園定例活動

７日 (日) 「２０１８アースデイ・イン・川越 昭和の街」にパネル出展

８日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

２０日 (土) 川越まつり会場クリーン活動（参加者 127 名）

２１日 (日) 川越まつり会場クリーン活動（参加者 75 名）

１１月 ２日 (金) 霞ケ関西小学校自然環境学習支援

３日 (土) 古谷湿地さかな観察会（環境政策課に協力）

５日 (月) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 11 月号(No.145)発行

６日 (火) 池辺公園定例活動

７日 (水) 高階北小学校自然環境学習支援

１０日 (土) 「北公民館かんきょう祭り」出展

１２日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

１３日 (火) 環境施設視察研修会「川越の環境再発見～わがまちの今昔を巡る～」 （参加者 12 名）

１８日 (日) 「つばさ館まつり」にてエコドライブ講習会を実施（環境政策課と共催）

２４日 (土)
環境講演会「危険が潜む家庭の殺虫剤、消臭剤、洗剤等」

（南公民館 参加者 47 名）

２６日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

１２月 ４日 (火) 池辺公園定例活動

７日 (金) 月刊かわごえ環境ネット 2018 年 12 月号(No.146)発行

１０日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

２３日 (日) 歳末まち美化活動（参加者 51 名）

２０１９年 １月 １日 (火) 月刊かわごえ環境ネット 2019 年 1 月号(No.147)発行

１４日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

１６日 (水) 新年会「Te'PAN Le OMUS」にて

２８日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

２月 １日 (金) 月刊かわごえ環境ネット 2019 年 2 月号(No.148)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・保全活動

２５日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

３月 ２日 (土) 月刊かわごえ環境ネット 2019 年 3 月号(No.149)発行

３日 (日)

第 17 回かわごえ環境フォーラム（延べ参加者 151 名）

午前の部：環境活動報告会 68 名

午後の部：①講演会 54 名、②かわごえカフェ 2019 29 名

５日 (火) 池辺公園定例活動

１６日 (金) キタミソウ観察会

２４日 (日) かわごえの生き物をたずねて～かわごえ生き物調査まとめ～（環境政策課に協力）

２５日 (月) （仮称）川越市森林公園計画地 調査・保全活動

【会議】 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
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２．総括及び全体事業

2018 年度は、短期的には 2020 年度の本会設立 20 周年を視野に入れつつ、中期的には、

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」

の目標年度である 2025 年度に向けて、さらに国連が採択した SDGs（持続可能な開発目標）

の 2030 年という長期的な目標も考慮しながら事業を進めてまいりました。

これらの目標を達成するためには、地域や年代が多様な市民・団体の参加・参画が不可

欠であり、会議や行事の対象者を広くすることも考慮して事業を実施してまいりました。

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、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】3 月 3 日に「第 17 回かわごえ環境フォーラム」をウェスタ川越 市民

活動・生涯学習施設 会議室 1・2 において開催しました。午前の部として、市民・

民間団体・事業者・大学等の「環境活動報告会」を実施し、11 件の発表がありまし

た。また、午後の部として、いすみ市役所の鮫田晋氏の講演会「地域の宝を掘りお

こす ～千葉県いすみ市の取組～」とかわごえカフェ 2019「川越（と周辺地域）の

宝を掘りおこそう」を実施しました。また、懇親行事として、5月 19 日の総会後の

懇親会、8月 21 日の理事会後の懇親会、1月 16 日の理事会後に新年会を実施しまし

た。その他、関連団体が主催する交流行事への出展や広報での周知を行いました。

（2） 【普及・啓発事業】7 月 22 日に開催された「エコプロダクツ川越 2018」に会員団体

等と共同出展して、来場者に対して環境に配慮した行動の普及・啓発を行いました。

また、同会場において会員企業のポスター展示を実施し、企業と市民との環境コミ

ュニケーションを支援しました。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 15 日に郊外、10 月 20・21 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、多くの参加者を得ました。さらに、川越市内外で

