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はじめに 

 2020 年に中止とした「第 18 回かわごえ環境フォーラム」以来、

3 回連続で新型コロナウイルス感染症の影響下での「第 20 回かわ

ごえ環境フォーラム」の開催となります。今回も、前回と同様にい

かなる状況でも行事を開催するよう準備してまいりました。原稿

をご投稿いただいた方、かわごえ環境活動報告会で発表いただい

た方、そして、ご参加いただいた方に厚く御礼申し上げます。 

 1998 年 3 月に策定された川越市環境基本計画に基づき 2000 年 8

月 5 日に設立した「かわごえ環境ネット」は、2003 年 2 月 1 日に

市民・民間団体・事業者及び行政の環境活動を広く市民に知ってもらうことを目的として

「第 1 回かわごえ環境フォーラム」を開催しました。今回は、20 回記念に加え、「川越市

市制施行 100 周年記念事業」としての実施となります。 

 午前の部は、本誌「かわごえ環境活動報告集」に収録した報告の一部について発表いた

だきます。この中には本会の社会環境部会と自然環境部会の活動報告も含みます。 

 午後の部の前半は、中止となった第 18 回かわごえ環境フォーラムでご講演いただく予

定であった荒木牧人さん（株式会社 80%代表取締役、maao 代表、三輪駄菓子屋すいすいオ

ジサンの）に「コミュニティに根付いたかわごえ暮らし」というテーマでご講演いただき

ます。「建築設計やリノベーションまちづくりを行う中で感じた、自分らしい生き方、身の

丈の活動を通じた人との関係構築や環境問題へのアプローチについてお話しさせていただ

きます。」ということで、この 2 年間でさらに活動の幅を広げた「かわごえ暮らし」から、

私たちの今後の暮らし方、生き方、地域のあり方を考えていきたいと思います。 

 午後の部の後半は、荒木さんの講演を受けて、ワークショップ『あなたの夢・小さなア

クション・楽しさは何ですか？ みんなで「SDGs未来都市」を考える』を開催します。現

在、日本政府は SDGs を原動力とした地方創生（地方創生 SDGs）を推進しており、埼玉県

も『「日本一暮らしやすい埼玉県へ」〜埼玉県版 SDGs の推進〜』というテーマで令和 3 年

度 SDGs 未来都市に選定されています。では、川越市または参加された方が住んでいるま

ちではどのような未来都市が考えられるでしょうか。参加者の「将来の夢」「今やっている

小さなアクション」「今、楽しさを感じること」を伺いながら、市制施行 100 周年を迎えた

川越市や参加された方が住んでいるまちの「SDGs未来都市」を考えます。 

 第 20 回かわごえ環境フォーラムにあたっては、前回と同様に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、初雁興業株式会社の 4 社にご協賛いただきまし

た。この場を借りて厚くお礼申し上げます。 

 最後に、みなさまのご健康とご発展を祈念申し上げるとともに、今後とも本会の活動へ

のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

2022 年 2 月 26 日 

かわごえ環境ネット理事長 小瀬 博之 
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１－１ 全体事業 

 

 



2021年かわごえ環境ネット全体事業報告 
小瀬 博之（かわごえ環境ネット理事長） 

 

はじめに
 2013 年度より全体事業を管掌する事業運営

委員会を発足させ、全体事業の運営を司ってい

ます。「かわごえ環境フォーラム」の運営を中心

に、組織の横断的な事業である「クリーン活動」

「川の一斉水質調査」、その他対外的な行事への

出展を展開し、その他、懇親会の開催や協力依

頼のあった事業について対応してきました。 

 2020 年 2 月より、新型コロナウイルス感染拡

大に伴い公開事業の実施が困難となりましたが、

「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 2021 年 1 月 2

0 日に最終改定して感染対策を徹底し、規模を

縮小したりオンラインを併用したりしながら、

可能な限り事業を継続してきました。 

 2021 年は、前年の社会環境部会主催による環

境講演会の実績をふまえて、2 月 27 日に「第 1

9 回かわごえ環境フォーラム」をウェスタ川越

からオンライン同時配信で実施しました。なお、

この事業は、かわごえ環境ネット創立 20 周年

記念事業のメインイベントとして実施し、同時

に同事業の中心として編集委員会において進め

てきたかわごえ環境ネット設立 20 周年記念出

版である『新訂版 川越の自然』を発行しました。 

 「クリーン活動」については、5 月 9 日に「春

の里山 自然観察&クリーン活動」、7 月 18 日に

「夏の郊外クリーン活動」、10 月 16 日に「秋の

クリーン活動」（川越まつり中止に伴い「川越ま

つり会場クリーン活動」の代替行事として実施）、

12 月 19 日に「歳末まち美化活動」としてすべ

ての活動を公開行事として実施できました。 

 6 月 6 日の「川の一斉水質調査」については

調査人員が減少したこともあり規模が縮小され

ましたが、2019 年以前と同じように調査会場を

設けて水質調査を実施しました。 

 対外的な出展については、10 月 3 日から 10

日にかけてオンライン中心に実施された「アー

スデイ川越 in 昭和の街」において、2020 年に好

評であったオンラインライブでのイベントをア

ップデートして実施しました。 
 なお、懇親会については行動方針に基づき実

施しませんでした。 

 本稿では、次の 7 つの事業について、「月刊か

わごえ環境ネット」の記事及び 2022 年 1 月に

新装刊となった「広報かわごえ環境ネット」20

22年 3月号に掲載予定の記事を編集して時系列

順に紹介します。 

1. 第 19 回かわごえ環境フォーラム（2 月 27 日） 

2. 春の里山 自然観察&クリーン活動（5 月 9 日） 

3. 川の一斉水質調査（6 月 6 日） 

4. 夏の郊外クリーン活動（7 月 18 日） 

5. 「2021 アースデイ川越 in 昭和の街」へのオ

ンライン出展（10 月 3・10 日） 

6. 秋のクリーン活動（10 月 16 日） 

7. 歳末まち美化活動（12 月 19 日） 

1. 第 19回かわごえ環境フォーラム（2月 27日）
 2 月 27 日（土）9:30-16:30 にウェスタ川越会

議室 1・2 において、かわごえ環境ネット設立 2

0 周年記念事業のメインイベントである「第 19

回かわごえ環境フォーラム」を開催しました。

2020 年は、新型コロナウイルス感染拡大の社会

情勢をふまえ中止といたしましたが、今回は、

感染症対策として入場者を事前予約制にして定

員を 30 名に制限し、さらにオンラインで会場

の様子を同時配信しました。さらに、講演した

内容を録画配信することで、リアルタイムで来

場、視聴できなかった方にも情報を伝えられる

ようにしております。一部音声がうまく伝わら



 

 

ない状況でありましたが、おおむね配信はうま

くいきました。 

 なお、第 19 回かわごえ環境フォーラムの模

様は、次のYouTubeページでご覧いただけます。 

 

第 19 回かわごえ環境フォーラム（午前の部） 
https://youtu.be/NDjH6guvk14 

 
第 19 回かわごえ環境フォーラム（午後の部） 

https://youtu.be/EKaDeZLX3d4 

 

午前の部：①9:30-12:00 個人・団体の環境活動報告会

 
1. 大久保彦さん 

 
2. 菊地三生さん（録画より） 

 
3. 武田侃蔵さん（録画より） 

 
4. 丸岡巧美さん 

 
5. 山中和郎さん（録画より） 

 
6. 藤岡重歳さん

 9:30 からの開会式に続いて、2 年ぶりの環境

活動報告会が開催されました。例年なら最初に

報告してくれる「ふくはら子どもエコクラブ」

が新型コロナウィルスの緊急事態宣言中のため

投稿のみとなり、静かなスタートとなりました。 

1. 大久保彦「2020 年に出会ったきのこ 第 6 回

 川越周辺のきのこ」：コキララタケ、ニワタケ、

ベニヒダタケなど今年も珍しいキノコの話をし

てくれました。 
2. 菊地三生・渡辺利衞「クリーン活動」：年 4 回

行われているクリーン活動の詳細を紹介してく

れました。 

3. 武田侃蔵（クリーン＆ハートフル川越）「クリ

ーン川越めざして 20年の歩みとさらなる 20年

へ」：2000 年のかわごえネット設立当時からの

「クリーン川越めざす会」の活動を市報の写真

とともに振り返りました。 

4. 丸岡巧美・真鍋豊顕・成川正行（環境製品評

価研究協会）「家庭の省エネ対策とその適用事

例」：サーキュレータ使用のデータに基づいた分

析と LED 灯による省エネ対策を報告してくれ

ました。 

5. 山中和郎（木びちっこの会）「（仮称）川越市

森林公園計画地内ナラ枯れ感染状況」：5mm ほ

どのカシノナガキクイムシによる枯れ木の詳細

を発表しました。これからの対策も提案しまし

た。 
6. 藤岡重歳（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 2020」

活動報告 コロナ禍だからこそ！〜繋げていこ

うよ、田んぼと地域と生きものと～」：今年の活

動状況と農福連携、マコモ栽培の拡大等につい

て報告がありました。 
7. 増田知久（社会環境部会代表）「2020 年度 か

わごえ環境ネット 社会環境部会 活動報告 〜

新体制 コロナ禍でもできることを着実に〜」：



 

 

「持続可能な社会の構築・地球温暖化対策の推

進・循環型社会の形成」の大きな目標に向けて

「地域レベルでの小さな目標を立てていく」と

し、広報掲載のコラム、地域団体インタビュー、

環境講演会、アースデイの紹介をしました。 

8. 賀登環（自然環境部会代表）「自然環境部会の

報告」：メインテーマ（水と緑と土 生物多様性

保全）について、写真を交えながら報告しまし

た。 

（この項の原文は横山三枝子）

午後の部：②12:50-14:50 新訂版『川越の自然』出版記念講演会「自然と歴史、ともに生

きるまち・川越―里山のよさを回復させる手がかりを見つけよう―」

 
講演の様子 

 
講師を務めた牧野彰吾さん 

 
舟運と鉄道の発達から人が自然を超え

たのはいつごろかを考察（録画から）

 講師の牧野彰吾さんは植物に造詣の深い方で

すので、いつも植物に関してのためになるお話

をしていただいていますが、今回はちょっと違

う切り口で、歴史から解析しようという試みで

す。 

 現在、自然は守るべきものであって、絶滅危

惧種なども選定され、人類の破壊・開発行為か

らいかにして生き物を保護するかという時代で

すが、大昔は、自然はむしろ人類にとって脅威

であり、立ち向かっていたのです。それが、い

つ立場が逆転したのか、世界史や日本史の中で

はだいたいわかるが、ここ川越ではいつなのか、

これをひも解いてみようというわけです。 
 江戸時代、関東の平地は湿地帯でよい土地で

はなかった。徳川幕府は代々、土地改良事業を

行い、利根川東遷、荒川西遷などで洪水対策を

した。今風に言えば「開発公社 徳川組」か。

そのころの川越はというと、江戸からも近く舟

運で栄えていた。この舟運が後に、鉄道の導入

を遅らせることになったのはよく知られた話だ

が、明治 16 年（1883 年）には上野から川越を

避けて大宮、熊谷まで開通した。 

 明治 39 年（1906 年）の書物「常用救荒飲食

誌」という本にムラサキケマン、ヒガンバナ、

キツネノボタンなどの食べ方が書いてある。こ

れらはいわゆる毒草で、今は食べない。しかし、

当時は何らかの前処理をして食べる方法が書い

てある。救荒植物としての利用があったという

ことで、この時点ではまだ、人間が自然を越え

たとはいえないであろう。 

 やがて、時代は大正、昭和と移り、石炭ガス・

電力などが開発され川越も近代化の波にのる。

そして長い戦争の後、敗戦で世の中が大きく変

わる。化石燃料が普及するに伴い、燃料革命、

肥料革命と一気に自然との共生関係が切れ、限

界点を越えるようになったのではないか。 

 結論として何が言えるか 
・エコロジカルフットプリント 日本 2.9 

・必然を積み重ねつつ、どこかで限界を超えた 

・限界点をどことみるべきか 

・いわゆる人と自然の持続可能な共生点はどの

年あたりだったのか 

・肥料革命、燃料革命のあとは明らかに限界点

を越えている 

・限界点を戦前とするか 

・「終戦復興すぐ」という時期をどうみるか。薪・

かまどの終焉期 

・外来植物がちらほらの時期はどのあたりだっ



 

 

たか 

・里山の保全活動はどのころの再現を目指すべ

きなのか 

・限界を復元目標とするのは一方法。その目標

の「見える化」が必要 
・自然のよさを知る人、理解する人、行動する

人を増やすことが大切 

・歴史はいままで自然との戦いだった 

・しかし、いま自然との共生に思いを寄せる必

然性がある。環境に異変が起きていることに気

づくのは大切なこと 
・だからどうするの？だから何をすればいい

の？ 

・多くの人が自然にかかわる何らかの動きをし

よう 

・保全活動よし、調査よし、記録よし、トーク

よし 

・自然を守ろうとするなら、自然の何を守るの

かを明らかにする必要あり 

・絶滅危惧種は「見える化」の一つの象徴。川

越の守るべきはなにか 
 以上が牧野氏の講演の骨子ですが、内容的に

示唆に富むものでした。人類はどこで限界点を

越えたのか、物語風にいうと、どこで道を踏み

外したのか、間違えたのかといえそうです。便

利で豊かな生活の代償として失った自然・生態

系は回復が困難なレベルにまでなっています。

それをどこまで回復させるのか。限界点まで戻

れる場所が少しはあっていいのではないか、と

いう言葉が心に残っています。このあたりが表

題のテーマにつながっています。 

（この項の原文は賀登環）

午後の部：③15:00-16:30 設立 20 周年記念シンポジウム『川越の環境を語る ～これまで

の 20 年とこれからの 10 年～』 

 
パネルディスカッション（録画から） 

 
会場との対話（録画から） 

 
進行役の飯島希さんのまとめ（録画から）

 パネリストに、かわごえ環境ネットの小瀬博

之理事長（兼広報委員長）、増田知久副理事長（兼

社会環境部会代表）、賀登環理事（兼自然環境部

会代表）を迎え、かわごえ環境ネットのこれま

での 20 年の歩みとこれからの 10 年について語

り合いました。 
小瀬理事長「かわごえ環境ネットの 20年の取
組とこれから」 
 小瀬理事長には、かわごえ環境ネットが誕生

した経緯やフォーラムの開催・広報誌の発行と

いった内外にむけての発信の経緯及び成果につ

いて話していただきました。 
・1998 年に策定された川越市環境基本計画で位

置づけられた「川越の環境をよくする連絡協議

会」がかわごえ環境ネットの準備会当時の仮称。

2000 年 8 月の設立時に「かわごえ環境ネット」

という名称で発足した。 

・川越市環境基本計画にある“川越の将来の望

ましい環境像～みんなでつくる、自然・歴史・

文化を調和した人と環境にやさしいまち～”を

実現するために作られた、市民・事業者・民間

団体・行政らが協働する組織がかわごえ環境ネ

ット。 

・2000 年 12 月には活動発信を「かわごえ環境

ネット会員通信」という形で始め、2001 年には

ホームページ作成、2006 年から月刊紙「月刊か

わごえ環境ネット」として発信、2021 年 3 月で

173号になる。 



 

 

・市民や民間団体、事業体の具体的な環境行動

指針に「川越市環境行動計画」があるが、この

策定にかわごえ環境ネットは大いに協力してい

る。 

・20 年間という活動によって、ボランティア活

動の場や環境に関心をもつ個人・団体の人的交

流の場の創出ができた。 

賀登理事「かわごえ環境ネット 20年 何をめ
ざし 何ができたか」 
 設立時から活動している賀登理事には、具体

的な活動内容について紹介いただきました。 
・設立当初（2000 年）は経済バブルが崩壊した

直後で産廃の不法投棄やダイオキシンなどが社

会問題になっていた。 

・当時の課題となっていたごみ問題、たばこの

ごみ捨て問題や放置自転車の改善にむけては、

かわごえ環境ネットの社会環境部会が担当。 
・開発によって喪失した自然環境の保全に向け

ては自然環境部会が担当。 

・2010 年生物多様性条約締約国会議を機に、生

物多様性保全にむけた活動として市民による生

き物調査を 2017 年から始める。 

・成果としては、川越の街はきれいになり、市

民の関心を呼び起こすことができたと考える。

また小学校などへ環境教育の機会を創出したこ

とや自然観察会などによって子どもたちの原体

験としてサポートできたと思う。 

増田副理事長「川越の自然の未来を考えていく

ために」 
 3 年前からかわごえ環境ネットの活動に参加、

2020 年 6 月から副理事長になりました。青年海

外協力隊、国際協力機構の一員として海外の環

境問題の現状を目の当たりにしてきた経験を生

かして、これからの川越の自然の未来について

話していただきました。 
・グアテマラという国に居てその国の経済発展

と環境問題を見てきて、日本の裏側の国々の食

糧事情や環境問題は他人事ではなく、グローバ

ルな課題は日本や川越にもつながっている。 

・30 代になって川越に拠点を戻し、改めて川越

という町を意識すると、バランスのいい都市（市

街地の農地と緑地帯）だと感じる。 

・川越という町の魅力を改めて認識できたのは、

市民活動に参加したから。そのような場の提供

をするかわごえ環境ネットの活動は貴重。 
・ライフスタイルの 10％を自然や社会のために

使うことで、環境にやさしい、居心地のいい社

会づくりにつながっていくのではないか。 

・未来に伝えていきたい川越の街の風景、その

場所の物語を残していくことが、未来を考えて

行くうえで大切なことだと思う。 
・未来を考えることは、自分の子どもがどんな

風に育ってほしいかと考えることと似ている。

たくさんの子どもたちが自然に囲まれた中で育

ってほしい。自分や子どもの未来と町の未来を

重ねて考えるといいのではないか。 

これからの川越の環境の未来について深めた議

論（キーワード） 
・1 人の 100％ではなく、1％の 100 人を。中間

とって 10％の 10 人。10％の 10 人なら集まりや

すい。 

・初めて活動に参加した人から、「自然や植物っ

てこんなに楽しかったのね」という言葉をもら

う。 

・未来を考えると暗くなりがちだからこそ、“楽

しく”をアピールしたい。 

・AI やロボットの時代になっていく中、身体を

もった人間としてリアルな関係、心の触れ合い

を大切にしたい。 
・人間の五感で感じることを大切にしていくこ

とが持続可能な未来につながる。 

・子どもたちは土に触れてほしい。 

・自然の楽しさ、魅力を地道に語り、多方面に

伝え広げていくことが大切。 

・未来の環境づくりは、一人ではできない。 
・風景を守ること、それは自然を守ること、文

化を守ることになる。 

・緑が減っていく心配はあるが、だからこそま

だまだ保全にむけた活動ができるし、それを喜

びと感じる。 



 

 

・声をかけられて、自然観察などに参加するよ

うになって楽しい。なぜ楽しいのかと思ったら、

子どものころ、土や緑と触れ合っていた原体験

があったからかもしれない。 

・自分ができることは限られているが、一隅を

照らすこと、できることをやっていく。 

・子どもたちが自然と触れ合った体験が、後々

の自然保全につながるのではないか。 

・記録と記憶が大切。子ども時代の原風景の記

憶が、今を生きる原動力になる。だから子ども

たちに土に触れ自然の中で楽しんだ体験をして

ほしい。 

・今年度はコロナ禍で外出が制限される中、む

しろ町とのつながりを問いなおすよいきっかけ

になったのではないか。 

・成熟した社会だからこその幸せの在り方、そ

の方向性を持続可能な良い方向へとむけていき

たい。 

まとめ 
①“楽しく”を意識して活動すること。 

②市民一人ひとりができることは小さいけれど、

その小さなできることを地道にコツコツ活動し

ていくこと。 
③風景を残していくこと、それには心に残る物

語を作っていくことが大切。それは、子どもと

触れ合ったり、自然や土と触れ合ったりして心

に響く体験を、かわごえ環境ネットの活動を通

して積み重ねていく。 

 自然の中で、心に響いた楽しい体験の記憶を

積み重ねたその先の未来に、体験の場となった

風景の物語（story）が作られ、次世代へとつな

いでいくことで、自然環境が守られていくので

はないでしょうか。それを想い描いて、かわご

え環境ネットは、参加してくださるみなさんと

これからの 10 年も、地道にコツコツ、楽しく！

活動を続けていくことを共有してシンポジウム

を終えました。  （この項の原文は飯島希）

2. 春の里山 自然観察＆クリーン活動（5月 9日）

 
木もれ日の中で観察＆クリーン活動 

 
細かいごみも見逃さない!! 

