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２．総括及び全体事業 

 2019 年度は、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、月刊

かわごえ環境ネットなどへの「SDGs アイコン」の掲載をはじめとして、SDGs の観点から各

活動の点検や見直し、充実を図ってまいりました。また、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した。 

 さらに、設立 20 周年記念事業に向けて、先行して実行委員会出版専門委員会を設置しま

し、調査、執筆を進めるとともに、資金調達等について検討しました。 

 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報告を記します。 

（1） 【交流事業】懇親会については、5月 18 日の総会後に初雁公園で、8月 21 日には大

黒屋食堂で、1月 15 日には中正屋で新年会として実施し、会員間の交流を深めるこ

とができました。なお、2 月 29 日に実施を予定した「第 18 回かわごえ環境フォー

ラム」は、新型コロナウイルス感染リスクを勘案してやむなく中止といたしました。 

（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「春の里山 ク

リーン活動＆自然観察」として初めて実施するとともに、恒例の「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回実施しました。 

  出展行事としては、8 月 4 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 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・啓発を図りました。また、10 月 6日に蓮馨寺境内で開催された「2019 ア

ースデイ川越 in 昭和の街『ミライをつくる日』」に「環境に配慮した行動×SDGsチ

ェックシート」を出展しました。12 月 14 日に東洋大学川越キャンパスで開催され

た「第 1回 SDGsエコフォーラム in 埼玉」では、受付等の開催協力とポスター出展、

分科会での講演を実施しました。 

  その他、広報紙のコラム「川越の自然をたずねて」「社会環境部会からの提言」「川

越の「宝」をたずねて」を通じて環境活動や環境スポットに関する普及・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 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した。

また、専門委員会において調査や保全活動を実施するとともに、7 月 7 日には「田

んぼの生きもの調査」を NPO かわごえ里山イニシアチブと共催して実施しました。

また、川越市が主催する環境調査である「まち歩き暑さ測定ツアー」（7 月 31 日に
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喜多院周辺で開催）と「かわごえ生き物調査」に協力しました。さらに、「川越市環

境行動計画」の推進のため、川越市と協働して「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ました。 

（4） 【学習支援事業】ウェスタ川越が 4月から 11 月にかけて開催した「おもてなし花壇

づくり教室」に協力しました。また、学校の総合的学習の時間における学校の環境

学習を支援しました。専門委員会においては、研修会・見学会を実施し、会員への

研鑽の機会を提供しました。 

（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、Twitterを活用し、行事等における広

範な参加者や入会者を獲得することができました。さらに、「会員限定メールサービ

ス」を発行することにより、情報発信の電子化による用紙の削減や発行の効率化を

果たすことができました。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

に関する情報を集成しました。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 24,16,18,20,20,20,20,20,24,20,14,16 の計 232 ページとなり、前年度より

12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 400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。会員限定メールサービスは、利用者が 40名（前年度末より 28名増加）

となりましたが、新規申込者が少ないため、さらなる申込者の増加が必要です。 

 自然環境部会が担当するコラム「川越の自然をたずねて」は第 73 回から第 83 回までの

11 回と社会環境部会が担当するコラム「社会環境部会から提言」は第 4 回から第 14 回ま

での 11 回、話題性のある内容を執筆しました。また、2019 年 3 月に開催された「第 17回

かわごえ環境フォーラム」の『かわごえカフェ 2019「川越（と周辺地域）の宝を掘りおこ

そう」』で抽出されたスポットを巡る「川越の「宝」をたずねて」の連載が 2019 年 6月か

ら始まり、第 1 回から第 9 回までの 9 回分掲載しました。さらに、報告記事として、本会

の活動報告、会員・関係団体・流域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、ホームページに月刊紙の PDF版を掲載し、「トピック」につい

ては記事を掲載しました。また、Facebook、Twitter を併用し、行事の予告や報告を中心

とした投稿を行いました。特にクリーン活動においては、多方面多地域から、多数の参加

者を得ることができました。 

 インターネットの活用の成果もあって、新たな会員や運営の主体となる人材を確保でき

ています。インターネットに限らず、本会の広報活動が広く環境活動の重要性を伝えるた
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めのメディアとして機能するためには、多様な人が広報活動に参加することが欠かせませ