行われた普及・啓発イベントへ出展・参加を実施しました。その他、専門委員会に

おいて、広報紙「月刊かわごえ環境ネット」のコラム「川越の自然をたずねて」「｢SDGs」

を身近な合言葉に！」「社会環境部会から提言」の掲載や、見学会、講演会等の行事

の実施により、各執筆者の目線から環境に配慮した行動の普及・啓発を行いました。

また、川越市（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点選定しました。

（3） 【調査・研究事業】6 月 3 日の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、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、埼玉県や川越市が実施する調査事業に、会員団体とも協力し

ながら参加するとともに、本会主催事業として公開の自然観察会、調査活動、保全

再生活動を実施しました。また、「川越市環境行動計画」の推進のため、「環境に配

慮した行動（チェックシート）」を、会員やイベントの来場者、大学生に対して実施

しました。さらに、川越市が実施した 8月 1日の川越中心市街地におけるまち歩き

暑さ測定ツアーに参加協力しました。
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（4） 【学習支援事業】ウェスタ川越が主催する環境講座の実施に協力しました。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した。専門

委員会では、研修会・見学会を実施し、会員への研鑽の機会の提供を図りました。

（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」を年 12 回発行

し、情報の蓄積と共有を図りました。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）の Facebook と Twitter を活用し、行事における広

範な参加者や入会者を得ました。さらに、「会員限定メールサービス」を 2018 年 12

月から開始し、インターネットを用いた情報配信サービスを充実させました。刊行

物として、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・大学等の環境活動に関する情報の集成を図り

ました。また、川越市が発行する『平成 30 年度版 かわごえの環境（第 2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

載しました。

３．広報委員会

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 24,16,16,20,22,16,16,22,22,16,14,16 の計 220 ページとなり、前年度より

22 ページ増加しました。各号は、印刷して会員へ郵送するとともに、公民館等のラックへ

の設置を行い、発行部数は 500 部となっています。さらに本会ホームページに PDF ファイ

ルを掲載しました。2018 年 12 月からの会員限定メールサービスは、利用者が 12 名で利用

者が少ない状態であり、広報発行の効率化も含めてさらなる普及が課題です。

自然環境部会が担当するコラム「川越の自然をたずねて」と社会環境部会が担当するコ

ラム「｢SDGs」を身近な合言葉に！」「社会環境部会から提言」は、話題性のある内容を執

筆していただきました。また、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。予告は、本会主催の事業の他に、後援事業や会員団体等の