 
成果を前にして 今年は少なめ!!

 5 月 9 日（日）に第 3 回目の「春の里山 自然

観察＆クリーン活動」を（仮称）川越市森林公

園計画地で行いました。コロナウイルス感染防

止を図りながらの活動でした。なお、2020 年春

は関係者のみで開催しました。 

 参加者は市民の方々20 名、スタッフ 11 名、

参加者の年齢は 8 歳～80 代の多様な方々でし

た。9:45参加者全員が軍手をはめトングを持っ

てクリーン活動を開始。観察はかわごえ環境ネ

ット 20 周年記念で上梓した「川越の自然」を使

用しての観察。一班は稗島さん、二班は横山さ

んの案内で、初心者でも興味がわくわかりやす

い説明で進められました。好評でした。スタッ

フも説明に従事しました。 
 昨年見られたキンラン、ギンランの花も終わ

りちょっと残念でしたが、緑が深まる森の中を

コナラ、ウグイスカグラ、エゴノキなどを観察

しながらごみ拾いをしました。 

 かわごえ環境ネット自然環境部会や「木びち

っこの会」などの日ごろの保全活動により、ご

みの量が少なくなっておりました。 

 集めたごみは川越南文化会館で分別し、記念

の集合写真を撮り 11:45 に解散しました。 

（この項の原文は菊地三生）



 

 

3. 川の一斉水質調査（6月 6日）

 
採水（小畔川精進場橋） 

 
北公民館の調査会場の様子 

 
新河岸川流域は透視度など測定項目が多い

 
水質調査結果（2021 年 6 月 6 日）

 毎年 6 月第 1 日曜日が全国統一実施日の「身

近な水環境の一斉調査」に参加する形で、本会

では 2005 年度から川越市内において「川の一

斉水質調査」を行っています。17 年目の 2021 年

は、6 月 6 日（日）午前に 11名が分担して 27地

点の採水と水質調査（加えて 2名が水質調査の

み参加）を行いました。 

 前日は曇、調査日もわずかに雨が降るという

状況下での実施となりました。採水後には、例

年通り北公民館で水質調査を行いました。 

 2021 年の水質調査は、COD（化学的酸素要求

量）の区分で 0〜2mg/L が 7 地点（2020 年は 5

地点）、3〜4mg/L が 19地点（同 19地点）、5〜

6mg/L が 0地点（同 6地点）、7mg/L 以上が 1地
点（同 3地点）となりました。 

 例年、越辺川と合流する前の入間川は水質が

よい傾向があります。川越中心市街地を囲むよ

うに流れる新河岸川は、東側のエリアは湧水が

流れ込む場所でもあるためか、よい水質となっ

ているのかもしれません。 

 なお、1 か所（不老川不老橋）は水がないた

めに採水ができず、不老川の霞橋は、水のある

近隣の山田橋に採水場所を変更しました。その

他、例年調査をしている 5 か所は調査者の不足

により実施しませんでした。 

 川を定期的に調査することは、水質のみなら

ず地域の環境を知る手がかりにもなります。か

わごえ環境ネット会員のみなさま、2022 年 6 月

5 日に予定されている調査にはぜひご参加くだ

さい。
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4. 夏の郊外クリーン活動（7月 18日）

 
やすらぎの里での集合写真 

 
活動地図 

 かわごえ環境ネットでは、春夏秋冬の 4 回の

クリーン活動をしております。 
 7 月 18 日（日）に市民、団体や事業者に参加

を呼びかけ「夏の郊外クリーン活動」を行いま

した。 

 9 時 30分に「やすらぎの里」に集合した参加

者は 39 人、2020 年と同じ人数、コロナウイル

ス感染対策のため、体温測定、手の消毒を行い、

三密に配慮しました。 

 9 時 45分、参加者は 5班に分かれ、各リーダ

ーの誘導で国道 16号、254号などの道路や空地

の清掃活動を開始、11 時過ぎに「やすらぎの里」

に戻り、集めたごみの分別作業を行い解散いた

しました。猛暑の中、熱中症に気をつけながら

の活動でしたが無事終了しました。 

 今年の参加者の内訳は、武州ガス、ビージー

エンジニアリング、本庄ガス社員有志 10名、第

一生命川越西部オフィス社員有志 12 名、市民

の方々、かわごえ環境ネット会員など、20 代～

80 代後半までの幅広い年齢構成でした。ありが

とうございました。 

 今回のクリーン活動は、かわごえ環境ネット

社会環境部会の支援、渡辺利衞さん、中村正幸

さんの尽力により行われました。ありがとうご

ざいました。  （この項の原文は菊地三生）

 
武州ガス ビジーエンジニアリング 本庄ガス  

第一生命川越西部オフィス 



 

 

 
活動開始 足取り軽やか!! 

 
草むらの中にポイ捨てごみが 

 
九十川沿い ポイ捨て多し 

 
細かいポイ捨てごみを拾いながら 

 
がんばりました 

 
本日の成果 昨年より多い

 

5. 「2021アースデイ川越 in昭和の街」へのオンライン出展（10月 3・10日）

 
『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）から 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）がオンラインを中心に開催され、かわごえ

環境ネットもオンライン出展しました。 

 このイベントは、元々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が検討さ

れていましたが、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となりました。 

 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、各参加

団体は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。 

 なお、かわごえ環境ネットが実施したオンラ

インワークショップをはじめとする生配信及び

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。 

 
「アースデイ川越 in 昭和の街」ホームページ 

（http://showanomachi.net/earthday） 

6. 秋のクリーン活動（10月 16日）

 
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。 

 2021 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。 

 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。 

（この項の原文は菊地三生）

 
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 

7. 歳末まち美化活動（12月 19日）

 
参加者の集合写真

 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち

美化活動、19 回目の 2021 年は 12 月 19 日（日）

に実施しました。天気は快晴で風なしでした。 

 10 時に本川越駅前交番前に集合しました。参

加者は 53名（昨年は関係者 4名で開催）で、内

訳は、かわごえ環境ネット会員 11名、市民等 1

8名、武州ガス・関係会社の社長と社員ご家族 2

4名でした。 

 小瀬理事長の挨拶、集合写真の撮影（駅前交

番のお巡りさんに撮影を依頼）、横山副理事長よ

り『新訂版 川越の自然』発刊のご案内、神谷会

員より『川越の建物 近代建築編』発刊のご案内、

クリーン名人の渡辺利衛さんよりごみ収集の仕

方とコースの説明の後、参加者は 6 コースに分

かれクリーン活動を開始しました。 
 参加者は、まち美化活動のゼッケンを付け、

空き缶・紙くず・たばこなどを拾いながら師走

の市内中心部を回り、中央公民館で収集した「ご

み」を分別し解散しました。なお、会員カンパ

で購入した川越の銘菓をおみやげとしました。 

（この項の原文は菊地三生）



 

 

 
渡辺利衞さんより参加者に説明 

 
横山副理事長とグループ 

 
中央通りでごみ拾い

 
中央公民館で分別作業 

 
ごみ分別後の成果 

 
「新訂版川越の自然」の説明と販売

 



【コラム】川越の「宝」をたずねて（22）伊佐沼

伊佐沼（北東側から） 伊佐沼（北西側から） キタミソウ（2018.11.21編者撮影）

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、「伊佐沼」

伊佐沼は、埼玉県内では最大の自然沼で、灌

漑用ため池として利用されています。2018年 1
1月 11日に絶滅危惧種とされるキタミソウが発
見され、さらに伊佐沼の存在感がクローズアッ

プされました。キタミソウは埼玉県希少野生動

植物の種の保護に関する条例にリストアップさ

れている種で、強い保護を要請されています（注

1）。ツンドラ地帯に分布し、北海道の北見で 19
01年に発見されたことからキタミソウと名付
けられたこの希少種が、埼玉県の川越市で発見

されたことに、この種子がどのように旅をして

川越で自生するようになったのか、想像すると

自然や生態系の奥深さがなんて楽しいんだろう

と思います。

また、個人的に伊佐沼の歴史に興味が湧いた

ので調べてみたところ、3千年前の縄文時代後
期にはすでに存在し、古墳時代には沼とその周

辺部や入間川流域では灌漑用水路を造り、広域

に水田が拓かれていったようです。14世紀のこ
ろに古尾谷庄の古尾谷近江太郎信秀は、水田を

さらに開発するために、灌漑用水となる「古尾

谷沼」の開発に取り掛かります。伊佐城（茨城

県下館市）の水利土木技術に秀れた武将「伊佐

氏」に命じて大土木工事をおこし、今の伊佐沼

の原型が造られ、この伊佐氏の功績をたたえ、

「伊佐沼」の名称になりました。およそ 600年
前は、少しの雨でも洪水が発生することや、日

照り続きによる旱魃（かんばつ）に悩まされて

いたこの土地に、人の知恵と技術によって荒く

れる自然を操り、共に暮らしを営んできた伊佐

沼の姿を今でも見ることができるのは、先人の

努力のおかげです。

昭和初期までは伊佐沼の面積は 42haもあり、
その後に北部地域を干拓し、現在の伊佐沼の面

積（約 28ha）になります（注 2）。キタミソウが
群生している場所は、干拓後にできた伊佐沼通

りの道近くになります。

600年前の伊佐氏による伊佐沼の土木工事が
なかったら、昭和初期の伊佐沼北部の干拓がな

かったら、また野鳥が伊佐沼に飛来しなければ

希少種のキタミソウもここに自生することがな

かったのかもしれないと考えると、このキタミ

ソウの保全も次世代につなぐ大切な活動になっ

ていきますね。

伊佐沼へのアクセス

JR川越線・東武東上線川越駅より西武バス川
越グリーンパーク行き、伊佐沼冒険の森バス停

下車徒歩 10分、東武バス上尾駅西口・埼玉医
大・川越運動公園行き、伊佐沼入り口バス停下

車南に徒歩 10分
（飯島希）

注 1）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、及び環境省レッドリ

スト 2015 絶滅危惧 II類（UV）：絶滅の危険が増大して
いる種

参考文献

1) かわごえ環境ネット：新訂版「川越の自然」（2021）
2) 川越民報編集委員会：川越の歴史散歩（1999）



注 2 地図に見る伊佐沼の今昔

（左図 迅速測図 埼玉県下武蔵野国入間郡鴨田村（1881）©農研機構農業環境変動研究センター
右図 電子地形図（タイル）©国土地理院）

【コラム】川越の「宝」をたずねて（23）ウェスタ川越

ウェスタ川越（左奥は商業施設） 2階の市民活動・生涯学習施設 ウェスタ川越内にある南公民館

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、「ウェスタ川越」

かわごえ環境ネットが主催する「かわごえ環

境フォーラム」の開催場所でもあるウェスタ川

越は、平成 27年（2015年）3月にオープンした
埼玉県・川越市・民間事業者による複合拠点施

設です。

埼玉県の県西部地域活性化のシンボル的な施

設として、3つの目的をもって整備されました。
1．産業支援・次代を担う人づくりの推進

2．地域住民の活動・交流の促進
3．にぎわいの創出
埼玉県施設として創業支援施設や人材育成・

交流の場である多目的ホール・川越地方庁舎等

があり、川越市施設として市民活動・生涯学習

施設や男女共同参画推進施設、子育て支援セン

ター、南公民館、ホール等があり、施設前の大

広場ではマルシェやイベントが開催され、多く

の人でにぎわっています。

かわごえ環境フォーラムは、ウェスタ川越の

市民活動室にて多くの参加者と交流し、2019年
にはこの場所から議論が始まり、「川越の宝」を

発掘し、今はコラムとなって多くの人と共有し

ています。



さて、市民活動や交流の場として欠かすこと

のできない「ウェスタ川越」が誕生した背景を

調べてみたところ、その始まりは、国の「中心

市街地活性化に関する法律」が 1998年 6月に制
定されたことにあったようです。全国的に街の

中心市街地の空洞化現象が起こり、その対策の

ために制定された法律で、この翌年 1999年 1月
にさっそく川越市は、「川越市中心市街地活性化

基本計画」を策定しました。その数ある事業計

画の一つとして西部地区振興ふれあい拠点施設

の整備が計画されました。2009年に川越市の中
心市街地活性化基本計画が国に認定されたこと

で国から様々な支援を受けることとなり、6年
後の 2015年 3月に、仮称だった「西部地区振興
ふれあい拠点」は、全国募集した愛称から「ウ

ェスタ川越」（神戸市市民からの応募）の名でオ

ープンしました。

オープンから 6年、ウェスタ川越は、市民活
動や交流の場として時を重ねてきていますが、

20年以上前から形作るために市の発展を願う
市民・役人・議員らが構想し、財政面も含めて

県・国と協力して動き・調整してきた様子を想

像すると、“今”を生きる人の想いが形となり、

形を成した施設に人が集いにぎわい、街が活気

づいている、その様子をリアルに体感してみる

とオープンにむけて尽力した方への敬意と感謝

の念を抱きます。

ウェスタ川越にもこのような誕生物語がある

ことを思い出して、ぜひ足を運んでみてくださ

い。

ウェスタ川越へのアクセス

JR川越線・東武東上線川越駅西口より徒歩 5
分。西武新宿線「本川越駅」より徒歩約 15分。

（飯島希）

【コラム】川越の「宝」をたずねて（24）小畔水鳥の郷公園

ベンチからみた小畔水鳥の郷公園 小畔水鳥の郷公園 遊歩道

コラム“川越の「宝」を訪ねて”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」で参加者の皆さんと作成した

“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「小畔水鳥の郷公園」

雨水調節池を整備した公園で、JR川越線「的
場駅」から川越シャトルバスの「小畔水鳥の郷

公園バス停」で降りたところにあります。御伊

勢橋から下流左岸に位置し、その向かい側にな

る右岸には御伊勢塚公園があり、両公園の桜並

木は春の風物詩となっています。

小畔水鳥の郷公園の池の内部にある出島には

多くの鳥が羽を休めさえずっています。穏やか

な日和に見晴らしデッキや遊歩道からバードウ

ォッチングを楽しむなど、レクリエーションの

場と言えますが、一方で防災の機能を担ってい

る公園でもあります。

小畔川は下流の落合橋付近にある入間川と合

流する流域で大雨による浸水被害が発生しやす

いため、過去の災害から学び、洪水が発生しな

い街づくりの工夫として、雨水調節池が造られ

ました。

1964（昭和 39）年から角栄団地の造成が始ま
り、霞ヶ関そして、1970（昭和 45）年を過ぎる
と伊勢原地区にあった工場跡地から団地へと大

規模住宅開発に取り掛かります。この開発も間

もない 1966（昭和 41）年 6月には台風 4号によ



る小畔川の増水で霞ヶ関の一部エリアが浸水、

9月にも集中豪雨によって一部浸水被害が生じ
ています。川と共に生きるからこそ、洪水や浸

水といった自然の猛威に直面しながらも、街づ

くりの中で川と共存するため防災という知恵の

一つとして雨水調節池を造っています。

近年は、気候変動により想定以上の雨量をも

たらす気象の極端化もあって、災害をすべて防

ぐことは難しいですが、都市化していく街に防

災機能の調節池をつくり、その池を平時はレク

リエーションの場として活用するこの小畔水鳥

の郷公園の新緑から濃緑に変わった木々やセキ

レイやシジュウカラ、カワセミなどの鳥の営み

を観察しに出かけてみてはいかがでしょうか。

小畔水鳥の郷公園へのアクセス

〇最寄駅 JR川越線「的場駅」より徒歩 21分、
東武東上線「霞ヶ関駅」より徒歩 24分
〇バスの場合 的場駅より川越シャトルバス（1
4系統）「小畔水鳥の郷公園バス停」よりすぐ
〇車の場合 関越自動車道「川越 IC」より 18
分、圏央道「狭山日高 IC」より 25分

（飯島希）

川越の「宝」全データの KMLファイル（ダウンロード）

小畔水鳥の郷公園周辺の川越の「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）

◆かわごえ環境ネット会員募集

個人会員、団体会員を随時募集しています。会員になると本紙「月刊かわごえ環境

ネット」などの情報をお届けします。年会費は個人会員 1,000円、団体会員 2,000円。
詳細は、かわごえ環境ネット事務局かWebサイト（https://kawagoekankyo.net）へ。



【コラム】川越の「宝」をたずねて（25）なぐわし公園 PiKOA（ピコア）

PiKOA（左）と資源化センター（右） 遊歩道から見た PiKOA 遊歩道から見た資源化センター

コラム“川越の「宝」を訪ねて”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」で参加者の皆さんと作成した

“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、「なぐわし公園 PiKOA」
隣接する川越市資源化センター（2010年 4月
から稼働）から発生する熱エネルギーを有効利

用して、温水利用型健康運動施設や広場等が整

備されたなぐわし公園 PiKOAが 2012年 8月に
誕生しました。

この公園は、市内で初めての温水利用型健康

運動施設で、市民の健康や交流の活動拠点とな

ることを目的として、1991年（平成 3年）から
検討してきた計画で、立案から形になるまで約

20年もの時を重ねてきた施設です。温水プール
に多目的ホール、トレーニングルーム、スタジ

オ、温浴施設、会議室と公共施設として市民料

金で利用可能です。

施設利用の詳細案内は、なぐわし公園 PiKOA
（ピコア）の公式ホームページをご覧ください。

https://information.konamisportsclub.jp/trust/pikoa/
なぐわし公園 PiKOAも隣接する資源化セン

ターも小畔川の遊歩道に面しています。御伊勢

橋から越辺川と合流する下流まで水辺を散策で

きるよう遊歩道が整備されていて、その中間あ

たりにこの施設があります。

この PiKOAという愛称は川越市民からの応
募によって決定しました。「Piazza KOAZE（ピ
アッツァ小畔）」の頭文字を取った造語のようで

す。Piazzaはイタリア語で『広場』を意味しま
す。また小畔はこの地域のシンボルといえる小

畔川からとったもので、子どもから高齢者まで

誰もが小畔川のせせらぎやそよ風に癒されつつ、

日常的な運動や健康づくりなどを楽しむ憩いの

場・地域の交流拠点となる広場として親しまれ

ることを期待してつけられた愛称ということで

す（なぐわし公園だより第 4号より）。まさに小
畔川と親しむ川越市民の活動拠点にふさわしい

愛称ですね。

なぐわし公園 PiKOA（ピコア）を利用した際
は、その裏にある小畔川の遊歩道もぜひ散策し

てみてください。

なぐわし公園 PiKOA（ピコア）へのアクセス
埼玉県川越市大字鯨井 1216（駐車場無料）
〇最寄駅：東武東上線「霞ヶ関駅」より徒歩約

30分
〇バスの場合

PiKOAシャトルバス：霞ヶ関駅（北口）より
10分；東武バス：土日祝の一部の便で川越駅-若
葉駅間（若 02）で、なぐわし公園経由

（飯島希）

なぐわし公園 PiKOA 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）



【コラム】川越の「宝」をたずねて（26）霞ヶ関カンツリー倶楽部
コラム“川越の「宝」を訪ねて”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、「霞ヶ関カンツリー倶楽部」

東京 2020オリンピック競技大会のゴルフ競
技場になっている霞ヶ関カンツリー倶楽部は、

發智庄平（笠幡の旧家の当主）の尽力により 19
29年（昭和 4年）に開設されました。当時は、
世界恐慌の最中であり、6年前の関東大震災（1
923年）による経済打撃も引きずっている社会
情勢の中でのことです。