ん。長年の課題ですが、2006年から 12 年以上、2020 年 3 月までに 161号続く紙版と PDF

版の「月刊かわごえ環境ネット」発行という流れから、インターネットメディアを主体と

した記事掲載に移行することも、検討すべき時期にきているのではないかと認識していま

す。 
 
４．社会環境部会 

総会に提案した計画に基づき、部会の活性化と学習活動、普及・啓発活動を行いました。 

（１）定例部会の活性化とコラムの充実 

社会環境部会は地球温暖化対策、ごみのリサイクルと減量問題、海洋汚染につながるプ

ラごみ問題、さらに SDGs の普及と、「社会環境部会からの提言」として会員で分担しなが

らコラムを発信しました。地球温暖化対策については、パリ協定の解説などから、環境家

計簿の普及など、幅広く取り上げました。また、みどりのカーテン普及のパッションフル

ーツ講習会も行いました。また、これからの環境活動の指針となる SDGs の普及に向け、新

しい令和の年となる 5月号で、行政も経済界も市民も、パートナーシップを組んで進むこ

とを提言しました。 

（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市内西部地域の水と緑の視察研修 

昨年の市内北部と東部地域の視察に続き、西部地域の水と緑の現状と未来について、9

月 20 日に視察とワークショップを行いました。北環状線を通って「なぐわし公園」に行き、

近くの小畔川の水辺、荒川上流河川事務所入間川出張所の展望施設に上って周辺の景観の

開発について意見交換しました。続いて尾崎神社、さざんか通り、雑木林が新興住宅に開

発された状況を見ながら、新設の霞ケ関西公民館に到着。学習室でグループに分かれての

水と緑の豊かな川越市の将来に向けてのワークショップで盛り上がりました。そのあと、

オリンピック競技会場の霞ヶ関カンツリー倶楽部に向かい、特別に中のグリーンの芝生の

すばらしさを見学しました。そのあと、安比奈親水公園横を通って川越中央卸売市場にも

寄り、狭山市から流れる赤間川疎水横を通ってウェスタ川越横の出発点に戻り、実り多か

った研修視察の成果を報告しながら解散しました。 

②環境講演会 

11 月 9 日（土）に、ウェスタ川越南公民館で「埼玉 進む温暖化現状と対策」と題し、

埼玉県環境科学国際センターの嶋田知英さんの詳しい解説と豊富な映像を混じえた講演で、

予想を上回った参加者の共感を呼びました。個々の市民の小さな努力が求められます。 

（３）普及・啓発活動 

①エコプロダクツ川越 2019 への参加 

8 月 4日（日）、つばさ館で行われた「エコプロダクツ川越 2019」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、手回し発電などで協力し、親子連れで勉

強する姿が見られました。 

②パッションフルーツ挿し木育苗講習会 
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グリーンカーテンの普及に向け、人気が出ている「パッションフルーツの講習会」を北

公民館で 3回行いました。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吉三

郎さんにお願いしました。4月 25 日に「苗木配布」、6月 28 日に「育て方の質疑」、8月 2

日に「挿し木講習」と、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 17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回しての発電体験を

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に協力しました。 

④北公民館かんきょう祭りへの参加 

19 回目を迎えた北公民館かんきょう祭りが 11 月 16日（土）に行われ、話題の海洋汚染

を招くプラごみ問題について、埼玉県水環境課鈴木健太主査の講演のほか、「もったいない

市」や太陽光で湯沸かし、ゆで卵作りなど、身近な環境問題を考えるイベントに応援参加

しました。 

（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ました。12 月 14日(土)に、市内の東洋大学キャンパ

スで行われた「第 1回 SDGsエコフォーラム in 埼玉」のイベントに協力し、県内各地から

の 400 人を超えた参加者に、かわごえ環境ネットの活動を紹介することができました。 

 

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、生物多様性保全が課題となっています。 

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 2019 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 

埼玉県の県民参加モニタリング調査に 10 年間協力し、県レベルの植生把握に多少とも貢

献できました。取り組みは一応終了しましたが、有志で継続しています。川越市の生き物

調査が 2017 年から始まり、データ提供などの協力をしました。9 月 28 日（土）開催の川

越市の講座「かわごえ生き物調査会」に協力し、3月 28 日（土）の「かわごえの生き物調

査会まとめ」は、新型コロナウイルスの関係で中止となりました。また、11 月 2 日（土）

の「古谷湿地魚観察会」は、台風による増水で中止となりました。 

（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実施しま

し、寺尾調節池・新河岸川河川敷などでも生き物調査を実施しました。また、チョウ、甲

虫、トンボヤゴの調査を安比奈親水公園などで実施しました。 
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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 