事業についての予告を掲載し、環境活動の活性化に貢献しました。

月刊紙の発行に合わせて、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）であるFacebook、

Twitter を併用し、行事の予告と活動の報告を不定期に行いました。クリーン活動におい

ては、例年通り、多方面多地域から、多数の参加者を得ることに貢献しましたが、かわご

え環境フォーラムについては、周知・集客効果があまりなかった状況なので、周知方法に

ついてはさらなる検討が必要です。

環境活動を担う人材の発掘には、現場での活動に加えて広報活動が必要不可欠です。イ

ンターネットを用いた情報掲載は、基本的には月刊紙の PDF 掲載が主体ですが、検索によ

る利用が多い中では、会告だけでなく、報告原稿の Web 記事への掲載など、活動のさらな

る「見える化」が必要です。限られた労力をどのように活用していけば有効に情報発信、

拡散ができるかは、実践を含めながらその結果も分析して検討していく必要があると考え

ています。
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４．社会環境部会

(1) 部会の定例開催と月刊紙のコラム掲載

社会環境部会の 2018 年度の活動は、前年に続いて、毎月の定例部会の開催と「月刊か

わごえ環境ネット」への投稿を第一の課題に挙げました。毎月第 2金曜日の午後 1時か

ら開き、司会を持ち回り制から代表の司会運営に変更し、例会の活性化を図りました。

連載のコラムは、昨年度に続いて「私のエコ体験」を連載してきましたが、執筆者も

3巡目になり、題材にも苦労するようになりましたので、6月号でいったん中止し、7月

号からの 6回は SDGs の普及への解説を連載しました。川越市議会でも質問が出され、自

治体としてどう取り組むか研究中の段階の川越市です。新聞紙上でもたびたび目にする

SDGs への取り組みは、経済活動分野で先進的に進められています。これからは、学校教

育でも SDGs への取り組みがなされることになっています。また、平成 31 年 1 月からは、

かわごえ環境ネット 20 周年に向けての社会環境部会の活性化に向けて「社会環境部会か

らの提言」と題して「ごみ問題」「地球温暖化対策」「パートナーシップ」を取り上げま

したが、今後の部会としての取り組みが期待されます。

(2) 学習活動

次に、社会環境部会として毎年度取り組んでいる「環境施設視察研修会」、「環境講演

会」について報告します。

①環境施設視察研修会

広く参加者を集められる候補地が見つからず、方針を変えて、新しい川越市の防災マ

ップなどができた、地元川越市の環境施設や災害復旧状況の視察に切り替え、市のバス

での市内視察を行いました。11 月 13 日（火）、市内の東半分の環境に関係した施設等を

回りました。川越市初のビオトープを備えた公園として整備された菅間緑地の見学を皮

切りに、新しくできた PFI 方式の菅間第 2学校給食センター、芳野地区の農業用水路の

景観に配慮した改良工事、伊佐沼、並木の大楠、浸水被害のあった寺尾地区、仙波河岸

史跡公園など、新しく編集されたハザードマップを参考に巡りました。

②環境講演会

11 月 24 日（土）、「『危険が潜む家庭の殺虫剤、消臭剤、洗剤等』（家庭にある化学製品

の安全使用）」の演題で、ウェスタ川越 1階、南公民館の講座室で開きました。講師に特

定非営利活動法人・埼玉環境カウンセラー協会副会長の星野弘志さんを招き、映像を交

えて、消臭剤、殺虫剤、洗剤などの取り扱いについてわかりやすく解説をしていただき

ました。そのあとの質疑応答が活発に行われ、化学物質が食物や衣服などの身の回りに

危険を及ぼさないか、まだまだ不安を訴える人が多くありました。化学物質過敏症の人

らの心配も、他人ごとではないと痛感させられました。

(3) 普及・啓発活動

①エコプロダクツ川越 2018 への参加

7月 22 日（日）、つばさ館で行われた「エコプロダクツ川越 2018」にかわごえ環境ネ

ットとして参加しましたが、社会環境部会としても、地球環境についての映像と解説に

よるクイズを実施し、親子連れで勉強する姿が見られました。そのほか環境家計簿、ご

み問題、新河岸川の景観などの展示などを行いました。
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②パッションフルーツ挿し木育苗講習会

8月 10 日（金）、北公民館で、「緑のカーテン」として人気が出ている「パッションフ

ルーツ」の「挿し木育苗講習会」を行いました。苗などの準備や当日の講師は、前年度

と同じく会員の井口さんにお願いしました。参加者は和気あいあいと楽しみながら、挿

し木による苗の育て方を学びました。

③つばさ館まつりへの参加

11 月 18 日（日）には、「つばさ館まつり」において、川越市環境部との協働により、

ドライブシミュレーターを利用したエコドライブの疑似体験や自転車を漕いでの発電体

験を通じて、参加者に地球温暖化防止について考えてもらう機会としました。

④北公民館かんきょう祭りへの参加

11 月 10 日（土）、北公民館かんきょう祭りに参加、地球環境問題、温暖化対策などに

ついて、映像とクイズによる啓発活動を行いました。7月の「エコプロダクツ川越 2018」

で行ったのと同じように、講師の解説を加えて、環境問題についての理解を深めました。

(4) 会員の環境に関する各種活動の支援

会員が、環境関係の各方面の活動に関与しており、埼玉県や環境ネットワーク埼玉の

主催の啓発事業などに積極的に参加していますが、今後とも情報を共有し、幅広く活動

できる体制を整えたいと考えています。

５．自然環境部会

川越は市域の半分近くを、水田・畑・河川域・樹林地が占め、開放感があるからか、住

みやすい街という評判を聞くことがあります。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

地の消失など土の見える環境は減り続けています。川越には元々は多様な生き物がいたよ

うですが、開発に伴い急速に在来の生き物が失われています。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。