開設当初は、本オリンピックの会場となって

いる東コースのみでしたが、1932年には西コー
スも完成し、日本で初めて 36ホールを持つゴル
フ場になりました。戦後は米軍によって接収さ

れますが、東コースは買い戻され 1952年に 18
ホールが復旧、西コースも野戸池周辺の土地を

買って 1954年に西コース 18ホールが完成、36
ホールが復活しました。36ホール復活の 2年後
には西コースで日本オープンが開催され、さら

にその翌年には東コースで東洋初のカナダカッ

プ（現ワールドカップ）が開催され、日本にゴ

ルフブームをもたらしました。

2017年 11月 5日には、訪日したアメリカ合
衆国大統領ドナルド・トランプ大統領と安倍首

相がここでプレーをしながら首脳会談が行われ

ました。霞ヶ関カンツリー倶楽部が開設した 19
29年から一世紀近く経つ 2021年、この東コー
スでオリンピックゴルフ競技が開催されていま

す。

霞ヶ関カンツリー倶楽部の開設に尽力した發

智庄平は、ゴルフ場が村の人々の仕事場になり

村の発展につながるとの考えから建設を決意し

たと、参考文献にあります。發智庄平は、郷土

発展の礎となる人材育成のための教育者もめざ

し、笠幡学校教師・校長、鳳鳴学校訓導、黒須

高等小学校訓導兼校長を勤め、その後は黒須銀

行頭取、霞ヶ関村村長、日米生糸株式会社取締

役、埼玉育児院院長など歴任し、1936年に 73
歳で亡くなりました。生涯をかけて道徳の普及

振興、勤勉貯蓄や殖産の奨励、社会改良のため

教育や社会事業に取り組んだ人物です。

目に見えない“想い”が、目に見える“霞ヶ

関カンツリー倶楽部”の姿となってその時代の

人々を魅了し続けていることが、川越市の宝で

すね。

この霞ヶ関カンツリー倶楽部は、41万坪に及
ぶ広大な敷地に約 1万本余の樹木があり、季節
の鳥たちの暮らしの場にもなっています。この

自然環境を活用して自然のなかで遊戯や散策を

楽しめるよう近隣の幼稚園や保育園の園児ある

いは養護施設の方々に休業日に施設を開放した

り、地元中学校生徒の職場体験活動の受け入れ

も行っていたりいて、地域の人々と森の生き物

が共生する場という、もう一つの顔を持ってい

る霞ヶ関カンツリー倶楽部にも親しみが湧きま

す。

霞ヶ関カンツリー倶楽部東 18 番ホールの池

（2016 年 8 月 3日「気温等観測調査」にて小瀬撮影）

霞ヶ関カンツリー倶楽部

埼玉県川越市大字笠幡 3398
https://www.kasumigasekicc.or.jp

（飯島希）

参考文献

霞ヶ関カンツリー倶楽部と発智庄平－川越にオリンピッ

クがやってくるまで、川越市立博物館（2021.7）
編者注 9月 5日（日）まで上記参考文献の特別展示が
川越市立博物館で行われています。詳しくは川越市ホー

ムページでご確認ください。



川越の「宝」をたずねて（27）安比奈親水公園

広大な芝生エリア サイクリングロード サッカー場

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「安比奈親水公園」

入間川の河川敷を利用した安比奈親水公園は、

およそ 18ヘクタールもの広さがあり、テニスコ
ートやサッカー場、野球場といった各種運動施

設もあることから、多様なレクリエーション活

動の場となっています。

入間川の左岸に広がる広大なこの公園には南

北に突っ切る“入間川自転車道”があり、この

サイクリングロードを走りながら運動施設や芝

生広場、釣り場も見ることができ、川越市で 2
番目の広さを持つこの公園全体を体感できます。

かわごえ環境ネットが設立 20周年記念とし
て今年 2月に新訂版を発行した「川越の自然－
雑木林・河川・公園・湧水・社寺林を訪ねて－」

でも「安比奈親水公園」を紹介しています。

水と緑豊かな安比奈親水公園には、ソメイヨ

シノ、ケヤキ、エンジュなど多くの樹木が植栽

されているほか、水路際の河畔林には、エノキ、

ムクノキ、アカメヤナギなどが見られます。さ

らには、多くの昆虫・水生動物といった生き物

も豊富で、自然観察も楽しめる公園です。

川越市は、関東の内陸に位置しながら、入間

川や小畔川、新河岸川といった水路に恵まれ、

川とともに生きていた歴史の中で、緑豊かな自

然とも調和したこの土地そのものが宝だといえ

ますね。

安比奈親水公園へのアクセス

埼玉県川越市安比奈新田 140-1（駐車場無料）
〇最寄駅 JR川越線「笠幡駅」より徒歩約 25分
〇バスの場合 川越シャトルバス（23系統）「泉
福寺」バス停より徒歩 13分
〇車の場合

関越自動車道「川越 IC」より 17分
圏央道「狭山日高 IC」より 18分

（飯島希）

【コラム】川越の「宝」をたずねて（28）三富新田
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「三富新田」

埼玉県入間郡三芳町の上富地区、所沢市の中

富・下富地区に広がる地域の総称で、江戸時代

◆かわごえ環境ネット会員募集
個人会員、団体会員を随時募集しています。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（川越市環境政策課）に問い合わせ
るかWebサイト（https://kawagoekankyo.net）をご覧ください。



から 300年以上も続いてきた循環型農業が営ま
れている地です。

開拓以前は、茅などが広がる武蔵野の痩せた

大地を、「豊かな村になるように」と名付けられ

た「富」の新田へと変化を遂げたのは、雑木林

の落ち葉が肥沃な土に変わったからでしょう。

この大地は短冊状に地割りされ、一戸あたり

の間口は 40間（約 72m）、奥行きは 375間（約
675m）の広大な土地に、屋敷地・耕作地・雑木
林の順に配置されています。雑木林には、ナラ、

エゴ、コナラやクヌギが育てられ、防風林とし

ての役割のほか、燃料となる薪や堆肥となる落

ち葉の供給源となっています。落ち葉は冬に掃

き集めて 1年以上かけて堆肥にし、それを畑に
投入して土をつくってきました。三富開発の時

に入植してきた先人から脈々と続くこの「落ち

葉堆肥農法」は、今も変わらずその農法が守ら

れ、受け継がれています。

元禄 7年（1694年）に川越藩主の柳沢吉保に
よって三富の地に新田開発が始まり、寛延 4年
（1751年）サツマイモがもたらされ、文化年間
（1804～17年）にはその生産が拡大され、「富
（とめ）のイモ」として有名になったようです。

サツマイモのブランド産地となるまで、1世紀
もの歳月がかかっていることを考えると、そこ

に至るまでの先人の営みに敬意と感謝の念を抱

かずにはいられません。

江戸時代からの地割り区画は今も保たれ、そ

の景観は循環型農業と共に保全されてきました。

地割景観は、三富開拓地割遺跡として昭和 37年
（1962年）に埼玉県の旧跡に指定されていま
す。またこの地で 300年以上も続いている「落
ち葉堆肥農法」は平成 29年（2017年）に日本
農業遺産に認定されました。農林水産省では、

令和 4年（2022年）には、国連食糧農業機関（F
AO）へ、この落ち葉堆肥農法を世界農業遺産に
登録されるよう申請する予定です。

江戸時代から始まった落ち葉堆肥農法、その

システム全体である地割景観を昭和に埼玉県が

旧跡に指定し、平成には日本農業遺産に認定さ

れ、いよいよ令和の新時代、三富新田の名とそ

の農業システムが世界に認められる段階になっ

ています。

そんな宝の「富のいも」を、この秋は感謝し

て食べたいと思います。

多福寺へのアクセス

（三富開発の入植農民の菩提寺として建立）

埼玉県入間郡三芳町上富 1542
〇東武東上線「鶴瀬駅」からライフバス「4番
線」、「ふじみ野駅」「鶴瀬駅」からライフバス「6
A番線」にて「多福寺」バス停より徒歩 1分
〇西武池袋線または西武新宿線「所沢駅東口」

から西武バス「上福岡駅西口」行き（所 58-1系
統）にて（または逆方向で）「地蔵前」バス停よ

り徒歩 5分（本数が少ないです）
参考資料

埼玉県：三富地域の歴史（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0
108/908-20091216-188.html）2021.9.22確認

（飯島希）

武蔵野の落ち葉堆肥農法 三富地域マップ いも街道（ケヤキ街道）



三富新田（多福寺）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）

【コラム】川越の「宝」をたずねて（29）脇田新町歩道橋
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）



【コラム】川越の「宝」をたずねて（30）赤城神社とそれを支えるコミュニティ

福田の獅子舞（2018.7.22、右写真も含めて増田純一氏提供） 川越市立博物館での披露（2018.11.3）

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「赤城神社とそれを支えるコ

ミュニティ」

赤城神社は、落合橋近くにある福田赤城神社

のこと。古くから福田の鎮守社として祀られ、

7月 24日前後の土日には福田の獅子舞が奉納さ
れます。獅子は、先獅子、中獅子、後獅子の 3
頭、ササラをもったササラッコ、ハイオイを福

田地域の中学生が担い、伝統的な舞を踊りなが

ら、小学生による縦笛演奏と一緒に町をめぐり

ます。2日目の最後の舞は、熟練の青年が横笛
の音に合わせて舞いますが、川越市の無形文化

財として指定されている福田の獅子舞は地元の

氏子だけによるものではなく、地元の小中学校

の児童にも引き継がれています。2019年のかわ
ごえカフェで紹介されるまで、私はこの福田の

獅子舞は知りませんでした。そしてこの福田の

獅子舞は、江戸期からの福田村の村祭りとして

奉納されていたことを改めて知りました。

福田の獅子舞は、奉納される 7月下旬という
季節から、ちょうど関東地方が梅雨明けするこ

ろであり、日照りを避け、雨ごいや五穀豊穣、

あるいは刈り入れ時の台風回避を祈願してのこ

とで、「令和」という今でも福田の人々の祈りと

なって舞っていることを考えると、時の連続性

に感動してしまいます。

2019年のかわごえカフェで参加者のみなさ
んと作成した“川越のお宝マップ”は、そのほ

とんどが「場所」でしたが、今回のお宝は「場

所＋コミュニティ」という、唯一場所を拠点と

した人々のつながりも含んでのお宝というのが

印象的だったのを覚えています。

コミュニティというだけあって、福田での田

んぼ活動は、NPO法人かわごえ里山イニシアチ
ブの活動報告を本紙で読んでいれば想像がふく

らみます。米作りだけでなく福田という田園の

環境をいかして人と人がつながり、協力しあい、

遊び、学び、笑いあうといった人の温かみのあ

るコミュニティは、川越の「場所」という宝を

さらに進化させた「場所＋コミュニティ＝宝」

として、令和の認識に変わっていくかもしれま

せんね。

福田赤城神社へのアクセス

川越市福田 425（川越駅東口および本川越駅
から東武バス（川越 02・03系統）「城西高校」
バス停下車徒歩約 5分）
参考資料

川越市：市指定文化財 福田の獅子舞（2021.11.20閲覧）
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/bunkakyoyo/bunk
azai/shiteibunkazai/shishiteibunkazai/fukuda.html 2021.11.20

（飯島希）

福田赤城神社周辺の川越の「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）



 

 

 
１－２ 社会環境部会を中心とした

活動 

  



 



社会環境部会の活動報告

2021年度は昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、それ以前の
ような不特定多数を対象とした活動は自粛することとなりました。一方、脱炭素社会に向

けての世界的な動向や、脱成長に関する議論の活性化、2030年までの持続可能な開発目標
SDGsの社会への浸透など、ここ数年はグローバル規模で社会システムの転換期にあるこ
とを実感しています。未曽有の感染症の終息が見えない中、私たちはこれまで以上に自分

が暮らす地域において自然環境とのつながりを回復していくことや、生活スケールからの

社会課題へのアクションが重要になっているのではないでしょうか。

社会環境部会が目標に掲げる「持続可能な社会の構築」、「地球温暖化対策の推進」、「循環

型社会の形成」といった一見個人や市民団体で対応することに臆してしまう大きなテーマ

に関しても、日々の生活やまちでの暮らしにスケールダウンして、世界と今ここを結び付

け、ささやかな変化を実践していくこと、そのためのアイデアを市民団体として発信する

ことを意識した 1年でした。
社会環境部会の担当するコラム「社会と環境について思うこと」では、2021年は 11件

のコラムを投稿し、SDGsや脱炭素社会、身近なエコ活動などに関するテーマを扱い、部
会メンバーで協力して、環境問題に関する意識啓発をしました。

自主活動といては、①6月に「埼玉版 SDGs」についての講座を例会にてオンライン受
講、②12月には環境講演会 2021「脱炭素社会に向けて～市民がやるべきこと 挙げるべき
声～」をウェスタ川越で開催、また社会環境部会の新たな試みとして③農業に関するアン

ケートを行いました。

協力活動としては、④10月に開催された「アースデイ川越 in昭和の街 2021」において
オンラインワークショップ「みつけてみよう‼みんなのおうちからつながる世界 2021」の
出展、⑤7月に開催された「川越若者会議」第 5回会議への参加もしました。

【コラム】社会と環境について思うこと（11件）
（6）SDGsの考え方を生かした取り組みについて ［2021年 1月号 No.171］
（7）暴走する地球温暖化を止めるために！ ［2021年 2月号 No.172］
（8）『健康な笑顔』～ネパール日記から ［2021年 3月号 No.173］
（9）ミミズ利用による家庭生ごみ処理 ［2021年 4月号 No.174］
（10）田んぼは都市のコモンズになり得るか ［2021年 5月号 No.175］
（11）経済成長が気候変動に、脱成長の実現を‼ ［2021年 6月号 No.176］
（12）ごみをお金に代えている徳島県上勝町との比較 ［2021年 7月号 No.177］
（13）大江戸しあわせ指南～身の丈に合わせて生きる ［2021年 8月号 No.178］
（14）脱炭素社会に向けて（1） ［2021年 9月号 No.179］
（15）農ある暮らしを通じた持続可能な社会 ［2021年 10月号 No.180］
（16）脱炭素社会に向けて（2） ［2021年 11月号 No.181］



【自主活動】

①「県政出前講座『埼玉版 SDGs』をオンライン受講 ［2021年 7月号 No.177］
6月 11日の例会の時間を活用して埼玉県における SDGsの推進状況について「県政出前

講座」を受講しました。本講座をきっかけにかわごえ環境ネットも「埼玉県 SDGs官民連
携プラットフォーム」に入会することになりました。

②環境講演会 2021の開催 ［2022年 1・2月号 No.183］
12月 4日、ウェスタ川越にて環境講演会 2021「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、会場には 25名の参加者がありました。また、オンライ
ンによる同時配信も行いました。講演会では、近年の世界的な気候変動に関する状況や、

日本のエネルギー構成と削減目標、そしてわれわれ市民が脱炭素社会に向けて取り組むこ

とについて説明がありました。本講演会を受け、社会環境部会では「脱炭素社会に向けて

わたしたちにできること」の冊子を作成することを検討しています。

③農業に関するアンケートの実施

市民の農業に関する意識を把握し、今後の社会環境部会の活動に活かしていくため、ア

ンケートを実施しました。回答数は 72件（オンライン 35件、用紙 37件）、集計結果は
2022年中にかわごえ環境ネットの広報で報告することを予定しています。
【協力活動】

④アースデイ川越 in 昭和の街 2021への出展 ［2021年 11月号 No.181］
10月 3日～10日にかけて「アースデイ川越 in昭和の街 2021」が開催され、社会環境部

会では、昨年同様オンラインワークショップ「みつけてみよう‼みんなのおうちからつなが
る世界 2021」を実施し、参加者の自宅にあるモノの原産地や生産地を調べ、地図に表現し
表現することで世界とのつながりを考える場となりました。

⑤「川越若者会議」第 5回会議に参加 ［2021年 9月号 No.179］
7月 31 日（土）に川越青年会議所が主催している「第 5回川越若者会議」（於ウェスタ

川越）にかわごえ環境ネットのメンバーが参加しました。第 5回会議は「世代を超えた意
見交流会」という内容で、まちづくりに関心のある多くのプレイヤーと多様な意見を交換

することができましたした。

以下、詳しい活動報告をご覧になり、かわごえ環境ネットの応援をして頂けますと幸いで

す。

社会環境部会代表 増田 知久



県政出前講座『埼玉版 SDGs』をオンラインで受講 社会環境部会

県庁とオンラインでつないで、やり取り

SDGs（持続可能な開発目標）は、特に最近、
新聞、テレビ、広告など、マスメディアで頻繁

に取り上げられるようになりました。社会環境

部会では 6月 11日の例会の時間を活用して、埼
玉県における SDGsの推進状況について「県政
出前講座」を受講しました。

県政出前講座は団体、企業や学校などを対象

に実施しているもので、埼玉県職員がさまざま

なテーマについてわかりやすく説明するもので

す。今回は、埼玉県庁企画財政部計画調整課と、

社会環境部会の例会会場である川越市役所前の

福田ビル 3階会議室をオンラインでつなぎまし
た。講座で説明のあった埼玉県の SDGsの取組
について、以下に報告します。

埼玉版 SDGs推進の重点 2テーマ
①「埼玉の豊かな水とみどりを守り育む」

②「未来を創る人材への投資」

このうち、①「埼玉の豊かな水とみどりを守

り育む」については、本年度は「Next川の再生
の推進」「SAITAMAリバーサポーターズプロジ
ェクト」「森がつなぐ山とまちの未来事業」「プ

ラスチックの持続可能な利用モデル促進」など

が予算事業化されている、ということです。

埼玉県 SDGs官民連携プラットフォーム
このプラットフォームは昨年 9月に県により

設置され、会員は県内の SDGs達成に資する活
動を行う企業・団体です。

プラットフォームの活動内容は、SDGsの普
及・啓発（シンポジウム開催等）、会員間の情報

共有、SDGs活動促進に向けた方策の検討や、個
別テーマを検討する分科会の開催などです。こ

のプラットフォームには重点テーマに関する 2
つの分科会が設置されており、そのうち「埼玉

の豊かな水とみどりを守り育む」分科会には、

次の 4つの課題ごとに検討部会が設置されます。

埼玉県版 SDGs 〜17の目標と県の取組との関連性〜（当日の配布資料より作成）
番号 SDGsの 17の目標 埼玉県の主な取組

1 貧困をなくそう 生活保護世帯等の子供の学習支援、子供の居場所づくり

2 飢餓をゼロに 儲かる農業の推進

3 すべての人に健康と福祉を 健康長寿埼玉プロジェクト、地域包括ケアシステムの構築

4 質の高い教育をみんなに 生活保護世帯等の子供の学習支援

5 ジェンダー平等を実現しよう 埼玉版ウーマノミクスプロジェクト

6 安全な水とトイレを世界中に 川の再生

7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 水素など新たなエネルギーの利用拡大

8 働きがいも、経済成長も アクティブシニアの活躍推進

9 産業と技術革新の基盤をつくろう 先端産業創造プロジェクト、スマート行政の推進

10 人や国の不平等をなくそう 人権教育・啓発の推進

11 住み続けられるまちづくりを 水害などの災害対策、インフラの老朽化対策

12 つくる責任、つかう責任 彩の国資源循環工場、食品ロスの削減

13 気候変動に具体的な対策を 目標設定型排出量取引制度

14 海の豊かさを守ろう マイクロプラスチックの削減

15 陸の豊かさも守ろう みどりの再生

16 平和と公正をすべての人に 児童虐待防止対策の推進

17 パートナーシップで目標を達成しよう 地域支え合いの仕組み



・プラスチック資源の循環利用促進

・水辺空間及び都市公園等の持続可能な利活用

・里山や平地林などの自然環境の保全

・カーボンニュートラルの実現

また、「埼玉県 SDGsパートナー登録制度」（一
定の要件に基づき、企業等に対していわば行政

のお墨付きを与えるもの）のほか、今年度から

行うアプリによる県民への SDGs普及啓発・広
報、学校を通じた普及啓発についての説明も併

せてなされました。

この講座の締めくくりにあたり、講師の佐藤

主査は、本県出身の実業家・慈善事業家の渋沢

栄一について、次のように語りました。

「『道徳と経済は調和させるべき』や、『一人

だけが大富豪になっても、そのために社会の多

数が貧困に陥るようでは、その幸福は継続され

ない』という渋沢の主張は、SDGsの本質に通じ
ます。」

著書「論語と算盤」に代表される「道徳経済

合一説」をあらためて現代にとらえ直す時期に

来ていると思われます。

当日の例会出席者は 13人。いくつかの質疑応
答を経て、講座は終了しました。

なお、県政出前講座には全体で 272のテーマ
が用意されていますが、そのうち環境に関する

ものは実に 28％（76テーマ）を占めています。
「環境問題」が地域社会から地球全体まで、こ

の地球上に住むすべての人々に関わる根本的な

命題となった時代の到来です。

【追記】この講座を受けて、6月 16日開催の理
事会で協議の結果、かわごえ環境ネットが「埼

玉県 SDGs官民連携プラットフォーム」に入会
することが決定されました。

（社会環境部会副代表 中村正幸）

面談後、川越商工会議所前にて

今回、社会環境部会では川越での SDGs「持続
可能な開発目標」の普及状況を把握するため、

私たちの身の回りで SDGsに関する取組を行っ
ている団体にインタビューをしてきましたので、

レポートしたいと思います。

インタビューは、6月 26日（金）に社会環境
部会のメンバー4名（武田、宮﨑、中村、増田）
で川越環境保全連絡協議会を訪問し、事務局担

当の中村隆氏（川越商工会議所経営支援グルー

プ長）と面談しました。川越環境保全連絡協議

会は、大正浪漫夢通りの北側に位置する川越商

工会議所内にあり、環境保全に関する情報交換

や講習会の開催を通じて、環境保全の推進を図

っていくことを目的とする団体です。2020年 4
月時点で、73の事業所と 9名の個人会員が所属
しています。事業所会員の多さがかわごえ環境

ネットとの違いを感じます。事業所会員は工業

系の中小企業が大半で、川越と周辺の市町を拠

点としています。ちなみに、かわごえ環境ネッ

トの会員は 2020年 5月時点で、個人 137、民間
団体 25、事業者 26、行政 1で、合計 189会員と
なっています。

川越環境保全連絡協議会では、2年ほど前か
ら企業が環境や社会に配慮したビジネス展開を

していくため講習会を開催しています。2019年
2月には外務省の国際協力局による「持続可能
な開発目標（SDGs）～日本政府の取組と企業に
おける SDGs～」、2020年 2月には環境省の関東
地方環境事務所による「企業における SDGsに
ついて」と題した SDGsの普及に向けた講習会
が行われました。