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。5 月 12 日（日）開催の「春の里山 自然観察＆クリーン活

動」、7月 6日（土）開催の「キノコの観察会」など、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。7月 28 日（日）の「虫の観察会」は残念ながら台風予報で中

止となりました。 

（５）イベント 

6 月 26 日（水）開催の「いすみ市訪問バス利用研修会」は 25 名の参加がありました。

遠路はるばる出かけて、いすみ市の職員や農家の方々から多くのことを学びました。7月 7

日（日）の「田んぼの生き物調査」は、NPO 法人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いて開催されました。9月 12 日（木）の「小畔川魚とり遊び」

は小畔川の自然を考える会との共催により開催され、親子連れで網を入れ、魚がたくさん

とれました。 

（６）学校教育支援 

自然環境教育の一環として、高階北小学校 3 年生は 6月、11 月、今成小学校 3 年生は 5

月に実施しました。いずれ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。 

（７）生き物調査学習会 

この他、全体に関わるものでは「川の一斉水質検査」、「エコプロダクツ川越 2019」など、

部会としての対応がありました。 

 

 
 

○表中【定】池辺 は池辺公園定例活動 毎月第１火曜日

【定】川森 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

2019年 4月 ・ 【定】池辺 植物調査 4/2（火）  7名参加

・ 【定】川森 植物調査 4/8（月）17名、4/22（月）22名

5月 ・ 【定】池辺 植物調査 5/7（火）6名

・ 【定】川森 植物調査 5/13（月）12名、5/27（月） 17名

・ 「春の里山 自然観察＆クリーン活動」 5/12（日） 38名 一般対象

・ トンボ、ヤゴの調査 安比奈親水公園 5/24（金） 5名

6月 ・ 【定】池辺 保全活動 6/4（火）9名

・ 【定】川森 植物調査 6/10（月）雨中止、 6/24（月）雨中止

・ 今成小学校学習支援 6/11（火） 5名

・ 川の水質一斉調査 6/2（日）

・ 甲虫調査 6/15（土） 水上公園 雨中止

・ びん沼周辺生き物調査 6/20（木） 4名

・ いすみ市有機田んぼ等見学会 6/26（水） 25名参加 一般対象

2019年度 自然環境部会活動実績

実 施 項 目

・ 寺尾調節池生き物調査 5/10（金） 5名

・ 高階北小学校3年生91名学習支援 6/12（水）12名支援

・ 講演会「いのちを守る種子の話」6/23（日） ウェスタ川越「かわごえ里山イニシアチブ」と共催
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６ 設立２０周年記念事業実行委員会出版専門委員会 