自然環境部会は生き物調査や保全再生活動を通じて、川越の生物多様性保全を目指して

きました。以下に 2018 年度の報告をいたします。

(1) 行政とのパートナーシップについて

2009 年度から、埼玉県の県民参加モニタリング調査に毎年、協力してきました。2015

年度で 7年間の調査を終え、2016 年度からは新たに 3年間の計画に協力し、本年度で終

了しました。

川越市（環境政策課）の生き物データベース作成に、枠組みづくりやデータ提供な

どの協力を行いました。また、川越市主催の「川越水上公園の生き物調査会」（9月 29

日）、「かわごえ生き物調査まとめ」（3月 24 日）、2017 年から始まった「かわごえ生き

物調査」、「古谷湿地さかな観察会」（11 月 3 日）への協力を行いました。

(2) 調査活動について

「（仮称）川越市森林公園」計画地・池辺公園では、毎月定例での動植物調査を行いま

した。その他、寺尾調節池・新河岸川河川敷などでの生き物調査、安比奈親水公園など

でのチョウ、甲虫、トンボヤゴの調査を実施しました。
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(3) 保全再生活動について

「（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。新緑の雑木林観察会、キノコの観察会、どの会も初参加の

人が多く、活動を広める効果はあったと思います。虫の観察会は、残念ながら台風で中

止となりました。

(5) イベント

福田地区において、特定非営利活動法人「かわごえ里山イニシアチブ」との共催で田

んぼの生き物調査（動物編・植物編）を行いました。専門家を講師に招いてのイベント

で、植物編は野草料理を試食する体験が好評でしたが、動物編は残念ながら台風で中止

となりました。

(6) 学校教育支援

自然環境教育の一環として、小学校 3校への教育支援を行いました。高階北小学校（3

年生）は 6月と 11 月、今成小学校（3年生）は 5月、霞ケ関西小学校（4年生）は 11 月

に行いました。いずれも学年単位での実施のため参加人数が多く、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調査、エコプロダクツ川越 2018、第 17 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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2018 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 実 施 項 目 備 考

2018 年 4 月 ・【定】池辺 植物調査 4/3（火） 10 名参加

・【定】森・公 植物調査 4/9（月） 20 名、4/23(月) 18 名

5 月 ・【定】池辺 植物調査 5/8（火） 5 名

・【定】森・公 植物調査 5/14（月） 18 名、5/28（月） 17 名

・新緑の雑木林観察会 5/13(日) 29 名 一般対象

・トンボ、ヤゴの調査 安比奈親水公園 5/16（水） 4 名

・甲虫・チョウの調査 川越水上公園 5/26（土） 8 名

6 月 ・【定】池辺 保全活動 6/5（火） 5 名

・【定】森・公 植物調査 6/11（月） 雨天中止、6/25（月） 17 名

・寺尾調節池周辺生き物調査 6/7(木) 6 名

・今成小学校学習支援 6/13（水） 5 名支援

・高階北小学校 3 年生 91 名学習支援 6/18（月） 9 名支援

・川の水質一斉調査 6/3（日）

7 月 ・【定】池辺 植物調査 7/3（火） 5 名

・【定】森・公 植物調査 7/9（月） 19 名、7/23（月） 15 名

・キノコの観察会 「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/1（日） 35 名 一般対象

・田んぼの生きもの調査（植物編） 福田地区 7/7（土） 一般対象

※かわごえ里山イニシアチブと共催

・小畔川で魚とり遊び 7/16（月） 30 名 一般対象

※小畔川の自然を考える会と共催

・田んぼの生きもの調査（動物編） 福田地区 7/28（土） 台風中止 一般対象

※かわごえ里山イニシアチブと共催

・虫の観察会 「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/29（日） 台風中止 ※川越市と共催 一般対象

・エコプロダクツ川越 2018 出展 7/22（日） 一般対象

8 月 ・【定】池辺 植物調査 8/7（火） 雨天中止

・甲虫調査 安比奈親水公園 8/4（土） 7 名

9 月 ・【定】池辺 保全活動 9/4（火） 雨天中止

・甲虫調査 「(仮称) 川越市森林公園」計画地 9/1（土） 雨天中止

・【定】森・公 植物調査 9/10（月） 18 名、9/24（月） 17 名

・市民生き物調査 川越水上公園 9/29(土) ※川越市主催への協力 一般対象

10 月 ・【定】池辺 植物調査 10/2（火） 6 名

・【定】森・公 植物調査 10/8（月） 20 名、10/22（月） 中止

・チョウ調査 10/3(水) 安比奈親水公園 8 名

11 月 ・【定】池辺 保全活動 11/6(火) 雨天のためごみ拾いのみ

・古谷湿地さかな観察会 11/3(土) ※川越市主催への協力 一般対象

・霞ケ関西小学校 4 年生学習支援 笠幡の森 11/2(金)