今回、川越での SDGsの普及状況に関するお
話を伺う中で感じたことは、中小企業ならでは

の活動の見える化の大切さです。私たちがマス

メディアで目にする大企業は、財源や人材に余

裕があり、SDGsレポートの作成や環境改善に
関わる活動のアピールを積極的に行っている一

方で、中小規模の企業ではなかなかそこまで手

が回っていないところがあるのも現状のようで

す。また、SDGsへの理解と取組に関する個別企
業間の温度差もあるようです。中小企業は身近

な価値創造の原動力になっており、私は身近な

経済活動自体の中にも『SDGsの種』が見いだせ
ると思っています。ただ、SDGsという視点から
の経済活動の見方やアピールのチャンネルをい



かに獲得していくかが課題であると感じていま

す。

SDGsは 17ゴール、169のターゲットからな
る包括的で分野横断的な目標です。そのため、

SDGsというフィルターを通して、これまで行
っていた企業活動を改めて見ることにより、こ

れまで見えていなかった社会的環境的なつなが

りが見えてくることを期待しています。環境に

関わる市民団体として、既存の見方をずらして

みることによる新たな価値の発見が大切になる

のでは、と感じました。

（社会環境部会代表 増田知久）

「川越若者会議」第 5回会議にかわごえ環境ネットのメンバーが参加

参加者の集合写真

7月 31日（土）、川越青年会議所が主催して
いる「第 5回川越若者会議」（於ウェスタ川越）
にかわごえ環境ネットの横山副理事長、菊地理

事、飯島理事、増田の 4名が参加しました。
川越若者会議は、若者の声で街に変化を、Wi

thコロナの時代に川越についてもう一度本気で
考えようということで、川越市が抱えるさまざ

まな課題について話し合う場となっています。

2021年は 3月から約月 1回ペースの開催で、1
0月までの第 8回を予定しており、各回でまち・
ひと・しごと・歴史文化という大きく 4つの枠
組みに関して、体験会や講演会、意見交換会が

企画されています。

かわごえ環境ネットのメンバーが参加した第

5回は「世代を超えた意見交流会」という内容
で、前半は静岡県を拠点に若者を含めた多世代

協働のまちづくりを推進している「NPO法人わ
かもののまち」事務局長の土肥潤也講師より、

「若者の参加でまちが変わる」というテーマで

講演がありました。土肥講師は学生時代よりま

ちに出て若者の声を届けるためのアクションを

実践されており、商店街を始めとした様々なま

ちのプレイヤーと協同していく行動力には大変

刺激を受けました。

会の後半では、ワールドカフェ方式で「まち

づくりに対して自分よりも上の世代に求めるこ

と」、「まちづくりに対して自分よりも下の世代

に求めること」についてグループディスカッシ

ョンが行われました。世代や置かれている社会

状況、歴史的バックグラウンド、関心のある分

野が異なる人同士が共存していくまちの中で、

自分とは違った視点を持っている人と意見を交

わし、対話することの大切さを感じるとともに、

改めてまちの多様性を認識する会でした。

（かわごえ環境ネット副理事長／社会環境部会

代表 増田知久）



講演会の様子 意見交換会の様子

環境講演会 2021「脱炭素社会に向けて～市民がやるべきこと 挙げるべき声～」

講師の山岸尚之先生

（はじめに）

12月 4日（土）に社会環境部会主催の環境講
演会をウェスタ川越会議室 1にて開催し、25名
の参加者がありました。

今回の講演会では、新型コロナウイルス感染

対策に十分注意（検温・アルコール消毒・マス

ク着用・席の間隔確保）を行ったことに加え、

聴講者の数を制限するとの意味合いから YouTu
beを利用したオンライン講演の同時配信も行
いました。

昨今、地球温暖化に伴う異常気象が多発し、

日本も含め世界各地で甚大な被害が報告されて

います。こうした気候危機が叫ばれる中、本年

10月 31日から 11月 13日に開催された国連気
候変動枠組条約第 26回締約国会議 （COP26）
にはおよそ世界 200か国からの参加者があり、
日本からも岸田首相と山口環境大臣等が出席し

ました。こうした状況からも、地球温暖化が人

類にとっていかに深刻な問題であるかが伺えま

す。

今回の環境講演会では、この締約国会議（CO
P）に毎回出席され、政府の気候変動対策への提

言者でもあるWWFジャパンの山岸尚之氏をお
呼びして、「脱炭素社会に向けて～市民がやるべ

きこと 挙げるべき声～」と題する講演及び質疑

応答を行いました。

（講演内容）

山岸先生の講演では、①COP26の議論内容、
合意事項、パリ協定のしくみ、②日本のエネル

ギー構成と削減目標、③われわれ市民が取り組

むべきことについて具体例を交えながらわかり

やすく説明されました。今回の講演の中で特に

印象に残ったのは、次の点です。

・G7とか G20のような主要国会議はあるが、
途上国も含め 190か国の代表が集まるような会
議は他にない。それだけ、気候危機は地球規模

で大事な問題ということ。また、COPでの合意
したルールはそれなりの重みがある。温暖化の

目標は、2.0℃から 1.5℃に事実上シフトした。
・COP26には 4万人の人が集まり、色々な催し
が行われていた。気候危機は特に飢えに苦しむ

子どもたち（弱い立場の人たち）へ影響が大き

いこともあって、ユースの声を聴こうとする雰

囲気があった。日本の若者の参加者もあった。

・日本の石炭火力政策が不評で、化石賞の対象

になってしまった。

・日本の排出量削減目標はよくなってきたが、

政策・実施面では不十分。実効性が試される。

・われわれのライフスタイルを変える努力。一

世帯当たりの二酸化炭素排出量は 5トン/年。
・住・食・移動の中で住の割合が大きい。住で

は電気の割合が大きく、再エネ電力への切り替

え・省エネ家電の利用が重要。食では肉類を減



らすと排出量削減に寄与。移動ではできるだけ

自動車は使わず公共交通機関を利用。電気自動

車の利用も。

・議員選挙には絶対行くこと。気候危機に対す

る姿勢・政策をチェックすること。「選ぶ」こと

で変えることが重要。

（質疑応答）

講演後の質疑応答では、あらかじめ寄せられ

た質問を優先的に先生より回答をいただきまし

た。

・EV利用・技術革新による排出量削減効果につ
いて ⇒日本は、技術偏重の傾向がある。技術は

あっても市場開拓で負けている。アップルの iP
honeのような製品が出てこない。
・入間川での小水力発電の実現性は？ ⇒川の

落差と水量が必要。一級河川の許認可でも難し

い。

・樹林・農地保全の脱炭素化への寄与は？ ⇒

川越市（110?）全部に杉を植えても 30～40年で
300万トン（10トン/年程度）の CO２削減。現状
の市の排出量は約 200万トン/年で効果は小さ
い。

・有機農業の脱炭素化への寄与は？ ⇒CO２削

減効果もあるが、生物多様性にもつながる。た

だし、有機農業は収穫が落ちるので、不足分を

輸入すれば、その分排出量が増える側面もある。

・脱炭素化・地球温暖化を他人に伝え、関心を

持ってもらうにはどうしたらよいか？⇒相手の

人の趣味とか関心のあることと関連づけて話を

してはどうか。（登山が好きな人には高山植物へ

の影響）。

（オンライン配信について）

今回も昨年に引き続きYouTubeを利用したオ
ンライン講演の同時配信も行いましたが、画

像・音声も良好に録画収録されました。「かわご

え環境ネット YouTube」を検索していただくと
講演内容の録画が視聴できます。12月 15日現
在で視聴回数は 89回となっております。
（おわりに）

今回の講演会の開催に際して、ご協力いただ

いた講師山岸尚之先生、オンライン配信にご尽

力いただいた小瀬理事長、川越市・社会環境部

会の関係者そしてコロナ禍の中、足を運んでい

ただいた参加者にこの場を借りまして御礼申し

上げます。

（宮﨑誠）



【コラム】社会と環境について思うこと（9）ミミズ利用による家庭生ごみ処理

自宅庭で管理しているミミズコンポスト 中にいるシマミミズ

今号の社会環境部会コラムでは、かわごえ環

境ネット社会環境部会会員の実際の環境への取

組について紹介します。今回取り上げるのは、

自然の生き物であるミミズ利用による家庭生ご

み処理を実践して循環型社会を提唱している渡

辺利衛さんです。ミミズを飼って 18 年、その経

験と知見を共有するため、同じく社会環境部会

の石川真が取材した協働コラムになります。

家庭生ごみ処理には色々な方法がありますが、

渡辺さんが自宅庭で実践している、ミミズコン

ポスト。ミミズ利用による家庭生ごみ処理のこ

とです。

みなさん、家で出た生ごみはどうされていま

すか？多くの方が可燃ごみとして出されている

と思います。汚い・臭いなどと敬遠されがちな

生ごみですが、もともとは私たちの生活に欠か

せない栄養分をたくさん含んだ食べ物なので、

家庭菜園やガーデニング堆肥として利用するこ

とができます。この家庭から出される生ごみを

少しでも堆肥化（リサイクル）するための手段

として、環境にやさしいミミズを使った生ごみ

コンポストがあります。ミミズは調理くずや食

べ残しなどの有機物を食べて堆肥に変えます。

年中無休で働く、地中の働き者です。

「ミミズコンポストとは」？ 生ごみなどの有

機物を、ミミズと微生物の力を借りて分解し、

黒く、栄養価の高い堆肥（compost）に変える処

理方法、またはその堆肥のことです。比較的簡

単に行うことができるため、ヨーロッパやオー

ストラリアでは各地で普及が進んでいます。

渡辺さんは「飼育環境さえ整えば、ミミズは自

然に繁殖して生ごみを食べてくれる、そのふん

は肥料になる」と話し、この肥料を使って庭で

山芋などの野菜を作っています。

ミミズのふんには、作物の成長に関わる栄養

素が多く含まれています。特に、カルシウムに

関して、ミミズは石灰線という器官から炭酸カ

ルシウム（アルカリ性）を分泌しているので、

酸性に傾いた土壌を弱酸性にして土壌の pH を

矯正できるのも強みです。また、ミミズが有機

物と一緒に飲み込んだ様々な微生物たちのうち、

体内で消化されなかったものはそのままふんと

一緒に出てくるので、ふんには土壌微生物が多

く含まれているのも特徴です。

家庭生ごみ→ミミズを介して肥料→野菜とい

う、自然の生き物を使った自然の循環があり、

庭で作った野菜が生ごみになれば、またミミズ

コンポストから肥料ができ、畑の野菜づくりの

肥料になっていきます。

渡辺さんが推奨する家庭菜園との理想的な組

み合わせとして、

◆野菜くず、いも類、卵のから、茶がら、果物

の皮や芯（スイカ、熟柿）他生ごみ

↓

◆ミミズコンポスト（ミミズのふん、食べ残し

ごみ）

↓

◆家庭菜園（含む草花栽培）

また、ミミズが食べないものとして、ミカン

の皮、ネギ類、からし類、魚の骨（アジ、サン



マは OK）がありますが、これ、は家庭コンポ

ストで雑草と混合させて堆肥にし、家庭菜園に

使うことができます。ミミズの繁殖力や食欲は

環境によってさまざまです。

渡辺さんは庭でミミズ飼育しているコンポス

トを 6 個使用中です。コンポストの蓋を開けて

土の中を探ると、ミミズが元気よく動いている

のが分かります。ミミズは世界中に何千種類も

いますが、身近でよく見かけるミミズの種類と

して、「フトミミズ」と「シマミミズ」がありま

すが、渡辺さんが飼育しているのがシマミミズ。

フトミミズは、庭の枯草の下や畑にいる、長さ

10～20cm の太いミミズで、枯草や落ち葉を食べ

ており、外に出ると活発に動きます。対して、

シマミミズの方は、堆肥（牛ふん肥料など）の

土の中にいる長さ 7～8 センチの細くておとな

しいミミズです。川釣りの餌によく使われ、こ

れが生ごみを食べてくれるミミズです。

シマミミズによる生ごみ処理の利点として渡

辺さんが挙げるのが、

・手間がかからない

・ランニングコストはゼロ（ミミズで生ごみを

処理する為、電気は全く使用しません。電動処

理機のようにイニシャルコストもかかりません）

・ミミズのふんは消毒作用があり、臭いは気に

ならない

・尿も良い肥料になる

他にも、場所をとらない。小さなスペースで

生ごみを処理できます。また、いつでも処理で

きます。ごみステーションまでのごみの運搬、

生ごみの出し忘れ等、生ごみの諸問題から解放

されます。そして、良質な堆肥ができる。ミミ

ズコンポストで生ごみを処理するとたいへん良

質な堆肥ができます。

ここからは、具体的な実施方法について紹介

していきましょう。まず、ミミズコンポストに

ついては、

①市販のプラスチック箱で、少し丈夫で黒色系、

青色系がよい。加工は水抜き（尿抜き）穴を空

ける。

②コンポストの上部蓋は、寒暖のやさしい発泡

スチロール厚さ 3～5cm、箱より 1cm ぐらい大

きく切り、雨水の侵入を防ぐようにする。

③コンポストは、尿や水分が流れやすく、底部

に 1～2cm の枕木を置き傾ける。

コンポストにミミズを入れる作業として

①まずコンポスト底部に畑土（プランターの土

も可）を約 1cm の厚さに入れる（ミミズ残渣（ざ

んさ）もよい）。

②スプレーなどで湿度を与える（適当に）。

③ミミズを入れる（パラパラ）。

④生ごみを入れる。全体に広がるように（箸を

使ってよい）。

⑤畑土またはミミズ残渣を入れる（生ごみが見

えないくらいパラパラと）。

⑥新聞紙を二重厚さ全面に乗せ、スプレーにて

新聞紙が完全に湿ること。※新聞紙は必ず白黒

紙、カラー色は NG。コンポスト内の湿度は新

聞紙の乾き具合で知る。2～3 日で新聞紙が湿度

なく白く乾く場合はすぐにスプレーをする。そ

のうちに新聞紙は食べられて穴だらけでなくな

る。すぐに新聞紙を補充する。

④ ⑤・⑥を繰り返す。

実際の実践での例

例 1：冬場はミミズの活動が弱くなる場合があ

る。そのときは、生ごみは家庭用コンポストに

入れる。

例 2：ミミズコンポストの置き場が日当たりよ

く、真夏に（7 月・8 月）高温になる場合は対策

する（渡辺さんは草運びかご等を上にかけてい

る）。

渡辺さんは、ミミズ残渣を取り出しやすくし

たミミズコンポストをテスト中で、さらによい

ものにするため日々改良を加えています。

（渡辺利衛・石川真）



【コラム】社会と環境について思うこと（10）田んぼは都市のコモンズになり得るか

今年は例年よりも桜の季節が早く終わり、外

に出て身近な自然を味わうのが気持ちのよい気

候になってきました。最近では川越市内でもお

米づくりの準備をする人々の姿が見られるよう

になりました。私自身も 3 年ほど前から NPO
法人かわごえ里山イニシアチブでお米づくりに

関わるようになり、環境にも人にもやさしい生

き物を育む田んぼづくり、地域づくりを微力な

がら実践しています。今回は、社会環境部会の

コラムということで、都市において田んぼが残

っていくことの価値を「コモンズ」というキー

ワードから考えてみたいと思います。

コモンズ（commons）という概念は、なかな

か聞いたことがある方は少ないかもしれません

が、「共有財産としての環境」や「環境を共有す

るしくみ」を意味しており、日本の伝統的な村

落共同体にける入会地（いりあいち）や、また

は単に共有地と訳されることもあります。もと

もとコモンズとは、イギリスの大地主が所有し

ていた土地について、農民たちが土地のアクセ

スの権利、利用の権利を獲得していった流れで

生まれました。そこから発展し、コモンズは「私」

でも「公」でもない「共有」の資源の持続的な

管理方法をどうしていくかといった文脈で使用

されるようになっています。日本においても、

森や海といったコモンズの持続的な管理方法に

ついて、環境社会学のフィールドから様々な研

究が行われるとともに、各地でコモンズを支え

ていくための仕組みづくりが実践されています。

今回のコラムを執筆するにあたり参考にした文

献には、参加型での自然資源の管理の事例が多

く掲載されていますので、ご興味ある方がいま

したら、ぜひお手に取ってみてください。

（参考文献：「コモンズをささえるしくみ-レジ

ティマシーの環境社会学」宮内泰介編、新曜社、

2006 年）

さて、私はこのコモンズという概念を田んぼ

にも応用できないかと考えています。肌感覚的

には、近年の市民農園の広がりや NPO による

お米づくりは、まさに田んぼをコモンズとして

利用、管理していることの実例でしょう。川越

のような中規模都市における田んぼは、農業従

事者の高齢化と後継者不足といった問題が以前

から指摘されており、誤解を恐れずに言うと、

それなりの規模の田んぼにおいて経済的側面で

の持続性は残念ながら行き詰った状況にありま

す。個人的には、こういった問題の背景には、

本来地域の共有資源である田んぼと「所有」と

いう制度があまりなじまないことも要因のひと

つでは思っています。

そんな中、都市に住まう人々の働き方の多様

化、ライフスタイルの多様化が、中規模都市に

おける人と田んぼの関係性に変化を及ぼしてい

ます。この多様なライフスタイルを営む人々の

中には、農ある暮らしに興味を抱き、実際に田

んぼを訪れ、農作業を行い、ゆるやかに田んぼ

との関係性をつくっている人々がいます。そし

て、これまで田んぼを守ってきた農家とこれま

で農と縁があまりなかった人々が協同し、田ん

ぼという都市の共有財産を守り、育んでいくた

めの担い手になっています。

もちろん都市の田んぼすべてをコモンズとし

て利用する必要はありません。休耕田になりか

けている土地、あるいはすでになってしまって

いる土地、はたまた共的な利用のポテンシャル

がある土地において、田んぼをゆるやかなコモ

ンズとしてとらえなおしていくことが、田んぼ

を都市に残していくためのひとつの戦略になり

得るのではないでしょうか。

（社会環境部会 増田知久）



【コラム】社会と環境について思うこと（11）経済成長が気候変動に、脱経済成長の実現を!!
気候変動は産業革命以降に始まったとされて

います。

産業革命は物資の大量生産と流通を可能とし、

消費の拡大を招き、消費の欲望達成のために、

経済を毎年成長させることが国家や為政者の目

標・命題になりました。

結果として、環境より経済の成長を追い求め

る風潮が世界に広がり、今日の気候変動を招い

たとされ、脱経済成長の考え方が必要とされま

すが、その主張は世論に否定されそうです。

令和 2 年通商白書、令和 2 年環境白書に掲載

されているグラフを使用し、経済成長（GDP）
と気候変動の連動状況を考えてみました。

使用したグラフの出典元

1) 令和 2 年版通商白書

2) 令和 2 年版環境白書

1. 紀元後の GDP の推移

GDP：Gross Domestic Product 一定期間内に

国内で産み出された付加価値の総額

・産業革命は 1820 年頃に英国に始まり、GDP
の伸びは急速に加速した。

・蒸気機関の発明は、石炭を大量に掘り出し運

搬することが可能となり、動力源、暖房、製鉄

等に使用され、化石燃料の大量消費が始まり気

候変動（温暖化）を招いた。

紀元後の世界 GDP の推移 1) p.271 第 II-2-2-2 図

2. 1960 年～2019 年までの世界の GDP 推移

・世界全体 GDP は 2019 年時点で 85.9 兆ドル

・1960 年に比べると GDP の規模は約 60 倍の規

模に成長した。

世界 GDP の推移 1) p.271 第 II-2-2-1 図

3. 日本の GDP の推移（1960 年～）と気温

・日本の GDP は 1980 年代から伸びが加速した。

下グラフのように温度が上昇している。

日本の GDP の推移 1) p.278 第 II-2-3-1 図

我が国における平均気温偏差 2) p.11 図 1-2-6

4. 世界の二酸化炭素排出量に占める各国の割

合と 1 人当たりの二酸化炭素排出量

・日本の 1 人当たり二酸化炭素排出量は主要国

の中ではアメリカに次ぐ。

・世界の二酸化炭素排出量に占める日本の割合

は高く、中国、アメリカ、インド、ロシアに次

いで 5 番目



世界の二酸化炭素排出量に占める各国の割合と 1 人当た

りの二酸化炭素排出量 1) p.329 第 II-3-3-17 図

・日本の 1 人当たり二酸化炭素排出量は徐々に

減っているが、より一層の削減が求められる。

・2000 年以降中国の 1 人当たり二酸化炭素排出

量は増えており、人口 14 億人の持つインパクト

は脅威である。また、功利主義的な幸福の保証

が高い経済成長を支えている。

世界の二酸化炭素排出量に占める各国の割合と一人当た

り二酸化炭素排出量の推移 1) p.329 第 II-3-3-17 図

※2017 年のデータと直近のデータでは違いが生じている

ことにご留意願います。

5. グレタ・トゥーンベリさんの訴え

「絶滅の始まりです。なのに、あなたたちが

議論しているのはお金や永遠の経済成長という

おとぎ話だけ。許せない！」と国連総会で訴え

ました。

参考文献 テレ朝 NEWS：温暖化に 16 歳少女「絶滅の始

まりに」国連で涙の訴え（2019/09/24）, https://news.tv-asa
hi.co.jp/news_international/articles/000165112.html