 かわごえ環境ネット設立 10 周年記念事業として 2011 年に冊子「川越の自然 ―雑木林・

河川・湧水・社寺林を訪ねて―」を刊行しました。この冊子は、川越では歴史や観光に関

する刊行物が多い中で自然に特化した内容で、なかなか好評でした。2500部ほどの発行で

したが、3年で在庫がなくなり、その後も事務局に再販希望が寄せられていました。 

 ここで設立 20 周年記念事業として、新たに冊子の作成をすることになり、2019 年 8 月

に「設立 20 周年記念事業実行委員会出版専門委員会」が設置されました。  

7月 ・ 【定】池辺 植物調査 7/2（火）6名

・ 【定】川森 植物調査 7/8（月）17名、7/22（月）17名

・ キノコの観察会 「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/6（土） 18名 一般対象

・ 田んぼの生きもの調査（動物編）福田地区 7/7（日）45名 一般対象

・ 「虫の観察会」「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/28（日）台風予想中止 一般対象

8月 一般対象

・ 【定】池辺 植物調査 8/6（火）7名

・ 甲虫調査 8/4（土） 安比奈運動公園 6名

・ 生き物調査勉強会 8/26（月） 牧野氏講師 ウェスタ川越 9名

9月 ・ 【定】池辺 保全活動 9/3（火）9名

・ 甲虫調査 9/1（土）「（仮称） 川越市森林公園」計画地 雨のため中止

・ 【定】川森 植物調査 9/9（月）13名、 9/23（月）14名

・ 小畔川魚とり遊び 9/22（日） かほく運動公園前親水ゾーン 33名 一般対象

・ 寺尾調節池生き物調査 9/27（金） 7名

・ 川越水上公園生き物観察会 9/28（土） 水上公園 市主催協力 一般対象

10月 ・ 【定】池辺 植物調査 10/1（火）9名

・ 【定】川森 植物調査 10/14（月）21名 名、10/28（月）20名

・ チョウ調査 10/2（水） 「（仮称） 川越市森林公園」計画地 3名

11月 ・ 【定】池辺 保全活動 11/5（火） 8名

・ 古谷湿地魚観察会 11/2（土） 市に協力 増水のため中止 一般対象

・ 【定】川森 植物調査 11/11（月）18名、11/25（月）20名

・ 高階北小学校学習支援 11/8（金） 12名支援

12月 ・ 【定】池辺 保全活動 12/3（火）9名

・ 【定】川森 植物調査 12/9（月） 22名

・ 第1回SDGsエコフォーラム 12/14（土） 東洋大学 自然環境部会からの報告

・ 湧水池巡り 12/17（火） 11名参加

2020年 1月 ・ 【定】池辺 保全活動 １/7（火）10名

・ 【定】川森 保全活動 1/13（月） 18名 1/27（月） 中止

・ 川越の地質フィールドワーク 1/29（水） 22名

2月 ・ 【定】池辺 保全活動 2/4（火） 9名

・ 【定】川森 植物調査 2/10（月）22名、 2/24（月） 21名

・ 第18回かわごえ環境フォーラム 2/29（土） 中止

3月 ・ 【定】川森 植物調査 3/9（月）18名、3/23（月）23名

・ 市民生き物調査 3/28日（土） 「（仮称） 川越市森林公園」計画地  中止

・ エコプロダクツ川越2019 出展 8/4（日）
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議案第４号 ２０２０年度事業計画 

２０２０年度事業計画（案） 

１．2020 年度の基本方針及び全体事業 

 2020年度は2000年 8月5日に設立した本会の20周年記念となる年です。この1年間は、

すべての行事を 20 周年記念事業と位置づけて展開していくことにしていました。しかしな

がら、2月以来の新型コロナウイルス感染拡大により、2019 年度の「第 18 回かわごえ環境

フォーラム」の中止から、事業の実施が困難な状況になりつつあるところです。 

 本会では、4 月 8 日に「新型コロナウイルス感染拡大防止に対するかわごえ環境ネット

の行動方針」を定め、感染拡大防止を最大限優先することといたしました。現状において

は、屋外で実施する事業と限られたメンバーによる定例の会合について、感染拡大防止に

努めながら実施する予定で事業計画を立てましたが、状況によって活動の縮小、延期、中

止の判断もあることをご了承いただきたいと思います。 

 すでに作業を進めている 20 周年記念出版「（仮称）川越の自然 新訂版」については、2021

年 2 月の開催をめざしている「第 19 回かわごえ環境フォーラム」に出版することを目標に

編集を進めてまいります。 

 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 2020 年度の具体的な事業を記します。 

（1） 【交流事業】設立 20 周年記念事業のメインイベントとして、2021 年 2 月下旬に「第

19 回かわごえ環境フォーラム」をウェスタ川越で開催することを検討します。この

行事では「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。なお、「懇親会」については、当面の間休

止します。 

（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」について、7月 19 日の「夏の

郊外クリーン活動」、10 月 17・18 日の「川越まつり会場クリーン活動」、12 月 26日

の川越中心市街地における「歳末まち美化活動」の計 3 回実施することを検討しま

す。また、10 月 4 日に開催予定の「2020 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」、など、川越市内外

で行われる普及・啓発イベントへ出展・参加を検討します。その他、月刊かわごえ

環境ネット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。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が実施される場合は「環

境ネット賞」を選定します。なお、屋内における講演会・講習会等の公開行事は、

活動を休止します。5月 10 日に予定していた「春の里山 クリーン活動＆自然観察」

と 5 月 23 日に予定していた第 18 回かわごえ環境フォーラムの代替として計画して

いた「講演会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止いたしました。 

（3） 【調査・研究事業】6 月 7 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ことを検討するとともに、流域団体のその他の活動

に協力するよう努めます。また、専門委員会において、調査・研究事業や保全活動

hkose
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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

する環境調査が実施される場合は協力します。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、会員や大学生に対してイ