・【定】森・公 植物調査 11/12（月） 20 名、11/26（月） 21 名

・高階北小学校学習支援 11/7(水) 12 名支援

・キタミソウ観察会 伊佐沼 11/24（土） 20 名

12 月 ・【定】池辺 保全活動 12/4（火） 8 名

・【定】森・公 植物調査 12/10（月） 23 名

2019 年 1 月 ・【定】池辺 保全活動 1 月は休止

・【定】森・公 保全活動 1/14（月）19 名、1/28(月) 16 名

2 月 ・【定】池辺 保全活動 2/5（火） 5 名

・【定】森・公 植物調査 2/11（月） 19 名、2/25（月） 21 名

3 月 ・【定】池辺 保全活動 3/5（火） 6 名

・【定】森・公 植物調査 3/11（月） 雨天中止、3/25（月） 19 名

・市民生き物調査 3/24（日） 「(仮称) 川越市森林公園」計画地 一般対象
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議案第２号　２０１８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 229,000 240,000 11,000

年会費 229,000 240,000 11,000

負担金 240,500 11,100 △ 229,400

参加者
負担金

240,500 11,100 △ 229,400

補助金 400,000 400,000 0

川越市
補助金

400,000 400,000 0

委託金 60,000 60,000 0

委託金 60,000 60,000 0

協賛金 125,000 100,000 △ 25,000

協賛金 125,000 100,000 △ 25,000

繰越金 360,011 360,011 0

繰越金 360,011 360,011 0

諸収入 20,002 32,389 12,387

預金利子 2 3 1

雑入 20,000 32,386 12,386

1,434,513 1,203,500 △ 231,013

支出

項 目 予算額 支出済額 差引

事業費 1,258,000 815,217 442,783

報償費 214,000 95,691 118,309

旅費 11,000 18,514 △ 7,514

需用費 429,000 384,184 44,816

役務費 270,000 229,384 40,616

使用料及び
賃借料

254,000 19,950 234,050

備品購入費 20,000 7,494 12,506

受託調査費 60,000 60,000 0

事務費 36,000 42,703 △ 6,703

旅費 2,000 0 2,000

需用費 15,000 0 15,000

役務費 10,000 37,703 △ 27,703

負担金 9,000 5,000 4,000

予備費 140,513 0 140,513

予備費 140,513 0 140,513

1,434,513 857,920 576,593

　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

　２０１９年４月１８日 かわごえ環境ネット

　　　　監　事　　宮﨑　誠

　　　　監　事　　原嶋　昇治

説明

個人：1,000円×133人

民間団体等：2,000円×48団体（合計：181）
過年度分：11,000円

パッションフルーツ挿し木育苗講習会6,200円、春の雑木林観察1,400円、キノコ観

察会3,000円、田んぼの生きもの調査500円

川越市補助金

県民参加生き物モニタリング調査委託金

協賛金 25,000円×4者（パイオニア㈱、㈱環境総合研究所、武州ガス㈱、福原

ファームクラブ）

2017年度より繰越

かわごえカフェ 収支差額186円
冊子売上 32,000円（「川越の自然を訪ねて　きのこ編」500円×64冊）

返還保険料 200円

合　計

説明

講師謝金　他

かわごえ環境フォーラム事前打ち合わせ　他

かわごえ環境活動報告集印刷製本費　他

月刊かわごえ環境ネット送料　他

かわごえ環境フォーラム会場使用料　他

USBメモリ（チョウの報告用）

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

加盟団体年会費

合　計

(収入済額） 1,203,500円 － (支出済額） 857,920円 ＝ 345,580円 （2019年度へ繰越）

２０１９年４月１８日に２０１８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。
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議案第３号 ２０１９年度事業計画