燃料を大量に消費する飛行機を拒みゼロカーボンの移動

手段ヨットで国連に到着したグレタ・トゥーンベリさん（2

019 年 8 月 28 日）

©UN Photo/Mark Garten

6. 脱成長の考え方で進もう。

経済が成長し続けると地球環境にどのような

影響を与えるかを多くの地球人は知っています。

わかっています。グラフからもわかります。

経済規模や生活のレベルはどの辺に置けばよ

いでしょうか。答えは簡単に出ます。

答えは、地球環境を悪化させないように、地

球の限りある資源を浪費せずに、細く長く使う

ことではないでしょうか。地球が破滅しないよ

うに、持続的・永続的に人類が住み続けるため

に使用可能な資源の量を求め、地球の総人口で

割った数値以下の資源を、世界の一人ひとりが

平等に使用することが答えだと思います。当然

大きな痛みを伴います。

大きな痛みを伴う内容を世界や日本で議論し、

方針とする必要があります。脱経済成長の考え

方です。経済成長は忘れましょう。

「絶滅の始まりです。なのに、あなたたちが

議論しているのはお金や永遠の経済成長という

おとぎ話だけ。許せない！」とのグレタさんの

訴えを受け止め持続可能な地球にしたいですね。

領土争いや考え方の違いの争いを早く止め、

地球（世界）が持続可能となる脱経済成長の考

え方に転換し、実行することが焦眉の急です。

時間はわずかです。

（菊地三生）



【コラム】社会と環境について思うこと（12） ごみをお金に代えている徳島県上勝町との比較

川越市は、ごみ処理の費用として、ここ 5 年

間で最も少なかった平成 28 年度（2016 年度）

で 52 億 1 千万円、直近では令和元年度（2019
年度）で 56 億 6 千万円を計上している。これを

人口で割った 1人当たりのごみ経費は 16,023円、

1 世帯当たり 35,214 円の税金を使ったことにな

る（令和元年度の川越市人口 353,456 人、世帯

数 160,831 世帯、住民登録されている数）。

私たちは、家庭ごみを町内の集荷場に置いて

おけば、市の委託業者が収集してくれる。この

費用は上記 56 億円のうち、約 17 億円だそうだ。

テレビでも放映されて注目されている自治体

として、徳島県の山あいの小さな町、上勝町の

ことを調べてみた。上勝町の町民は、家庭ごみ

を上勝町ゼロ・ウェイストセンターというとこ

ろに各自が持参するシステムで、そこでの分別

は 45 品目に区別して置かれている。個々人が細

かく分別して持参している。また、そこから業

者に引き取ってもらうびん、缶、油、紙などは、

すべてリサイクルされ、原料に還元されている

（表参照）。

町に計上されるごみ処理費用はゼロ、即ちご

み処理のために税金は使われていないことにな

る。町民の努力、町職員の努力のたまものだろ

う。

これができたのは、町の人口が 1,500 人とい

う小さな町だから、徹底できたのかもしれない。

上勝町は平成 9 年（1997 年）から、びんは透

明びん、茶色、緑、その他などと分別し、かん

（アルミ、スチール、スプレー）も、プラごみ

（袋、チューブ、ふた、その他）なども、容器

リサイクル対象品を細かく分別する事業を始め

た。そして平成 28 年（2016 年）から 13 種類 4
5 分別収集へと発展させている。その間住民へ

の説明会を再々開いて徹底に努めたようだ。

ごみ処理に税金を投入しなくてよい理由の 1
つは、生ごみを住民 1 人 1 人が自家処理してい

ることだろう。

すなわち、コンポストやバケツなどを用いて、

生ごみを土に還している。一般的に家庭ごみの

中で、生ごみは 50％くらい（重量比）と聞いて

いる。

野菜の水分含有量は、キュウリ、大根、小松

菜、トマトいずれも 94～95％と食品成分表に記

されている。にんじん、しいたけ、えのきだけ

なども 90％以上の水分量が測定されている。

この水分を燃やさないために、土に埋めれば

簡単に土に還り、また堆肥化できない人は乾燥

してごみに出せば、1/10 の量のごみとして出す

ことができる。

上勝町のごみ分別 13 種類 45 分別とその行方（2019 年）1)を再編集・加筆



川越市も、びん、缶、ペットボトルなど分別

して回収しているが、そのびんをさらに無色透

明びん、茶色など分けるのは市の仕事となって

いる。

生ごみ処理に関しても、川越市も平成 3 年（1
991 年）よりコンポストを購入する人に補助金

を支給して、生ごみの家庭での処理をするよう

努力してきている。この 30 年間のコンポストの

補助件数は、約 13,000 個だそうだ。さらに平成

10 年（1998 年）からは、電気式生ごみ処理機に

も購入時に補助をして、その数 2,200 件とのこ

とである。さらにバケツに排水機能の付いたコ

ックがあり、中に生ごみを入れ EM（有用微生

物群）をふりかけておけば水分が抜け、生ごみ

が小さくなる EM 容器への補助件数も約 600 件

あるそうだ。

これら家庭内の堆肥化する器具の補助件数は

延べ 15,800 件、およそ川越市の 1 割の世帯が堆

肥化の努力を重ねていることになる。しかし、

残り 9 割の家庭からは、生ごみが出され、燃や

されて CO2 排出へとつながっている。

堆肥化の難しい方々には、ぜひやっていただ

きたいのは、生ごみの水分を減らすために乾燥

してから出してもらいたい。すなわち生ごみを

ザルやネットに広げて太陽に当て、乾燥してか

らごみとして出してもらいたい。ひと手間余分

の努力がいるけれど、CO2 削減に少しでも貢献

できると思う。56 億円かかっているごみ処理費

用がどのくらい下がるか判らないが、水分を燃

やすために重油やプラスチックなどの助燃材を

投入する量は少なくなり、CO2 削減には効果あ

ると信じています。

上勝町の人たちの努力を少しいただきたいと

思いました。 （浜尾春子）

注）編者が本文中の分別品目数、収集所名称、表を最新の

情報に差し替えました。

参考文献

1)上勝町「ZERO WASTE TOWN Kamikatsu」：
上勝町のごみ分別 13 種類 45分別とその行方, h

ttps://zwtk.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019 ご

みの行方フロー.pdf（2021.6.30 閲覧）

【コラム】社会と環境について思うこと（13） 大江戸しあわせ指南～身の丈に合わせて生きる

石川英輔先生の講演会資料と著書

2010 年 2 月に開催された「第 8 回かわごえ環

境フォーラム」で『江戸の生活に見習えるか？』

というテーマで講演していただいた石川英輔先

生のご著書です。川越環境保全連絡協議会主催、

2013 年新春講演会『2050 年は、江戸時代!!』と

いうテーマでの講演で、この時購入したもので

す。

石川先生は、江戸時代の日本のエネルギー、

資源のリサイクル状況など、江戸庶民の生活の

知恵や合理的でむだのない暮らしぶり、生活を

楽しむ術を紹介されています。

持続可能・永続可能は江戸時代にあると石川

先生から学んだとネットワーク『地球村』代表

高木善之氏に聞いて、石川英輔先生の講演会を

聴きたくて探していたときでした。

『江戸の生活に見習えるか？』江戸の生活ま

で戻るのは、、、難しい。できない!!と思いまし

た。が、『2050 年は、江戸時代!!』となると、こ

どもたちは 60 代後半、孫たちは 30 代、ひ孫も

生まれているかもしれないと思ったら、自分の

できることはしておきたいと思い直しました。

改めて、真夏の江戸の気温の上がらなくする

工夫（土蔵よりも木造、石垣や石畳の冷めにく

さ、土の道と石畳の差、打ち水をどこにいつ撒

けば涼しいかなど、昔からの常識を昔の人は知

っていました）、今日から実践し、伝えていきま

す。

この本のあとがきの中に、江戸時代の日本で、



人々は国内の資源と太陽エネルギーを巧みに利

用してほぼ完全な循環型社会を築き上げ、きわ

めて平和に暮らしていた。（中略）破れ障子も壁

土のはげ落ちも写実的に描かれているし、その

かなりの部分が、私の子どもだった昭和初年と

大差ないので、昔の絵師が手抜きせずに描いて

いることも確認できる。とあります。先生の子

どもだった昭和初年と同じような生活はいつご

ろまで続いたのでしょう。

真弓定夫先生の著書

輸送距離（食品の輸入先からの距離）1)

各国のフード・マイレージの比較（品目別）2)

「せめて昭和 20 年以前の自然からかけ離れな

い生活を！」と伝えてくださった真弓定夫先生。

昭和 20 年前後の生活を比較した一覧表を託さ

れました。昭和 20 年以前の衣・食・住・光・生

活リズム・家事・はきもの等、石川先生の著書

に書かれた『江戸の生活』と重なる部分があり

ます。農村地域の農家だった生家は、昭和 40
年ごろも炊事や風呂は薪、住は木造、火のこた

つに火鉢。食は身土不二（3～4 里以内のもの）。

米・野菜・果樹（柿・桃・ビワ・山桃・ミカン）

や、イチゴ・スイカは、家の田畑で採れた旬の、

もの。ヤギと鶏を飼い、乳と卵も自家製でした。

衣類は通気性のある綿で、切れたり穴があいた

りしたら上手に繕って着ています。壊れた物は

直します。

子どもの頃の家々はひさしが大きく、夏の日

差しや雨を防いでくれました。急な雷雨もそこ

をお借りしたものです。

魚が住める水質（BOD5mg/L）にするために必要な水の量 3)を改変

“かんきょうサロン”での中高理科の実験

「三尺流れれば水清し」

水もきれいでした。我が家は井戸水が基本で

した。山間部の母の実家に行くと、川で鍋や釜

を洗いました。灰と藁（わら）たわしでした。

「下の人たちも使うから、汚さないようにね」

と祖母の声がいつもありました。その澄んだき

れいな川にスイカを冷やします。共同で使う前

の家の人達と一緒に楽しみました。

ミカン山に登る沢の水のおいしかったこと。

今、80 歳越えた方たちの中、「学校の帰り道に、

よく沢の水を飲みましたよ。冷たくておいしか

ったですよ」と話される。

品名 量

魚が住める水質
（BOD5mg/L）
にするために必

要な水の量は風

呂おけ（200L）
に何杯分？

BOD(g) 窒素(mg) りん(mg)

しょう油（濃い口） 大さじ1杯15mL 2.6 2.6 230 27
みそ汁（具なし） お椀1杯200mL 3.8 3.8 260 9.2
牛乳 コップ1杯180mL 20 20 880 150
マヨネーズ 大さじ1杯15mL 20 20 60 12
天ぷら油 使った油500mL 840* 840* 700* 15*

（東京都環境局調べ。ただし、*は国立環境研究所資料）

編者注：出典元は風呂おけ300Lで算出しているが、コラムと実使用に合わせて改変した。



水に関心を持ち“第 4 回水シンポジウム in 東

京”等に参加し、浄水場の所長さんといろいろ

お話が聞けました。「〇〇な状態でと言っている

以上、言えません」とのことです。今でも小学

校の総合学習では「水源もきれいになりたい～

これだけの“汚れのもと”を水に流したら？」

の図を使い学習していると小学校の先生にお聞

きしました。魚の住める水質（BOD5mg/L）に

するために必要な水の量は…風呂おけ何杯分？

風呂おけ 1 杯は 200L です。子どもたちは“汚

れのもと”を排水に流さないようにしています。

公民館での“かんきょうサロン”で、中高理

科の実験をします。水の中を見た参加者の反応

はいろいろですが、「自分の汚した物が自分に戻

って来るのね。今日から流さないようにしない

とね」の発言が多いです。新グループが誕生し

ました。

子どもたちに自然豊かな環境を手渡すために

伝え続けます。 （松岡壽賀子）

出典・参考文献

1) 特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉：BUY LOC
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3) 東京都環境局：とりもどそうわたしたちの川を海を き

ょうからはじめる生活排水対策（2008.3）
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nage/life_drainage.html

【コラム】社会と環境について思うこと（14）脱炭素社会に向けて（1）
はじめに

今年も日本列島は線状降水帯が発生し、各地

に豪雨・水害をもたらした。今年から気象庁も

線状降水帯に関する情報を出すようになったが、

この気象現象が特異ではなく、毎年起こる現象

と位置づけたものである。その原因としては、

東シナ海・西太平洋の海水温が 30 年前の平均温

度より 1.1℃上昇しており、これが水蒸気の発生

量を 1 割ほど増加させているのである。

世界各地からも異常気象のニュースが入って

きており、そのいくつかを挙げてみる。

北米西海岸では熱波に襲われ、今年も大規模

な森林火災が発生し、オレゴン州では、東京 23
区の 2 倍以上の面積が焼失した。また、6 月末

にはカナダ西部で同国最高温度の 49.6℃を記録

したという。北極圏の各地でも 30℃を上回る気

温を観測し、さらに熱波が原因とみられる深刻

な森林火災がシベリア北部で発生し、温暖化を

加速するのではとの懸念が広がっている。

7 月に発生したドイツ・ベルギーのライン川

流域での大洪水では 180 人以上が亡くなり、多

くの町が壊滅状態となった。この豪雨の原因に

ついても温暖化問題と直結して議論されている。

また、中国河南省で発生した大洪水は 1000 年に

一度の豪雨といわれ、鄭州市では地下鉄構内に

まで浸水し、地下鉄車両に閉じ込められた人が

多数亡くなったという。この豪雨の原因として

東シナ海の海水温が一部では平年より 3～4℃
も高かったためとの報道もある。

こうした現象は、地球温暖化の影響により必

然的に毎年のように発生し、人類の生命・財産

に甚大な被害を及ぼすことから、欧州を中心に

政治問題化してきている。日本でも菅政権は遅

まきながら 2050 年のカーボンニュートラル宣

言、2030 年の温室効果ガス 46％削減を発表した。

しかしながら、その中身については具体性に乏

しく、この社会がどう変わっていくのか想像で

きない方も多いと思う。筆者としては、このコ

ラムを利用して「脱炭素社会に向けて」と題し、

シリーズで情報提供していきたいと思う。

脱炭素社会とエネルギー消費

脱炭素社会とは何を意味するのだろうか。日

本では、全使用エネルギーの約 85％は化石燃料

（石油・石炭・天然ガス）でまかなわれている。

それから CO2（二酸化炭素）が燃焼等により発

生することから、脱炭素とはエネルギーを消費

しないか再生可能エネルギーを使うしか方法が

ない。



図 1 一次エネルギー国内供給の推移 1)

図 1 の一次エネルギー国内供給推移を見ると、

2019 年では CO2 を発生させる化石エネルギー

が約 85％で、非化石エネルギーである再生可能

エネルギー（太陽光・風力・地熱・バイオマス）、

水力、原子力が約 15％を占める。ここ数年の傾

向を見ると、非化石エネルギーの比率が増加し、

石油の消費量は、自動車の燃費向上や火力発電

所での使用が減じたことから減少傾向にある。

石炭と天然ガスは主として発電に供されるが、

使用量は横ばいである。

こうした一次エネルギーである天然ガスから

は都市ガス製造や火力発電に供され、石油（原

油）からはガソリン、灯油、軽油、重油等が作

られ、それぞれ、自動車、航空燃料、貨物自動

車等に利用され、重油は電力等に回される。こ

うした使いやすい形となったエネルギーを二次

エネルギーと呼ぶ。図 2 で示すように、この一

次エネルギーから二次エネルギーへの転換に大

きなエネルギーロスが生まれ、これを転換ロス

という。特にロスが大きいのが電力で、通常発

電効率は 40～50％程度で、送電ロスも含め、約

60％のエネルギーは捨てられていることとなる。

すなわち、利用される電力の 1.5 倍のエネルギ

ーが主として熱として捨てられ、その分も CO2

発生の大きな要因である。

図 2 日本のエネルギーの流れ（2019 年度）

1)の「我が国のエネルギーバランスフロー概要」を基に筆者作成

発電によるエネルギーロスと CO2 排出量

9 電力会社により発電される事業用電力は年

間 0.85 兆 kWh にも及び、企業や家庭に届けら

れる。しかしながら、電力を産む過程で発生す

るエネルギーロスは 1.16 兆 kWh にもなり、発

電される電気よりも遥かにロスの方が大きいの

である。事業用電力に使われるエネルギーは日

本の総エネルギーの約 38％を占めるが、そのう

ちロス分が半分以上の 22％も占めるのは不都

合な現実である。

1kWh あたりの CO2 排出量は、電力会社から

報告があり、2019 年の東京電力の電力排出係数

は 0.441kg-CO2/kWh である。この数値が経済産

業省・環境省の認証を受けた後、全国に公布さ

れ、各企業や自治体が使用する電力に対する C
O2 排出量の計算値に用いられる。これを基準に

事業用電力から排出されるCO2排出量を計算す

ると 3.8 億トンとなる。環境省から発表されて

いる 2019 年度の総温室効果ガス排出量は 12.1
億トン（CO2 換算値）、うちエネルギー起源の C
O2 排出量は 10.65 億トンであることから、電力

からの CO2 排出量の割合は 36％となる。

この電力排出係数はどのようにして決まるの

か。

（単位1015　J)