ンターネットを活用することで実施をめざします。 

（4） 【学習支援事業】学校の総合的学習の時間における環境学習の支援を検討します。

専門委員会においては、研修会・見学会の実施を検討し、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

者を増加させ、情報発信の電子化による用紙の削減や発行の効率化、非常時におけ

る連絡体制の整備を図ります。刊行物として、設立 20 周年記念出版「（仮称）川越

の自然 新訂版」を、2021 年 2 月を目標として発行します。また、第 19 回かわごえ

環境フォーラム『かわごえ環境活動報告集』の発行を検討し、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 2 年度版 かわごえの環境（第 4 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、2020 年 4

月で 162号となりました。平均して 20ページ近く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 つの側面を果たして

います。これまでは、紙媒体を中心として投稿、編集、発行するという月 1 回のサイクル

を重ねていましたが、会員によるインターネットを活用した記事の投稿を促して、記事の

投稿の多様化を図ることで、市民の環境に関する関心をさらに高め、会員の増加に寄与さ

せることも必要と考えており、今年度はその方策を試行していきたいと考えています。 

 一方で、これまで通り年間 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。会員向けメールサービスによる電子版への配布の移行を促すことにより、発行作業

の効率化と費用の削減を図るとともに、非常時に印刷、発送ができない可能性がある場合

の代替手段ともなるようにします。広く周知を図るべき行事については、Web サイトと SNS

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

 なお、会員向けメールサービスについては、総会の返信はがきにより希望を募り、さら

なる利用者の増加を図ります。 

 

３．社会環境部会 

（１）定例部会の活性化とコラムの充実 

   新しい会員も増えた今年度は、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、会員の話し合いの充実を進めてまいります。また、コラムの
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「社会環境部会からの提言」も、地球環境問題、プラごみ問題、ごみのリサイクル

と減量問題、SDGs の啓発と、行政と教育関係とパートナーシップを組み、内容と活

動を充実させていきたいと考えています。 

（２）学習活動 

社会環境部会として毎年取り組んでいる「環境施設視察研修会」、「環境講演会」

についても、今年度も企画・検討します。 

  ①環境施設視察研修会 

   今年度は、過去 2 年にわたって川越市内の水と緑、将来の環境豊かな川越市をめ

ぐっての現地視察を行いました。また、かわごえ環境ネットの活動として、毎号「川

越の「宝」をたずねて」が連載されていますが、これらの企画と合わせて、よりよ

い研修視察を計画します。 

 ②環境講演会 

一昨年度の「身近な化学製品」、昨年の「埼玉県の温暖化問題」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、11 月開催を予定しています。 

（３）普及・啓発活動 

今年の活動は、新型コロナウイルス問題で、北公民館と高階南公民館の 2会場で予

定した 4月のパッションフルーツ講習会は中止となり、今後も 6月 7日の「川の水質

調査」などの予定もわからないなど、調整が必要になっています。 

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普及の啓発活動を予定しましたが、

4月の講習会中止に伴い、6月と 8月に予定した講習会をどう再編成するか至急検討

します。 

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

をさらに発展させ、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、川越市環境部（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が、自動車業界の自動制御技術の発展で、運転マナー

などの人的な感覚の比重も低下しているのではないかとの指摘もあり、再検討の時期

になったのではと考えられます。 

④イベント出展 

11 月の「つばさ館まつり」、「北公民館かんきょう祭り」については、引き続き積

極的に参加する予定です。 

（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の幅広い PRと合わせ、社会環境部会活動の新しい発想

でシステム化、チーム体制への転換など、工夫を凝らしてまいります。 
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４．自然環境部会 

現在は科学技術や ITの進歩で便利な時代になりましたが、世界に目を向けると紛争や気

候変動など課題は山積です。中でも気候変動は異変ともいうべきで明らかに災害の多発に

つながっています。日本でも「災害は忘れたころにやってくる」ではなく、「次から次へと

やってくる」という被災者の言葉がありました。川越でもここ数年現実のものとなってい

ます。このような事態にどう対応していけばよいのでしょうか。根本的なところでは人類

の行為が自然の回復力を越えて、持続しなくなったということでしょう。2015 年に国連で

合意した SDGs は世界が協力して解決することをめざしています。 

本会も SDGs の目標を考慮しながら事業を進めています。自然環境部会のテーマは、「生

物多様性の向上 ～川越の生きものを知ろう、ふれよう、親しもう～ 」です。川越に残

る良好な自然環境の調査と記録、そして保全・再生への取り組みです。2017年度から市が

「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

催で行っています。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。人も生き物も自

然に依拠しています。具体的な事業計画は以下のとおりです。 

 