２０１９年度事業計画（案）

１．2019 年度の基本方針及び全体事業

2020 年度の本会設立 20 周年、また、2025 年の「第三次川越市環境基本計画」の目標年

度、2030 年の「SDGs：持続可能な開発目標」の目標年度に向けて、本会が川越市をはじめ

として周辺地域、ひいては世界における持続可能な開発に資するよう、各事業において

「SDGs アイコン」をつけて、活動の点検、見直し、充実を図るとともに、環境活動がさま

ざまな分野で採り入れられるように努め、組織を担う次世代の人材の獲得にもつなげてま

いります。

また、設立 20 周年記念事業を実施するための実行委員会を設置して、出版事業、イベン

ト事業、資金調達等について協議を開始します。

以下に、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、以下に 5つの事業につい

て、全体事業を中心とした 2019 年度の具体的な事業を記します。

（1） 【交流事業】2月 29 日または 3月 1 日を実施予定日として「第 18 回かわごえ環境

フォーラム」をウェスタ川越において開催します。「環境活動報告会」「講演会」「ワ

ークショップ」の開催により、環境活動に関する情報交流と情報共有を図ります。

また、5月 18 日の総会後に実施する「懇親会」など、会員同士の交流行事を複数回

開催します。さらに、川越市及び周辺地域で実施されている環境に関する交流事業

について、本会としての出展や会員の出展の支援、広報を通じた周知に努めます。

（2） 【普及・啓発事業】地域のごみ削減による環境改善と持続可能な開発につながるラ

イフスタイルの普及・啓発に資する「クリーン活動」を、5月 12 日に実施された「春

の里山 クリーン活動&自然観察」を初めて実施するとともに、これまで実施してき

た「夏の郊外クリーン活動」を 7月 21 日に、「川越まつり会場クリーン活動」を 10

月 19・20 日に、川越中心市街地における「歳末まち美化活動」を 12 月 22 日に実施

して、四季ごとに計 4回実施します。また、8月 4 日に開催が予定されている「エ

コプロダクツ川越 2019」に会員団体等と共同出展して、来場者に対して環境に配慮

した行動の普及・啓発を図ります。さらに、10 月に開催される予定の「2019 アース

デイ・イン・川越 昭和の街」、11 月に開催される「北公民館かんきょう祭り」・「つ

ばさ館まつり」、12 月に開催される「（仮）第 10 回低炭素まちづくりフォーラム in

埼玉」など、川越市内外で行われる普及・啓発イベントへ出展・参加します。その

他、専門委員会においては、広報紙のコラムを通じて環境活動に関する普及・啓発

を図るとともに、講演会・講習会等の実施により、普及・啓発活動を推進します。

また、川越市（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」を選定します。

（3） 【調査・研究事業】6月 2 日の川越市内河川における「川の一斉水質調査」を流域

団体の参加団体として実施するとともに、流域団体のその他の活動に協力します。

また、専門委員会において、調査・研究事業や保全活動を実施するとともに、「市民

環境調査」「かわごえ生き物調査」など、川越市が実施する環境調査に協力します。
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さらに、「川越市環境行動計画」の推進のため、「環境に配慮した行動（チェックシ

ート）」を、行事の参加者や大学生に対して実施し、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 4月から 11 月にかけて実施する「おもてなし花壇

づくり教室」の実施に協力します。また、学校の総合的学習の時間、家庭教育学級

等における学校の環境学習を支援します。専門委員会においては、研修会・見学会

を実施し、会員への研鑽の機会の提供を図ります。

（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」を年 12 回発行

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）の Facebook、Twitter、Instagram を活用し、行事等

における広範な参加者や入会者を獲得します。さらに、「会員限定メールサービス」

の参加者の増加により、情報発信の電子化による用紙の削減や発行の効率化を図り

ます。刊行物として、第 18 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

を図ります。また、川越市が発行する『令和元年度版 かわごえの環境（第 3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