19124 △6182 12942

原子力 537 事業用発電 7316 発電効率 家庭 1835
‹2.8%› 電力 3122 42.6% ‹14.2%›

　　　　　　（0.85兆kWh）
水力・再エネ 2358 発電ロス 4193 57.3% 運輸旅客 1714

‹12.2%› 　　　　　　（1.16兆kWh） （内ガソリン 1341）
自家発電 1425

天然ガス 4510 電力 586 運輸貨物 1230
‹23.3%› 　　　　　　（0.16兆kWh） （内軽油 843）

発電ロス 838
石油 7100 企業 事業所 他

‹36.7%› 8118

石炭 4848 石油精製・化学

‹25.0%› 産出量 6608
消費等 906

地域熱供給

産出量 1008
消費等 248

石炭製品・他

産出量 1839
消費等 527

都市ガス製造　　1736

二次エネルギー転換/損失一次エネルギー国内供給 最終エネルギー消費



表 1 一次エネルギーの燃焼熱・排出係数

表 1 からわかるように、石炭や石油の代わり

に C（炭素）に対して H（水素）の比率が高い

天然ガスの使用割合が増えれば電力排出係数は

下がり、CO2 排出量は抑えられる。しかしなが

ら、前述の図 1 で示したようにコスト面から石

炭の使用割合が下がっていかないのは残念な傾

向である。石炭火力から天然ガスに全面的に切

り替えるだけでも排出係数は約 45％減少し、C
O2 排出量は大幅に低下する。欧州では石炭火力

を全廃にする動きが活発であるが、日本では歯

切れが悪く、海外から非難の的になっている。

将来的には、CO2 を排出しない水素やアンモニ

アによる発電が計画されているが、天然ガスに

比べ、単位体積当たりの燃焼熱が小さく、発電

効率の低下が懸念される。また、水素を都市ガ

スに使うという案もあるが、この場合も熱量の

低下への対応が必要であろう。

水素は、液化してもその比重は極端に低く、

LNG（液化天然ガス）のように液化して運搬し

ても非常に効率が悪い。そのため、別の手段も

考案されている（別の機会に述べたい）。したが

って、水素を大型貨物輸送や大型船舶、航空機

に用いるのは現実的ではなく、代替燃料の開発

が望まれる。ちなみに、燃料電池車トヨタ“MI
RAI”は、水素を高圧（70KPa）で圧縮し、特殊

容器に充填して使用している。ちなみに、今回

の東京オリンピックの聖火には水素ガスが用い

られたという。環境を重視したパフォーマンス

であろう。

排出係数の話であるが、現実的には火力発電

所によって発電効率がかなり異なり、表 2 に示

すように排出係数に大きな幅がある。ここでは、

詳細は省くが、石炭火力で“超々臨界圧”とか

H/C比 比重 電力排出係数*6

g/cm3 kWh/kg kWh/m3 kg-CO2/kWh
石炭 -CH- 1 1.3～1.4*1 11.5 ― 0.74
石油 -CH2- 2 0.861*2 13.5 ― 0.58
天然ガス CH4 4 0.415*3 16.8 12.0 0.41
水素 H2 ー 0.07*4 17.1 3.5 0
アンモニア NH3 ー 0.817*5 6.3 4.7 0
*1：発電用一般炭

*2：アラビアンライト（@15℃）

*3：-164℃の液体状態

*4：-253℃の液体状態

*5：-79℃の液体状態

*6：発電効率40％で算出 出典:日本化学会編：化学便覧（丸善）を基に作成

燃焼熱
“IGCC”（石炭ガス化複合発電プラント）は世

界最高水準の高効率発電という話もあるが、そ

れでも CO2 排出係数は LNG 火力発電に及ばな

い。この点は、しっかり認識すべきである。

表 2 実際の発電所での排出係数

日本で消費する電力1兆kWhから排出される

CO2 を 2050 年にはゼロにするのは、壮大なチャ

レンジだが、それでも日本全体の CO2 排出量の

36％にしかすぎない。経済産業省は 7 月 21 日に

新たな「エネルギー基本計画」の素案を発表し、

2030 年度における電源構成の目標を提示した。

再生可能エネルギーを 36～38％に増やすが、原

子力が 20～22％、石炭火力が 19％を占めるとい

う極めて課題の多い素案であり、多方面から異

論の声が上がっている（別の機会に詳しく述べ

たい）。

家庭でのエネルギー消費

次に家庭でのエネルギー消費について見ていく。

図 3 に示すように、家庭部門のエネルギー消

費量は全体の 14％余りである。しかしながら、

当該部門には自家用車に使われるガソリン等は

含まれておらず、それは、運輸部門にカウント

されている（後述する）。家庭部門の省エネの話

をする場合、経済産業省からのデータだけで議

論すると、認識がずれるので注意を要する。図

4 に示すように、家庭部門の消費エネルギーの

半分は電気であり、電気の排出係数が問題にな

る。仮に、家庭に供給される電気の排出係数が

半分になれば、電気に関わる CO2 排出量は半分

になる。これは、自分の力では変えることがで

きず、国や電力会社に委ねるしかない。筆者と

しては、太陽光発電設置コストがかなり安価（3
kW で 100 万円を切る）になっている現下の情

勢を鑑みると、国の法令で、新築家屋には高断

熱性規格と太陽光発電の設置を義務付け、ZEH
（ゼロエネルギーハウス）をめざす政策を進め

るべきだと考える。

石炭火力発電 0.74～0.94 kg-CO2/kWh
LNG火力発電 0.47～0.60 kg-CO2/kWh
太陽光・原子力 0.02～0.04 kg-CO2/kWh



出典：経済産業省「総合エネルギー統計」を基に作成

図 3 最終エネルギー消費の構成比（2019 年度）1)

出典：日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、経済産業

省「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態

及び世帯数」を基に作成

図 4 家庭部門におけるエネルギー源別消費 1)

運輸部門のエネルギー消費

次に、運輸部門であるが、図 3 に示すように、

全エネルギーの 23％を占める。

図 5 に示すように、旅客部門が約 6 割、貨物

部門が約 4 割の構成である。旅客部門は乗用車

の燃費向上により、エネルギー消費量は年々減

少し、2001年度のピーク時から2019年度は24％
減少している。また、図 6 に示すように、旅客

部門の 8 割は自家用乗用車が占め、その中に家

庭等で使用されるガソリン消費等も含まれる。

自家用乗用車で消費されるエネルギーは全エネ

ルギーの約 11％にもなり、家庭部門の 14％と合

わせると約 25％となり、我々の家庭生活で消費

されるエネルギーは、全エネルギー消費の約 4
分の 1 を占める。家庭生活では、ZEH（ゼロエ

ネルギーハウス）を推奨したが、さらに乗用車

も EV（電気自動車）等の普及で CO2 排出量を

抑えない限り、脱炭素社会の構築は難しいであ

ろう。EV の普及に伴い、電力需要が増加する

ことが予想されるが、100％置き換わった場合で

も電力増加分は現電力需要の 1 割強の増加と見

込まれている。EV 用の電気が化石燃料から作

られた電気を使って充電するのではまったく意

味がないので、やはり、再生可能エネルギーの

普及・拡大が必須と思料する。

注)「総合エネルギー統計」は、1990 年度以降、数値の算出方法が変更さ

れている。出典：経済産業省「総合エネルギー統計」を基に作成

図 　5 運輸部門のエネルギー消費構成 1)

注)「総合エネルギー統計」は、1990 年度以降、数値の算出方法が変更さ

れている。出典：経済産業省「総合エネルギー統計」を基に作成

図 　6 旅客部門の機関別エネルギー消費の推移 1)

おわりに

政府は昨年 10 月、2050 年に温室効果ガスの

排出を「実質ゼロ」にすると宣言した。本年 4
月には、2030 年度の CO2 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「エネルギー基本計画」の素案を発表してい

る。次回は、政府目標に対する課題、実現性に

ついて論じてみたい。 （宮﨑誠）

参考文献

1) 経済産業省：令和 2 年度エネルギーに関する年次報告

（エネルギー白書 2021）, https://www.enecho.meti.go.jp/ab
out/whitepaper/2021/pdf/（2021 年 6 月）



【コラム】社会と環境について思うこと（15）農ある暮らしを通じた持続可能な社会

イチョウウキゴケ

新米の季節になりました。農薬や化学肥料を

使わない自然農法のお米づくりを始めて 2 回目

の収穫を無事に終えました。僕がお世話をして

いる田んぼは、川越市の西部、小畔川と南小畔

川に挟まれた笠幡にある 2 反です。この田んぼ

は 10 年近く休耕田だった場所で、3 年前の秋ご

ろから仲間たちの手を借りて開墾を進めていき

ました。初めは自分の背丈よりも高い草を刈り

払い機でなぎ倒し、ノコで木々を伐採して根を

抜いて、さながら北海道の開拓民みたいだな、

なんて思いながら休耕田を米づくりの田んぼに

戻していきました。1 年目は初めての試みに興

奮気味でせっせと田を耕し、なんだかあっとい

う間に過ぎていきました。

そして 2 年目、田んぼに一度戻った土壌には

水辺を好む雑草がたくさん生えてきました。NP
O 法人かわごえ里山イニシアチブの農法や無農

薬・有機のイネづくりの教科書を参考に取り組

んでいましたが、理論を実践に落とし込むのは

なかなか思うようにはいきません。ヒエやコナ

ギ、他の田んぼではあまり見かけないホソバヒ

メミソハギという草が大量に育ち、稲の生育に

収穫時に稲穂と記念撮影

かなりの影響を及ぼしました。これだけ草の力

強さを目の当たりにしてしまうと、農薬を撒い

てしまおうとう気持ちもわかります。今年はコ

ロナ禍ということもあり、市民活動やイベント

も自粛傾向で、街中に出る機会がめっきり減り

ましたので、時間があれば田んぼに足を運んで

は草を抜く日々でした。それでも田んぼに行け

ば、キジやアオサギ、コサギ、カルガモ、ツバ

メ、モズなどの野鳥を始め、カエルやトンボな

どの昆虫たちと出会うことができ、生きものた

ちの豊かさに励まされます。6 月にはイチョウ

ウキゴケという準絶滅危惧種のコケ類をみつけ

ました。今年の夏はあまり暑くならず、9 月の 1、
2 週目は雨が続き少々心配ではありましたが、

アキアカネが空を舞い、秋の涼しさを肌に感じ

るころ、稲がすくすくと育つお手伝いをなんと

か終え、稔りの時を迎えました。

自分がお世話したお米を家族や友人、仲間た

ちに食べてもらうことは心からの喜びで、太陽

と大地の恵みに感謝です。都会の生活に慣れて

しまうと、自分たちの生活を支えている資源が

あたかも無限にあるかのように錯覚してしまう

ことがあります。農のある暮らしを少しずつで

すが実践していく中で思うことは、水や土、大

気など自然の循環を身近に感じ、私たちの体を

支える食を大切にしていくことです。そして自

然の循環との接点を生活の中で意識し自らで循

環の輪に入っていくことが、持続可能な社会を

描いていくことにつながっていくのだろうと思

います。 （社会環境部会 増田知久）

収穫の風景



【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)

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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(対 2013 年
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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 2
030 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
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脱炭素電源

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

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】社会と環境について思うこと（17） 身近な公園にある自然の大切さ
（このコラムについて）

今回よりかわごえ環境ネットの広報紙がリニ

ューアルされましたが、社会環境部会の担当す

るコラムはこれまでと変わらず、「社会と環境に

ついて思うこと」という大きなテーマに対して、

日々の生活や世の中の動向を見聞きしていく中

で社会環境部会のメンバーが感じていることに

ついてコラムを通じてお送りしたいと思います。

リニューアル後の第一回は社会環境部会の代

表を務めている増田が、身近な公園にある自然

の大切さについて綴ってみます。

（子どもといっしょに行く公園の風景）

うちには 1歳になったばかりの息子がいます。

子どもができると生活スタイルが一変し、自分

が住んでいるまちの中で、以前はあまり足を運

んだことのない場所や風景に出会い、これまで

とは違った視点でまちが見えてくることがあり

ます。そのひとつが公園の風景です。子どもが



手をつないで歩けるようになってから、家の近

くにある喜多院公園によく行くようになりまし

た。子どもができるまでは小さな公園に足を踏

み入れることはあまりなく、まちを歩いていて

も公園のそばを素通りするのがほとんどでした。

ですが最近では、いざ子どもとお散歩にいって

みると、子どもは小さな自然を楽しむことがで

きる天才だなと感じる場面が多くあります。う

ちの子どもが特別なわけではなく、公園で出会

う園児や他の子たちを見て、どんな子でも自然

を楽しめる本能のようなものが備わっているの

ではと思えます。ほんのちょっとした築山に何

度も登り降りをし、お気に入りの枝を見つけれ

ばいつまでも手から離しませんし、イチョウの

葉が敷き詰められた黄色のじゅうたんの上では

枯れ葉をまき上げていつまでも戯れています。

大人にとっては一見ありふれた何の変哲もない

公園も、子どもの目には小さな自然の宝庫なの

だとしみじみと感じます。

（大人としてできる「プチごみ拾い」）

また、それと同時に別の視点も発見しました。

公園の中にあるプラスチックごみやガラス破片

がよりいっそう気になるようになりました。自

然や物の存在を感じるために、子どもたちは園

内のあらゆるものに手を触れ、素足で踏みしめ、

時に息子はなめて確かめます。身近な大人とし

てできることは、環境を整え、危険なものは取

り除いていくこと。

最近は息子と公園に行ったときにはビニール

袋を持っていき、プチごみ拾いをしています。

小さい範囲の小さい活動ですが、目の前の自然

を全力で楽しむ子どもにとっては大きな意義が

あるのではないでしょうか。今後遊びに行くと

きも、できることから続けていきたいと思って

います。

（増田知久）

秋の終わりの喜多院公園



 

 

 
１－３ 自然環境部会を中心とした

活動 

  



 



2021 年 武蔵野の雑木林 調査・保全活動報告 

武蔵野の雑木林は川越の原風景ともいえる自然遺産ですが、現在次々と失われています。 

市内に 1996 年には 510ｈａありましたが、2019 年は 332ｈａになり、年平均 8ｈａの減少で計

算上はあと 40 年ほどでゼロになります。どこで下げ止まりになるのでしょうか。 

 この冬、市民ボランティアが長年にわたって落ち葉はきをし、生き物調査をし、オオタカも

営巣する雑木林が 1ｈａほど伐採され事業用の用途になります。雑木林は個人所有なのでとや

かくいうものではありませんが、300 年にもわたって引き継がれてきた貴重な自然があっとい

う間に壊されてしまうのは“人類にとっての損失”に他ならないでしょう。何とか社会的に、

今「人新世」で語られている“コモンズ”という形で残す知恵はないのでしょうか。 

1． 「（仮称）川越市森林公園」計画地  

 三芳・所沢・川越の畑作地で営まれている循環型農業（「武蔵野の落ち葉堆肥農法」）が

2017 年に「日本農業遺産」として認定されました。川越の福原地区に「（仮称）川越市森林

公園」計画地として 38ｈａほどのまとまった雑木林（一部畑地）があります。平成 16 年

に公園化の基本構想が出され

ましたが、まだ実現にはいたっ

ていません。その内 10ｈａ余り

の公有地化されたエリアを中

心に「森のさんぽ道」が敷設さ

れ、多くの市民が散歩に訪れて

います。ここは 500 種以上もの

動植物の生息が確認されてい

る、川越でも第一級の在来種遺

伝子プールです。  

実はここは川越の循環型農

業のメッカともいえる平地林

で、今も農用林として活用され

ているエリアがあります。環境

ネット自然環境部会ではこの

すばらしい雑木林を広く市民

に知っていただくため、また次

世代に引き継ぐために自然観

察会の開催や、調査・保全・再

生活動を行っています。  

 

 

 

「森を知り、森を楽しみ、森を育てる」を合言葉に毎月第 2 と第 4 の月曜日の午前

中、20 名前後の会員がボランティアに参加しています。2021 年はコロナ禍ではありまし

たが 20 回活動し、延べ 383 名が参加しました。  

 

参加者

1月 11日 話し合い・観察 来年度の計画 16

25 保全活動 初雁高校向い側 19

2月 8 保全活動 巣箱の点検・取り換え 21

22 保全活動 初雁高校向い側（オドリコソウの森） 19

3月 8 保全活動 初雁高校向い側（オドリコソウの森） 9

22 調査・観察 ウグイスカグラなど早春の花 19

４月 12 調査・観察 スミレ、樹木の新緑 23

26 調査・観察 キンランなど希少種 20

５月 10 調査・観察 キンラン+ クチナシグサ 19

24 調査・観察 希少種調査 20

６月 14 調査・観察 イチヤクソウ、ノヤマトンボ 20

28 保全活動 「武蔵野ふれあいの森」草刈り 19

７月 12 調査・観察 ヤマユリ、クモキリソウ 18

26 保全活動 「武蔵野ふれあいの森」草刈り 16

９月 13 調査・観察 秋の七草 20

27 保全活動 イワガラミのエリア 20

１０月 11 調査・観察 川森の4つのメッシュの精査 19

25 保全活動 イワガラミのエリア 22

１１月 8 保全活動 イワガラミのエリア 22

22 保全活動 イワガラミのエリア 雨中止

１２月 13 保全活動 イワガラミのエリア 22

合計 383

「（仮称）川越市森林公園」計画地　調査・保全グループ

　　2021年活動計画　　実績



（１）冬の雑木林   

 1 月 11 日が年明け最初の活動日でした。この日は例年、一年間の予定を話し合います。その

後、初冬の林内を巡ります。この時期の雑木林は静ま

り返っていて、樹々も葉を落とし梢が青空に映えてい

ます。林床は落ち葉で埋まっています。昨年から顕著

になったナラ枯れ被害木をかなり見かけるようにな

りました。林の衰えがこのような形で出てきました。 

また、この時期に野鳥の巣箱の営巣確認と掃除をし

ています。冬はシジュウカラ、エナガ、アオゲラなど

野鳥の声がよく通ります。20 数個掛けた巣箱を下ろし

て、営巣の有無を確認し掃除をして、また春の繁殖に

備えます。例年 7割くらいの確率で利用されています。

巣箱はシジュウカラが利用するのですが、あの小さな

鳥が巣箱の中に 20 グラム以上の巣材を運ぶのです。

コケ、獣毛、中には毛糸のようなものも集めていま

す。 

年明け早々に農家のクズ掃き（落ち葉掃き）がは

じまりますが、2021 年はコロナ禍で例年の市民を募

集してのクズ掃きは中止になりました。 

この雑木林で最初に花を咲かせるのはウグイスカ

グラです。2 月の中旬には星の形の赤い花が見られ

ます。シュンランもこの頃から咲き始め、5 月頃ま

で長い花期です。また、この季節は落葉樹の冬芽が

観察でき、葉がなくても樹種を確認することができ

ます。これも冬場の楽しみ方です。 

（２）春の雑木林 

 3 月の最初の活動日にはすでにウグイスカグラ、シュンランなどは花を咲かせています。野

鳥ではヤマガラやモズ、コルリ、ルリビタキ、アオゲラの姿が見られます。 

 今年はとても嬉しいことがありました。それは在来のオドリコソウが一面に開花したのです。

初雁高校向い側の林は野菜くずなどが捨てられ、荒れた状況でしたが川越フォレストクラブと

自然環境部会の共同作業でみごとに蘇りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 パピリオナケアまたはアメリカスミレサイ

シン 外来スミレ 最近増えてきた 

オドリコソウ 

 

4/15 オドリコソウの群落  

ナラ枯れのコナラを見る 

巣箱の掛け替え 年々危なっかしくなる 



（３）夏の雑木林 

夏は生き物にとって成長、繁殖の大切な時期です。樹木はいっぱいに葉を広げ、空を見上げ

てもギャップはありません。足元には昆虫、クモ、トカゲの類がうごめいています。2021 年は

東京オリンピックが 7 月 24 日から開催でしたが、その直前まで雨の多い天候でした。それが

終わると猛暑の連続で、雑木林はカラカラになりました。キノコもこの年は少な目でした。  

夏場の雑木林の手入れは旺盛な草との格闘です。この林は外来種はあまり入り込んでいませ

んが、アズマネザサなどは刈っても刈っても繁茂しています。在来の希少種を刈らない様、手

刈りのあと動力で刈払いしています。この作業の中で、たぶん初めてと思われる冬虫夏草の仲

間のオサムシタンポタケが発見されました。メンバーの目が肥えてきて、このようなものを見

逃さなくなった成果でしょう。  

  

 

 

 

 

 

 

 