 

項目

・川森「虫の観察会」 8月上旬

・水上公園「生き物の観察会」 9月

・川森「生き物の観察会」 3月

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2火曜日

・寺尾調節池、川森

①「キノコの観察会」 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地 7/5(土)予定

②「虫の観察会」市と共催 ・「（仮称）川越市森林公園」計画地 8/1(土)又は8/2（日）

・伊佐沼 11月

①田んぼのいきもの調査

「里山イニシアチブ」と共催

②バス利用自然研修会

・小畔川かほく運動公園前親水ゾーン

５．学校教育支援 ・要請があれば随時

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 5/10(日)

②川の一斉水質検査 6/7(日)

④第19回環境フォーラム 未定

8.情報発信 調査結果などはできるだけ公開する

６．法令勉強会

７．全体活動

環境ネット自然環境部会 2020年度事業計画

生物多様性保全の向上
～川越の生き物を知ろう、ふれよう、親しもう～

・随時（生物多様性保全の勉強会など）

川越市の「かわごえ生き物調査」や関連イベント協力

9月下旬の土日

5月、7月、9月

２．調査・

保全活動

３．自然観察会

４．イベント

１．行政との

パートナーシップ

講座は年3回予定

実施内容 実施場所・時期

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

②植物調査（講師を招いての調査も） ・仙波河岸史跡公園など（その他、田んぼ、市街地、随時検討）

③トンボ・チョウ・甲虫の調査学習会

（講師を招く）

昨年は高階北小学校、今成小学校

・福田田んぼ周辺6/27(土)

・未定

③小畔川魚とり遊び

「小畔川の自然を考える会」と共催

③キタミソウ観察会
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５.設立２０周年記念事業実行委員会出版専門委員会 

 今年度に 20 周年を迎える記念事業の一つに出版事業があり、「川越の自然」（新訂版）を

作成することになりました。昨年 8月に先行して 20 周年記念事業実行委員会出版専門委員

会が設置され、すでに活動を始めています。冊子は前版を基にしますが、10 年を経て自然

も大きく変わり、現時点での情報を入れるべく編集委員は一から取材に出向き、写真も一

新される予定です。体裁はＡ5 版 170ページ、オールカラー、部数 3000部の予定、費用は

150万円で、資金については助成金、クラウドファンディング、寄付などで充当する予定

です。 
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議案第５号 ２０２０年度予算

２０２０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 241,000 237,000 4,000

年会費 241,000 237,000 4,000 (個人1,000円×137人、団体2,000円×52団体)

負担金 169,500 170,500 △ 1,000

参加者
負担金

169,500 170,500 △ 1,000
研修会（自然環境119,500円、社会環境50,000
円）、自然観察会等

補助金 380,000 380,000 0

川越市
補助金

380,000 380,000 0 川越市からの補助金

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（5者）

繰越金 299,935 345,580 △ 45,645

前年度
繰越金

299,935 345,580 △ 45,645 前年度繰越金

諸収入 1,022,602 5,002 1,017,600

預金利子 2 2 0 預金利子

雑入 1,022,600 5,000 1,017,600
川越の自然（新訂版）頒布500円×2,020冊
第18回かわごえ環境フォーラム会場料返還

助成金 600,000 0 600,000

助成金 600,000 0 600,000 川越の自然（新訂版）助成金

2,838,037 1,238,082 1,599,955

２支出

項 目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較増減 備 考

2,747,500 1,152,000 1,595,500
全体372,000円、社会環境181,000円、
自然環境300,500円、広報284,000円
設立20周年記念出版1,610,000円

報償費 334,000 240,000 94,000 講師謝金

旅費 3,000 3,000 0 環境講演会講師打合せ

需用費 1,953,000 428,000 1,525,000
環境活動報告集・川越の自然（新訂版）印刷、消耗
品等

役務費 249,000 249,000 0 月刊紙送料、保険料等

使用料及び
賃借料

208,500 212,000 △ 3,500 バス借上料、会場使用料等

備品購入費 0 20,000 △ 20,000

52,000 52,000 0

旅費 2,000 2,000 0 加盟団体総会参加

需用費 1,000 1,000 0 コピー用紙等

役務費 40,000 40,000 0 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

38,537 34,082 4,455

予備費 38,537 34,082 4,455

2,838,037 1,238,082 1,599,955

合 計

事業費

事務費

予備費

合 計

hkose
線

hkose
線