月刊紙として 2006 年 11 月から発行している「月刊かわごえ環境ネット」は、2019 年 4

月で 150 号となりました。平均して 18 ページとなる月刊紙の発行は、コラムによる環境行

動の啓発と、報告による情報の蓄積、予告による活動の告知の 3側面を果たしています。

一方、メディアの多様化により、紙面だけでなくインターネット上の情報にアクセスし

て活動に参加する人も多くおり、紙面と電子化された情報との両立が課題となっています。

広報の編集・発行に従事する人的資源が限られている中で、広報として最も効果的な方法

を試行錯誤しながら実施してまいります。

今年度も年間 12 回の「月刊かわごえ環境ネット」を紙版と電子版で発行して、コラム、

本会及び会員、地域・流域の報告、予告を掲載することにより、広報に努めます。また、

広報の役割を踏まえ、会員等の投稿を促進します。広く周知を図る行事については、Web

サイトと SNS（Facebook, Twitter, Instagram）を併用して情報の拡散を図ります。

2018 年 12 月に始まった会員向けメールサービスについては、これまでの試行的な運用

をふまえて、総会の返信はがきによる情報収集によって利用者の増加を図り、本格的に実

施してまいります。

３．社会環境部会

(1) 定例部会の活性化とコラムの充実

今年度も、昨年度に続いて毎月の例会の充実を図り、各種活動に積極的に参加し、次

世代のリーダシップを執ってもらえる人を育てたいと考えています。また、「月刊かわご

え環境ネット」のコラム「社会環境部会からの提言」、「私のエコ体験」等、会員の意見

を反映させながら充実させていきたいと考えています。
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(2) 学習活動

①環境施設視察研修会

今年度も、前年度に引き続いて、環境視察研修会を実施する予定です。入間川・小畔

川が流れ、農地や樹林地など豊かな自然環境に恵まれた市内西部地域の環境の現状の視

察や、近隣市の環境に関する施設等の視察など、楽しく、ためになる視察研修会を企画・

実施したいと思います。

②環境講演会

一昨年度の「地球温暖化」、昨年度の「身近な化学製品」と、多くの聴衆を集めました

が、今年度も市民の関心ある題材を決めて、開催を予定しています。

(3) 普及・啓発活動

①緑のカーテン普及促進

地球温暖化対策の省エネルギーのために、緑のカーテンの普及にむけて引き続き行い

ます。新しい魅力あるパッションフルーツの栽培普及の啓発活動を、今年度は 4月の苗

植えから、6月の支援啓発、8月には挿し木による普及と、啓発内容を充実させます。

②ＳＤＧｓ普及・啓発

前年度、取り組んだ「月刊かわごえ環境ネット」での連載や定例会での学習などを更

に発展させ、SDGs 普及・啓発のためのリーフレット作成に取り組みます。

③エコドライブ講習会

前年度に引き続き、川越市（環境政策課）との協働により、ドライブシミュレーター

体験等を実施し、安全かつ地球にやさしいエコドライブの啓発を行います。

省エネ、有害排気ガスの排出抑制を目的とした「エコドライブ」支援活動は、長い伝

統を持って続けられています。自動車業界の自動制御技術の発展もありますが、運転者

にできることはまだまだありますので、本年度も川越市（環境政策課）と協働し、エコ

ドライブ講習会を実施したいと考えています。

④イベント出展

前年度に引き続き、8月に予定されている「エコプロダクツ川越 2019」、11 月に予定さ

れている「北公民館かんきょう祭り」、「つばさ館まつり」など、環境に関するイベント

に積極的に参加予定です。

(4) 会員の環境に関する各種活動の支援

かわごえ環境ネットの活動も、一部の団体で言われている「会員の高齢化、後継者の

不足」などの、活動継続の不安に対応した工夫を考えたいと思います。活動の幅広い PR

と合わせ、活動のシステム化、チーム体制への転換などの検討を行います。

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・

再生への取組です。一昨年度から川越市（環境政策課）が市民生き物調査（「かわごえ生き

物調査」）を実施しており、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。
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埼玉県川越農林振興センターでは、春と秋に「三富平地林散策と野菜収穫」というイベ

ントを行い、市民に武蔵野の雑木林と循環型農業を紹介しています。このイベントに、自

然環境部会のメンバーが案内役として協力しており、本年度も引き続き協力予定です。

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組です。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通りです。