（４）秋の雑木林 

 2021 年の 9 月、10 月は台風は少なく、倒木や枝折れの被害はあまり出ませんでした。この

年、雑木林にとって悲劇的な現象が確認されました。ナラ枯れの被害がかなり及んでいたので

す。全国的には様々な場所で発生していますが、ついにこの雑木林でも 50 本あまりの被害木

がでました。対策はまだこれからです。詳しくは山中和郎さんの報告をご覧ください。  

11 月になると樹木の実は次第に色づいてきて、ムラ

サキシキブの紫、ガマズミの赤が色をそえます。これ

らの実は野鳥たちの貴重な食べ物になります。そして

種を落とすので樹木の散布役をしていることになりま

す。ウグイスカグラやガマズミはこの雑木林にかなり

の本数がありますが、ほとんどが鳥達の仕事でしょう。

手入れの際に簡単に切られてしまいがちですが、生き

物の多様性のため残す手入れをしています。この頃リ

ンドウが林床を飾ります。薄紫色の釣鐘のような花を

見ると、信州かどこかの高原にいるような気分です。身近にある美しきスポットです。ドング

リは昨年は不作でしたが、今年は豊作でした。  

自然環境部会のメンバーが毎月この地の生き物調査を続けて 15 年ほどになります。植物、

動物（昆虫、クモ、爬虫類、哺乳類など）に関するデータは市のデータベース構築に登録して

将来的に利活用できるようにまとめています。                        

ヒメカバイロタケ 松に発生する ツリガネニンジン今年も咲きました ススキの向こうに畑と林  



ナラ枯れで伐採されたコナラ 

6/28 第 2 武蔵野ふれあいの森の手入れ 

不法投棄ゴミ 

（５）保全・再生活動 

 「(仮称) 川越市森林公園」計画地の公有地の保全再生

活動は 15 年目になります。当初はジャングル状態にな

った放棄地を手入していましたが、最近は生物多様性保

全のため、植生を調査しながらの手入れをしています。

このような課程で新たに絶滅危惧種が見つかったり、在

来のオドリコソウなど希少種の再生につながったりし

ています。  

 昨年からナラ枯れが顕著になり、公有地エリアは市の

方で伐採・搬出をしました。カシノナガキクイムシ被害

の調査のためトラップをかけるなどの協力をしました。  

 夏場は旺盛に育った林床の草刈りをしています。トイ

レのある「第 2 武蔵野ふれあいの森」は散歩する市民も

多く人気のコースです。手刈り班と動力班で丁寧に草刈

りをしています。  

 9 月の手入れ日には霊園の奥にある藪状のエリアのゴ

ミ拾いをしました。タイヤ、薬びん等 10 年以上前と思

われる古いゴミでした。  

 11 月はシュンランやイチヤクソウなど植生豊かなゾ

ーンの手入れでした。ここではイワガラミと思われる種

が見つかり、成長を見守ることにしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 右：1 月から暫くこの森に 

 

 

 

 

 

（報告 賀登環）  

3/22 オドリコソウのエリア 

1 月から暫くこの森に

滞在したトラツグミ 

 



２．池辺公園の調査・保全活動                  

 

池辺公園は入間川流域、八瀬大橋の近くにあり、面積

1.3ha の小さな雑木林です。その昔、くぬぎ山がダイオキ

シン問題で全国的にニュースになっていた頃、その産廃が

一部八瀬大橋河畔に運びこまれていたという情報もあり

ました。そこかしこにゴミ山ができ、明らかに不法投棄ゴ

ミの捨て場になっていました。いまではほとんどが撤去さ

れていますが、一部ゴミ山が残っています。 

 このような背景の中で平成 20 年に川越市により公園化

されました。埼玉県生態系保護協会による平成 19 年の基

本調査でキツネノカミソリ、ハグロソウなどの絶滅危惧

種があることが分かり、開園当初からこれらを保護育成

するために自然環境部会が協力することになり、今日に

至っています。 

また、造園業者の方が草刈り作業時

にアズマイチゲの生息を発見され、川

越ではこれまで確認がなく珍しい種

ですので合わせて保護することにな

りました。 そのアズマイチゲは気難

しくなかなか花を付けませんでした。

この 10 年間、多い時で 30 花ほどでしたが、2021 年の春にはナント、一気に 300 以上の開花でし

た。これまで他市の生息地の調査などして開花の少ない原因を探ってきましたが、分からずじまい

でした。なぜ今、ここでこのように多く開花したのか、例えば十分に葉が広がり栄養を蓄え、開花

期が巡ってきたとも考えられます。来年がどうなるか、引き続き気になるところです。 

 この林はずっと昔は入間川の氾濫があったと思われます。今でも水を好む植生が見られ、エノキ、

イボタノキなどが多くあります。福原地区の乾燥気味の雑木林には見られない植生です。また、ニ

セアカシア（ハリエンジュ）が道路沿いに多いのも特徴です。5 月下旬からの開花期は、いい香り

が漂います。 

 自然環境部会ではこれまで 10 年ほど調査保全活動を続けてきましたが、植物データは 200 種ほ

どです。他では見られない希少種もあり大切にしたい場所です。 池辺公園周辺はモトクロスやサ

バイバルゲーム場、サッカーコートなどに利用されおり、採石場へのダンプの出入りも多くかなり

埃っぽく、荒れた雰囲気です。さらに一時は不法土砂堆積もありました。このような中で池辺公園

はオアシスのような場所です。「コロナ」の影響か、最近は散策に訪れる方も多くなりました。 

                   （報告 賀登環） 

 

2017 2018 2019 2020 2021

アズマイチゲ 20,000

（花の数） 14 10 30 300

ウバユリ・株数 227 167

　　　　・花数 44 32 78

アズマイチゲが群生するゾーン 

表 1．アズマイチゲの経年開花数 

今年のアズマイチゲ 斜面で陽をあびるアズマイチゲ 秋には一面のヒガンバナ 



2021 年 自然環境部会 観察会・調査活動などの報告 

2021 年もコロナ禍が続き社会生活は大きく制限をうけました。当然環境ネットの活動も大きな影

響を受けました。緊急事態宣言発令中は一般市民の方を対象にした観察会などは中止、解除されれば

人数を制限しての開催となりました。「社寺林の観察会」は数年ぶりの開催、「新緑観察会・クリーン

活動」、「キノコの観察会」は人数を制限しての開催。子どもたちが楽しみの市と共催の「虫の観察

会」、「水上公園生き物観察会」は中止になりました。（緊急事態宣言中） 川のイベント「小畔川魚

とり遊び」も中止でした。例年以上に頑張ったのが生き物調査です。それらを以下に報告します。 

    

（１）新訂版「川越の自然」発行                            

 かわごえ環境ネット設立 20 周年記念事

業として発行されました。自然環境部会 

でこれまで集積したデータなどを元に、公

募された編集委員 15 名で作成しました。

A4 版、オールカラー、180 ページの体裁。 

費用は 3000 部で 158 万円。うちサイサン

環境保全基金から 50 万円の助成。 

寄付金を頂いた方への頒布、公共施設への

贈呈などで約 2000 部、残りの 1000 部ほ

どが一冊 700 円で頒布されています。   

観察会の時に紹介しますと、「よくできて

いますね。」などとおほめを頂き買い上げ

があります。他にもクリーン活動や店舗に

置いていただくなどして、市民の目に留ま

り、購入されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「社寺林の観察会」 

日時：2021 年 6 月 20 日(日) 9：30～12：00 

参加者：20 名  講師：山中和郎、稗島英憲 自然環境部会のスタッフ：4 名 

 「社寺林の観察会」は以前、2011 年、2012 年と実施されましたが、その後途絶えていました。こ

の度、新訂版「川越の自然」を刊行するにあたり喜多院・中院の記事もリニューアルしましたので、

この観察会を復活させました。昨年は自然環境部会主催の観察会はことごとく中止でしたが、今年は

参加者人数を少なくして、感染対策を講じたうえで実施しました。Ａグループは中院から出発です。 

市長さんへの報告 



「あの榎がこんなに大きくなったのか。」川越育ちの男性参加者の方が中院駐車場の榎の大木を見

上げて呟きました。川越の子どもたちに「燕が中院の枝垂れ桜をかすめて飛んだ。」（注 1）と歌われ、

いち早く春を告げる樹齢百年の枝垂れ桜には、傷んできた幹に庭師の方が施術用のシュロの包帯を巻

き大切にされています。 

赤松の変異種である多行松のユニークな樹形と磨かれた幹の赤さに感心しながら歩を進めると、

足元に黄色い絨毯が拡がります。見上げてみると楽しみにしていたモクゲンジの花が、樹木全体を覆

うように咲き、梅雨空の下ひときわ黄色く鮮やかです。この観察会を 6 月に行うのは、モクゲンジ

の鮮やかな花を見たいためです。秋には実ができて数珠に使われるそうで、お寺によく植えてある理

由かもしれません。中院は「花の寺」と言われるだけに花が美しい多様な樹木が植栽されています。 

次いで喜多院に向いました。B グループと入れ替わりです。川越では珍しいと言われるアカガシが

数本、幹の中が空洞になりながらも懸命に葉を着けています。アカガシは準絶滅危惧（ＮＴ）です。

生命の神秘を感じていると慈眼堂横の菩提樹の傍らで講師の説明です。「これは釈迦が悟りを開いた

と言われる熱帯性の印度菩提樹ではなく、唐から来たシナノキ属の菩提樹です。日本の寺院では葉の

形が似ているのでこれが植えられたようです。」生態系活動 40 年の講師の説明は丁寧で分かりやす

い。「この木の花、実は先程見たシナノキと同じで、苞と呼ばれる蕾を包んでいた葉の様なものの中

程に着いています。この実も数珠になります。」社寺林にはやはり仏教に縁のある木もあるが、ケヤ

キ、ムクノキ、クスノキ、アラカシ、スダジイ等古くから生育してきた大径木もあります。森林性や

樹洞を利用する生物も、それに依り守られてきているのだと、改めて喜多院の「鎮守の森」のすばら

しさを認識しました。 

「この大木たちも次世代に残っていって欲しいな。」メルヘンチックなモミジバフウの実とマストを

立てたボートの様な菩提樹の実を大事そうに持ち帰る若い女性参加者の後ろ姿を見ながらそう思いま

した。 

（注 1 作詞：こわせたまみ 作曲：若松正司 「春の城下町」より）   （報告 藍谷理恵子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多行松を見上げる 

天海僧正お手植えのコウヤマキ 

質問が途切れない 

モクゲンジの花 根元が空洞になったアカガシ 



小さなキノコ博士  ヒメツチグリ  

（３）「キノコの観察会」 

日時：2021 年 7 月 3 日(土) 9：30～12：00 

講師：大久保彦氏、稗島英憲氏 

場所：「(仮称) 川越市森林公園」計画地、南文化会館 

参加者：19 名、スタッフ 4 名 

 2008 年 9 月に第１回の「キノコの観察会」を始めまして、2019 年まで 12 回行い、昨年はコロナ

禍で中止になり今年は感染対策をとって再開いたしました。当日は朝から雨が降っていたので心配で

したが、開始するころになると雨はやみました。 

 ＡグループとＢグループに分かれ観察会資料と、きのこ冊子を手に元気に林の中へ。初めて目にす

る色とりどりのきのこに大人も子供も大はしゃぎ。最初はきのこにさわることに不安気だったようで

すが講師の説明を聞き、興味がわき採取したきのこはバスケットの中へ。チャウロコタケは「ワーと

っても薄い、ペラペラだー」などと声があがり皆で代わる代わるさわって観察。ホコリタケでは押し

てへこんでも弾力があり、もとに戻るなどを体験。カワリハツの緑系の物は、さわると傘の表面がヌ

ルヌルすると大騒ぎ。チチタケではキズをつけると白い乳液が見るまに噴き出て来るのを見てビック

リ、匂いをかいて「いい匂い、きのこの匂いがする」など。 

 小さなベージュの花のようなヒメツチグリを見て「小さいね、お花みたいだね、本当にきのこなの」

との声も。又林の中は、どこを歩いてもフカフカしていて気持ちがいいねと、とてもうれしそうでし

た。 オニイグチモドキの傘は真黒な鱗片を密生し、割ると赤く変色、皆興味津々、講師の方が鱗片

のボチボチが猪の鼻の感触によく似ているので、イグチと言います。「でも私は猪の鼻は、さわった

ことがありません」と言ったので一同大笑い、楽しい一幕も。ツチカブリやシロハツでも味を試して

「ワーピリピリする、苦い」と散々な方も。 

 再び部屋に戻り採集したきのこを新聞紙を敷いたテーブルに並べ、子供達が用意された紙にきのこ

の名前を書き、きのこの横に置き皆で観察。最後に講師の方々に聞きたいことはありますかとの問い

に、「ここにあるきのこの中で一番珍しい物はどれですか？」講師の方々は、「珍しいきのこは無い

です。」と答えられ皆大笑い。和やかな雰囲気の中、観察会は終わりました。 

（報告 森田たか子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コキララタケ  ぼくも見つけたよ  

あちこちにキノコがありますね  

キノコ鑑定団  



コイヌガラシ  準絶滅危惧

（NT） 

キタミソウ 種子 

北 側 階 段 で ま と め ・

質疑 

（４）キタミソウ観察会 

日時：2021 年 11 月 7 日(日) 9：00～12：00 

講師：福原時夫氏、稗島英憲氏（（公財）埼玉県生態系保護協会会員） 

場所：伊佐沼 

参加者：32 名、スタッフ 6 名 

 この時期になりますとキタミソウが川越伊佐沼で初めて“発見”されたことを鮮明に思い出します。

2018 年 11 月 11 日でした。その経緯は先月号のコラム「川越の自然を訪ねて」に詳しいのでそちら

をご覧ください。キタミソウは「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」の 22 種の動植物

のうちの一つで他の絶滅危惧種とはちがい、強い保護が求められています。今回の観察会は環境ネッ

トとしては 2019 年以来となります。2020 年はコロナ禍で開催できませんでした。この度は埼玉県生

態系保護協会川越坂戸鶴ヶ島支部との共催で実施する運びとなりました。（以後生態系支部） 生態

系支部は伊佐沼で長年、「伊佐沼探鳥会」を開催してきて伊佐沼の環境には尽力してきています。キ

タミソウ発見後は分布調査や生育調査などを始めています。 

 当日は天候晴れ、気温 18℃で快適な観察日和。広報川越で応募された市民 13 名、生態系会員 19

名とかなりの参加者ですので、二つのグループに分かれて行動です。まずは九十川への排水口付近の

群生地へ。ここでまず、グーっと屈伸運動になります。何しろ地面に“かぶりつき”でないと見えま

せん。へら状の小さな葉を確認し、さらにその中にあるまことに小さな数ミリの花が見えた時、参加

者の皆さんからは「えーっ、ホントだ、花の形してる！」と歓声があがりました。ひとしきりキタミ

ソウをみて、次には周りにある草花に視点が向きます。コイヌガラシ、アメリカアゼナ、チョウジタ

デなど湿地性の植物が 10 種以上あります。 

 次は北側の階段や木道のあるところの湿地帯。ここではさまざまな段階のキタミソウが観察できま

した。青々とした葉がしげりこれから開花するもの、既に開花が終わり種子を付けているもの、茶色

くなり枯れかけたものなど。これらのステージの違いは湿り具合に依存しているようで、少し乾いて

くると足早に結実するようです。開花時期も伊佐沼では 10 月、3 月頃とサイクルが 2 回繰り返され

ます。 

 最後は二つのグループが合流し、まとめや疑問点など情報を共有しました。キタミソウを見たのは

初めて、という方が半数近くおられましたので、成果があったと思われます。冊子「川越の自然」も

7 冊購入がありました。  （報告 賀登環） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

城南中学校の 

キタミソウ 葉と花 

中洲の蓮田予定地 ここにも群生 九十川排出口付近 とにかくしゃがみ込む 



（５）古谷湿地魚観察会  10 月 23 日(土) 

 このイベントは環境政策課主催で、協力は自然環境部会です。10 年以上前から行われていますが

悪天候や、増水などでよく中止になっています。今年は

コロナ禍ではありましたが、感染者も少なくなり昨年に

続き実施でした。当日は天気も良く穏やかな日よりで、

親子 10 名ほどの参加でした。 

 今年は市の方で子ども用のウェダーを準備し、お子さ

んも中に入って、夢中で魚とりをしていました。最後に

若いスタッフがジャブジャブと水を漕ぎ魚を追い込み、

子どもたちが「さで網」でキャッチします。でも取りつ

くしたのか、エビくらいしかかかりませんでした。 

 部屋に戻って採捕した魚類をチェックしてみるとオイ

カワ、タイリクバラタナゴなど 15 種ほどでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）城南中学校学習支援 

城南中学校 2 年生の先生から、環境政策課に川越の自然についての講演依頼があり、自然環境部

会で対応しました。コロナ禍で修学旅行が中止になり代替えで「川越の魅力再発見」という総合学習

プログラムになり、その一環としてでした。川越の歴史や、文化財、名物のサツマイモなど 5 名の

講師が講演し、それを基に生徒たちがフィールドワークに出かけるというものでした。私が担当した

「川越の自然」については 10 名の生徒が「(仮称) 川越市森林公園」計画地にフィールドワークに訪

れましたので、自然環境部会のメンバー3 名で対応しました。 

 

 

  （報告 賀登環） 

ガサガサをするといろいろな魚が入る 

サア、追い込みだ！ 採捕した魚類を見る 

10/19 体育館での講演会 11/2 フィールドワーク キノコに注目 落葉溜を見る 



2021年 自然環境部会 生き物調査 

自然環境部会は、環境政策課の「かわごえ生き物調査」に協力して、市内各地の動植物調査をしていま

す。2017年から部会のメインテーマとして取り組んできて、5年目になります。ここでこれまでの調査の

中間まとめをするにあたり、空白のメッシュコードの場所や、種類の報告の少ないものなど、焦点化して

精力的に取り組みました。詳しい報告はフォーラムにて提示します。 

  

（１）笠幡の森 日時：2021年 5月 26日(水) 9：30～12：30  参加者：10名 

行程：尾崎神社集合 → 笠幡の森（2か所） → 鶴ヶ島市太田ヶ谷の森 

野鳥：ホトトギス、キビタキ、アオゲラ、ホオジロ、シジュウカラ、ヒヨドリ、コジュケイ 

昆虫：ナミテントウ、アカシジミ、カノコガ、ヤマトシリアゲ、キアシドクガ、コミスジ、ルリタテハ、

モンシロチョウ、サトキマダラヒカゲ、クサカゲロ

ウ、ヨコヅナサシガメ、アジアイトトンボ、 

マミジロハエトリ、ゴミグモ（可哀想な名前） 

植物：133種 シンミズヒキ、ヤマジノホトトギスなど 

 

専門家グループの調査みたく、それぞれの課題に集中し、

世話役の声はほぼ無視。3か所と欲張ったせいか時間不足でしたが、皆様の集中力で成果は大きかったと

思われます。鶴ヶ島に隣接するこのあたりは福原ほどの乾燥地帯ではなく、ミズキなどが多く多少違いが

あります。太田ヶ谷の森には湧水のビオトープがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川越市の西の方、笠幡地区に「笠幡の森」はあり、個人所有の 6haほどの平地林です。2010 年に「彩の国みどりの

基金」を活用しジャングル状態であった 2.6haが取り敢えず手入れされました。この事業を行った埼玉県川越農林振

興センターから、継続的な手入れを NPO 埼玉森林サポータークラブに打診され、地主、クラブ、振興センターの 3者

で話し合いを行い引き受けることになりました。 

それから 4 年後にもう一箇所ある同じ地主さんの雑木林の手入れも引き受けることになりました。ここが 3.6ha、ま

さに放置された平地林の見本のようなところで、中に枯損木が横たわり、アズマネザサも竹かと見まがうほど太く大き

くなって、一歩も中に入れない状況でしたが、サポータークラブのガンバリで 3 年目くらいに見通せるようになりまし

た。 

 その後も手入れは続いていて、年間 9 回くらい行っています。川越周辺は雑木林や畑が次々と宅地開発され、緑地は

目に見えて減少しています。道路向こうにある県立農業大学校跡地も雑木林が伐採され、企業団地に変貌しつつありま

す。このような中で「笠幡の森」はオアシスのような空間です。武蔵野の雑木林は原則個人所有ですので存続は難しい

問題を含んでいます。 

 植生はさほど珍しいものはなく農用林由来の、コナラ、クヌギ、ウワミズザクラ、アカシデ、ミズキなどが主体で

す。ギンラン、サイハイランがありましたが、いつの間にか絶えています。おじいさん（98 歳）の話では、昔はキン

ラン、ギンラン、オミナエシ、リンドウなどが咲いていた。近隣から落ち葉をもらいに来ていた、とのこと。 

 