かわごえ環境ネット自然環境部会 2019 年度事業計画

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

１．行政とのパート

ナーシップ

①川越市の「市民生き物調査」や関連イベントへの

協力

講座は年 3 回予定

・7 月 「(仮称) 川越市森林公園」計画地

「虫の観察会」

・9 月 川越水上公園「生き物の観察会」

・3 月 「(仮称) 川越市森林公園」計画地

「生き物の観察会」

２．調査・

保全活動

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、4 月曜日

・池辺公園 毎月第１火曜日

②動植物調査

（データベースに連動）

・寺尾調節池と新河岸川河川敷など

その他、随時検討（日程未定）

③トンボ・チョウ・甲虫の調査学習会

（講師を招く）

・6 月 川越水上公園

・8 月 安比奈親水公園

・9 月 「（仮称）川越市森林公園」計画地

３．自然観察会

①「春の里山 自然観察＆クリーン活動」 ・「(仮称) 川越市森林公園」計画地 5/12(日)

②「キノコの観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/6(土)

③「虫の観察会」 ※川越市と共催 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/28（日）

４．イベント

①講演会「いのちを守る種子の話」

※「かわごえ里山イニシアチブ」と共催
・ウェスタ川越 6/23（日）

②田んぼのいきもの調査（動物編）

※「かわごえ里山イニシアチブ」と共催
・福田田んぼ周辺 7/7(日)

③バス利用自然研修会
・いすみ市の有機田んぼ見学やいすみ鉄道乗車

など 6/26（水）

④小畔川魚とり遊び

※「小畔川 の自然を考える会」と共催

・小畔川旧霞ヶ関北小学校前親水ゾーン

9 月下旬の土日

５．学校教育支援 今成小学校、高階北小学校など ・要請があれば随時

６．法令勉強会
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
・随時 生物多様性保全の勉強会など

７．全体活動

川の一斉水質調査 ・6/2（日）

エコプロダクツ川越 2019 ・8/4（日）

第 18 回かわごえ環境フォーラム ・2/29（土）または 3/1（日）

その他
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議案第４号 ２０１９年度予算

２０１９年度予算（案)

１収入 （単位：円）

項 目
本年度

予算額

前年度

予算額
比較増減 備　　考

会費 237,000 229,000 8,000

年会費 237,000 229,000 8,000 個人1,000円×135人、団体2,000円×51団体

負担金 170,500 240,500 △ 70,000

参加者

負担金
170,500 240,500 △ 70,000

研修会（自然112,500円、社会50,000円）、自然

観察会等

補助金 380,000 400,000 △ 20,000

川越市

補助金
380,000 400,000 △ 20,000 川越市からの補助金

委託金 0 60,000 △ 60,000

埼玉県

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

協賛金 100,000 125,000 △ 25,000

協賛金 100,000 125,000 △ 25,000 かわごえ環境フォーラム協賛金（4者）

繰越金 345,580 360,011 △ 14,431

前年度

繰越金
345,580 360,011 △ 14,431 前年度繰越金

諸収入 5,002 20,002 △ 15,000

預金利子 2 2 0 預金利子

雑入 5,000 20,000 △ 15,000 冊子（きのこ）頒布収入500円×10冊

1,238,082 1,434,513 △ 196,431

２支出

項 目
本年度

予算額

前年度

予算額
比較増減 備　　考

1,152,000 1,258,000 △ 106,000
全体392,000円、社会環境181,000円、

自然環境315,000円、広報284,000円

報償費 240,000 214,000 26,000 講師謝金

旅費 3,000 11,000 △ 8,000 環境講演会講師打合せ

需用費 428,000 429,000 △ 1,000 環境活動報告集等印刷、消耗品等

役務費 249,000 270,000 △ 21,000 月刊紙送料、保険料等

使用料及び

賃借料
212,000 254,000 △ 42,000 バス借上料、会場使用料等

備品購入費 20,000 20,000 0 生き物調査集計用ソフトウェア

受託調査費 0 60,000 △ 60,000 県民参加生き物モニタリング調査

52,000 36,000 16,000

旅費 2,000 2,000 0 加盟団体総会参加

需用費 1,000 15,000 △ 14,000 コピー用紙等

役務費 40,000 10,000 30,000 総会議案書送料、総会返信はがき等

負担金 9,000 9,000 0 加盟団体年会費

34,082 140,513 △ 106,431

予備費 34,082 140,513 △ 106,431

1,238,082 1,434,513 △ 196,431

合　　計

合　　　計

事務費

予備費

事業費





【事務局】

川越市環境部環境政策課

所在地 〒350-8601 川越市元町 1-3-1

電 話 224-5866

ＦＡＸ 225-9800