笠幡の森 その 1 笠幡の森 その 2 林縁部が奥に 20ｍ 

ほど皆伐されている 近隣の苦情で 

太田ヶ谷の森 希少種がまとめて

保護されている 大丈夫かな 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fphotozou.jp%2Fphoto%2Fshow%2F1433095%2F255480103&psig=AOvVaw2jsJZQ2KTqgGHk-MWIfd-7&ust=1622157548448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDYsIO-6PACFQAAAAAdAAAAABAD


笠幡の森 その 1 

（２）寺尾調節池 6/18(金) 6 名参加 

ヤナギがほとんど伐採され、対岸の学校や住宅がよく見通せる。昆虫はチョウやバッタなど 14 種ほど。 

野鳥はツバメ、カワセミ、セッカなど 14 種。他にウシガエル、メダカ。 

 9/6(月) 8 名参加 

秋になり、植物はセイバンモロコシ、アレチウリが大いに繁茂。湧水のでる小さな流れでタコノアシを見

つける。野鳥は 12 種。昆虫は、チョウ・トンボ・バッタが多く 30 種ほど。ヒメジャノメ、ミヤマチャ

バネセセリがここでは初めて。 

 

 

（３）平塚地区 7/30(金) 7 名参加 講師：牧野彰吾氏 

小畔川と入間川に沿っての土手沿い調査 植物は土手、河川敷、湿地の種類が 80 種、昆虫は約 34 種と

多くの生き物が観察されました。ノカラマツ、ヌマトラノオ（RD）、ウマノスズクサ、アカハネナガウン

カなど珍しいものがありました。 

 

 

（４）下広谷地区 9/29(水) 7 名参加 

川越の北西部、坂戸市との境界あたりのわずかに残ったメッシュコー

ドの 3 か所を手分けして調査しました。大堀山館跡から少し北へ移動

したあたりで、RD 種は見つかりませんでした。（右写真） 

 

（５）城西高校から入間川河川敷 10/15(金) 7 名参加 

城西高校の北側は入間川、越辺川が合流し、広大な河原風景が広がりま

す。土手沿いに河川敷まで調査しました。ほとんどは強力な外来種の連

続ですが、こんもりした樹林の中には在来種もあり、100 種近くみつか

りました。 

 

自然環境部会ではできるだけ空白のエリアが無いように、個人で、グル

ープで精力的に調査に歩きました。 

                 （報告 賀登環） 

笠幡の森 その 1 笠幡の森 その 1 笠幡の森 その 1 

笠幡の森 その 1 

笠幡の森 その 1 笠幡の森 その 1 



【コラム】川越の自然をたずねて（93）巨樹・古木巡り（その 1）

 
並木の大クス（川越市並木 277） 

 川越市には 9か所に天然記念物として指定さ

れている樹木があります。これらを中心に川越

市内の巨樹・古木の一部をご紹介します。多く

の特例がありますが、巨樹は基本的には「胸高

130cmの幹周りが 300cmを超えるもの」と定義

されています。その多くは神社仏閣にあり、観

光を兼ねて巨樹・古木の魅力を堪能されてはい

かがでしょう。 

 1934 年に県指定天然記念物に指定された並

木の大クスは、並木大クス公園内にあり、2000

年ごろ 6m であった幹回りは今では 7m を超え

ています。 
 松江町のイチョウは出世稲荷神社にあり、市

指定天然記念物第 1号で鯨井のヒイラギととも

に 1958 年に指定されました。枝はかなり切られ

ていますが、2 本のイチョウのうちの 1 本は幹
周りが792cmあり、イチョウとしては川越一で、

街中にあって堂々と巨樹の威厳を保っています。

鯨井のヒイラギも川越一で、幹周りが 230cmあ

ります。 

 下小坂の白鬚神社にある大ケヤキは、川越一、

二の幹周りが 634cm、630cm ある巨樹で、参道

を挟んでお寺の力士像のように根元のどっしり

とした風貌は見応えがあります。推定樹齢は 50

0年ですが、樹勢は盛んです。 
 推定樹齢 200年の古市場のヒイラギは、地元

の人にとっては大切な古木で、今まで切られる

ことはありませんでしたが、指定された 2000
年以降、痛みがひどくなり、切られて小さくな

りました。 

 幹周りが 236cmのヒヨクヒバは、サワラの園

芸種で小枝が細長く糸状に垂れ下がり、イトヒ

とも言われています。2013 年に指定された砂氷

川神社のシラカシとイヌツゲは定樹齢が 300年

近いですが、樹勢は良好で、特に幹周りが 388c

mのシラカシは石垣を抱きかかえるように根を

張っているのが印象的です。  （賀登勉）

 
松江町のイチョウ（松江町 1-7-1） 

 
鯨井のヒイラギ（鯨井 1840） 

 
下小坂の大ケヤキ（下小坂 1002）

 
古市場のヒイラギ（古市場 192-4） 

 
笠幡浅間神社のヒヨクヒバ（笠幡1977） 

 
砂氷川神社のシラカシ（砂 640）



 

 

【コラム】川越の自然をたずねて（94）巨樹・古木巡り（その 2）
 前回（1 月号）は、川越市の 9 か所に天然記

念物として指定されている樹木の紹介をしまし

た。これ以外にも、川越市には素敵な樹木があ

りますからご紹介します。 

 古木の推定樹齢は伝承によるものが多い中で、

明見院のシダレザクラは 1779 年の本堂庫裏竣

工時の古文書に記録が残されていて、それによ

ると樹齢が 240年以上となり、その親木は伝承
では樹齢が 360年以上の中院のシダレザクラと

されています。明見院のシダレザクラは台風な

どの被害で枝が折れ、以前は空を覆うほどの桜

花でしたが、今は写真のような姿です。 

 推定樹齢が 360 年以上で、幹周り 465cmの東

明寺のイチョウ（雌木）については、住職の話

として南の大イチョウ（出世稲荷のイチョウ、

雄木）から花粉が飛んできて銀杏がよく実ると

か。根元に前年の銀杏がたくさん落ちていまし

た。イチョウの隣には 1546 年の北条氏康と上杉

朝定の河越夜戦の石碑があります。銀杏の話よ

り合戦の場所が東明寺の寺領だったことが有名

ですね。 

 幹周り 6m、推定樹齢 400 年の三変稲荷神社

古墳のムクノキは、どっしりと古墳の上に立っ

ています。この古墳は、4 世紀後半の前期古墳

で市内最古で、鏡、碧玉製腕輪などが出土して

います。 
 幹周りが468cmのクスノキが川越城富士見櫓

跡にありますが、この場所は、平城であった川

越城には天守閣がないため、3 つあった櫓の中

で最も高い所にあった富士見櫓が天守閣の役割

をしていたようです。 

 幹周りが 471cm、推定樹齢が 200 年の三芳野

神社のクスノキは、大枝が台風で折れ、かなり

剪定されたようですが、とてもそれを感じさせ

ません。ここは童謡「とうりゃんせ」の発祥の

地とされています。 

 また、2016年（平成 28 年）に発行された「か
わごえの巨樹・古木・名木めぐり」で紹介され

た巨樹・古木も枯れたり、安全のために枝が落

とされたりと、かなりの樹木が姿を変えていま

す。喜多院の名物、三本イチョウは 2020年に大

きく切られましたが、現在は元気に芽吹いてい

ます。 
 川越大火で上部が焼けた鴉山稲荷神社のケヤ

キは、2002 年には元気でしたが上半分は枯れて

しまいました。それでも、今でも威厳を保って

います。 

 数年前まで元気だった獅子宮氷川神社のケヤ

キ、灌頂院のサイカチも切り株になりました。

どちらも倒れると危ないということで伐採され

たそうです。何十年、何百年も生きてきた巨樹・

古木にとって今の環境の変化はとても大きいよ

うです。 

 このシリーズでご紹介した巨樹・古木は、 

・「川越市指定木リスト」川越市文化財保護課 
・「かわごえの巨樹・古木・名木めぐり」川越市

環境部環境政策課 

・「小江戸川越 歴史を年輪に刻む巨樹古木たち

 寺院・神社 35選」小泉巧、宜保宏著 

などを参考に選びました。これらの本を参考に

記載されている巨樹・古木巡りをされますと、

川越の樹木や歴史などに対する思いが深まると

思います。 

（賀登勉）

 
明見院のシダレザクラ（今福 677） 

 
東明寺のイチョウ（志多町 13-1） 

 
川越城富士見櫓跡のクスノキ（郭町 2丁目）



 

 

 
三芳野神社のクスノキ（郭町 2-25-11） 

 
獅子宮氷川神社ケヤキの切り株（古市場2） 

 
灌頂院サイカチの切り株（古谷本郷1428）

 
三変稲荷神社古墳のムクノキ（小仙波町4-9-5）

 
喜多院の三本イチョウ（小仙波町1-20-1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鴉山稲荷神社のケヤキ（仲町 10-11） 
 

  



 

 

【コラム】川越の自然をたずねて（95）寺尾調節池周辺の自然
 寺尾調節池は新河岸川の洪水対策の一環とし

て平成 15 年（2003 年）に完成しました。13ha
の広さがあり、元の地質は湿地帯で水田や小川

がありました。調節池造成工事の際に、底にゴ

ムシートが敷き詰められ、その上に土砂が入れ

られています。このような状況なので元の植生

はほぼ失われ、ヤナギ類、外来種が多く繁茂し

ています。 
 自然環境部会ではこの数年、継続的に調節池

とそこに連なる新河岸川周辺の生き物調査を実

施してきました。2020年の記録を紹介します。 
 寺尾調節池は次のような特徴があります。 

① 掘削した軟弱な土砂を盛った土手は、外来

種が多い開放的な空間 
② 湿地を好む植生 

③ 特定の少ない植物種が繁茂 

④ 散策する人が多く、よく踏まれる 
⑤ そばに河畔林がある 

 この環境に見られる昆虫は、水辺に生えるヤ

ナギを食草とするコムラサキ、ヤナギハムシ、

水辺にあるクワにつくクワカミキリ、大群落に

なるオオブタクサにはブタクサハムシ（外来種）

が見られます。 
 土手や草地には開放的な環境を好む多くのチ

ョウが見られ、水辺には清流を好むアオヤンマ

などが見つかりました。草地にはバッタやカマ

キリも見られ、にぎやかな空間となっています。

新河岸川沿いで珍しいアカバネウンカを、夏に

発見しました。 
（右の表は 2020 年の調査結果で、チョウは 6

ページに掲載。） 

 昆虫調査は 2年間ほどの観察で、調節地の全
体はまだ解明されていませんが、今年調節地内

のヤナギが皆伐されたので、今後どのように昆

虫類が変化するのか興味が持たれます。 

（宮澤宏次） 
寺尾調節池における昆虫類の調査結果（2020 年） 

ハラビロカマキリ カマキリ 
コカマキリ カマキリ 
アカハネナガウンカ カメムシ 
アブラゼミ カメムシ 
クサギカメムシ カメムシ 
スケバハゴロモ カメムシ 
ニイニイゼミ カメムシ 
ヒメナガメ カメムシ 
ミンミンゼミ カメムシ 
コガネグモ クモ 
ナガコガネグモ クモ 
アルファルファタコゾウムシ コウチュウ 
ウリハムシ コウチュウ 
クワカミキリ コウチュウ 
コガネムシ コウチュウ 
サビキコリ コウチュウ 
シロテンハナムグリ コウチュウ 
ナナホシテントウ コウチュウ 
ナミテントウ コウチュウ 
ノコギリクワガタ コウチュウ 
ヒメハンミョウ コウチュウ 
ブタクサハムシ コウチュウ 
マメコガネ コウチュウ 
ヨツボシテントウムシダマシ コウチュウ 
アジアイトトンボ トンボ 
オナガサナエ トンボ 
ギンヤンマ トンボ 
シオカラトンボ トンボ 
ハグロトンボ トンボ 
シオヤアブ ハエ 
オオスズメバチ ハチ 
セイヨウミツバチ ハチ 
ウスイロササキリ バッタ 
エンマコオロギ バッタ 
オンブバッタ バッタ 
クビキリギス バッタ 
クルマバッタ バッタ 
クルマバッタモドキ バッタ 
コバネイナゴ バッタ 
ショウリョウバッタ バッタ 
トノサマバッタ バッタ 
ハラヒシバッタ バッタ 
ワラジムシ ワラジムシ 
オカダンゴムシ ワラジムシ 

 
  



 

 

野鳥の月別観察   〇は 2020 ●は 2019 ◎は 2018 △は 2017   2020.12.22 現在 
水
辺
の
鳥 

 
名称 科名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 コメント 

1 アメリカヒドリ ガンカモ ○ 
           

ヒドリガモの群れに一羽 
2 ヒドリガモ ガンカモ ○ ○ ○ ○ 

     
○ ○ ○ 群れで行動し、岸辺の草むらで採餌 

3 カルガモ ガンカモ 
 

○ ○ ○ ○ 
 

○ 
  

○ ○ ○ 
 

4 マガモ ガンカモ 
          

○ ○ 
 

5 コガモ ガンカモ ○ ○ ○ ○ 
     

○ ○ ○ 
 

6 ヨシガモ ガンカモ △ 
            

7 オカヨシガモ ガンカモ ○ ○ ○ 
        

○ 
 

8 ホシハジロ ガンカモ ○ 
          

○ 
 

9 オオバン クイナ ○ ○ ○ 
      

○ ○ ○ 
 

10 バン クイナ 
         

○ 
 

○ 岸辺の草むらに一羽で 
11 クイナ クイナ 

           
◎ 岸辺の草むらに一羽で 

12 アオサギ サギ ○ ○ 
 

○ 
    

○ ○ ○ ○ 岸辺でじっと佇んでいる 
13 ダイサギ サギ ○ ○ ○ ○ 

     
○ ○ ○ 浅瀬を歩き回っている 

14 コサギ サギ ○ ○ 
        

○ 
  

15 ゴイサギ サギ △ 
            

16 カワウ ウ ○ ○ ○ ○ 
     

○ ○ ○ 
 

17 カイツブリ カイツブリ ○ ○ ○ ○ 
  

○ 
  

○ ○ ○ 
 

18 イソシギ シギ 
          

○ ○ 岸辺の泥地を歩き回って採餌 
そ
の
他
の
野
鳥 

19 カワセミ カワセミ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

○ 
 

○ ○ ○ ○ 川に突き出た葦にとまって小魚を 
20 キセキレイ セキレイ ○ ○ ○ 

       
○ 

 
岸辺の泥地を歩き回って採餌 

21 ハクセキレイ セキレイ ○ ○ ○ 
  

○ ○ 
  

○ ○ ○ 
 

22 キジ キジ 
  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    

23 カワラヒワ アトリ ○ ○ 
       

○ ○ ○ 
 

24 モズ モズ ○ ○ ○ ○ 
       

○ 
 

25 オオヨシキリ ヒタキ 
    

○ ○ ○ ○ ○ 
   

調節池の葦原で 
26 ツグミ ツグミ ○ ○ 

 
○ 

         

27 ジョウビタキ ツグミ 
 

○ 
         

〇 
 

28 ホオジロ ホオジロ 
  

○ 
          

29 シジュウカラ シジュウカラ 
  

○ ○ 
         

30 オオタカ ワシタカ ● 
           

新鷹匠橋の近くの樹木の枝に 
31 ノスリ ワシタカ 

 
● 

         
〇 新河岸川の川岸で 

32 トビ ワシタカ 
         

○ 
 

● 新河岸川上空に 
33 オナガ カラス 

       
○ ○ 

   
河畔林に 

 

 
猛禽類 オオタカ（若鳥） 

 
 
 
 

 

 
猛禽類 ノスリ 獲物を食べている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
小さな猛禽類 モズ 



 

 

チョウの月別観察   〇は 2020 △は 2017   2020.12.22 現在 
チ
ョ
ウ 

そ
の
他
の
野
鳥 

 
名称 科名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 コメント 

1 アオスジアゲハ 
アゲハ

チ

ョ

ウ 

     
〇 〇 

  
〇 

   

2 クロアゲハ 
      

〇 〇 
    

河畔林のクサギの花に 
3 キアゲハ 

    
〇 

 
〇 〇 〇 

    

4 ナミアゲハ 
   

〇 〇 
 

〇 〇 〇 
    

5 ナガサキアゲハ 
      

〇 
      

6 ウラナミシジミ 
シジミ

チ

ョ

ウ 

       
〇 

 
〇 

   

7 ツバメシジミ 
   

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
   

8 ベニシジミ 
  

〇 〇 〇 〇 
 

〇 
 

〇 
   

9 ヤマトシジミ 
    

〇 
 

〇 〇 
     

10 ウラギンシジミ 
         

〇 
   

11 キタキチョウ シロチ

ョ

ウ 

  
〇 

 
〇 

  
〇 〇 

    

12 モンキチョウ 
  

〇 〇 〇 〇 
 

〇 〇 〇 
   

13 モンシロチョウ 
  

〇 〇 
 

〇 
  

〇 〇 
 

〇 
 

14 イチモンジセセリ セセリ

チ

ョ

ウ 

       
〇 〇 〇 

   

15 ギンイチモンジセセリ 
       

△ 
    

調節池内のセイバンモロコシの葉 
16 チャバネセセリ 

      
〇 

      

17 アカボシゴマダラ 

タテハ

チ

ョ

ウ 

    
〇 

 
〇 〇 〇 

    

18 アサマイチモンジ 
      

〇 
 

〇 〇 
   

19 キタテハ 
  

〇 〇 
  

〇 〇 〇 〇 
 

〇 
 

20 コミスジ 
     

〇 〇 〇 〇 〇 
   

21 コムラサキ 
      

〇 〇 
 

〇 
  

ヤナギの樹液に 
22 ツマグロヒョウモン 

   
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

   

23 テングチョウ 
     

〇 
       

24 ヒメアカタテハ 
       

〇 
 

〇 
   

25 ヒメウラナミジャノメ 
    

〇 
 

〇 
 

〇 〇 
   

26 ヒメジャノメ 
       

〇 〇 〇 
   

27 ヒカゲチョウ 
     

〇 
       



 

 

【コラム】川越の自然をたずねて（96）アズマイチゲ−妖精の群舞
 アズマイチゲは、埼玉県カテゴリーでは準絶

滅危惧種 NT に指定されている山地性の植物で、
下図の分布図でもわかるように、埼玉県の分布

は西半分の山地に偏っています。 

 
県内のアズマイチゲ分布 

（埼玉県レッドデータブック 2011 による） 

 真ん中の下方にポツンと一点あるところが川

越の池辺公園で、その南西が入間市です。入間

市との関連は、本紙 2019 年 5 月号（No.151）に
報告があります。今回は、画期的な変化のあっ

た池辺公園のアズマイチゲを報告いたします。 

 2008 年に池辺公園が整備された時、造園業者
の方がアズマイチゲの存在に気づき、それ以後

市でも保護対策をとっています。開園と同時に

かわごえ環境ネットが、植生の調査や保全活動

のボランティアを始動し、以後記録を取り続け

ています。これまで 10 年間で、多いときで 10

花前後、少ないときは 5前後しか開花していま
せん。それも日光がサンサンと降り注ぐような

日でないと花を開かないのです。まことに気難

しい相手ではあります。でも、葉の方はどんど

ん拡がってきていて、柵をまたいで違うエリア

にも展葉してきています。アズマイチゲは、写

真のように地下茎に栄養を貯め、そこから芽が

出て繁殖していきますので葉が増えていくので

しょう。葉だけの数は下表（2017 年）のように

20,000 株近くあり、その後増え続けています。 
 しかし、あまりに花数が少ないのはずっと気

になっていて、専門家に聞いたりしましたが、

はっきりしたことはわからずじまいでした。 
 ところが、今年は一気に 300 近くも開花した

のです。2月 22日に最初の開花が確認されまし

たが、この開花日も例年よりだいぶ早かったで

す。アズマイチゲは、スプリングエフェメラル

と呼ばれる春植物の仲間です。落葉樹の葉が展

開する前に太陽を浴び、栄養を蓄え足早に姿を

消します。スプリングエフェメラルとは「春の

妖精」と訳されることもあります。この春のア

ズマイチゲは、まさに妖精が群舞をしているよ

うな光景でした。この開花情報は拡散され、い

つもは人の少ない池辺公園がちょっと脚光をあ

びたかのようでした。この花は、はかなそうに

見えて 3月 18日にも咲いていましたので、開花

期は 20日間以上あることがわかりました。 

（賀登環）

アズマイチゲ開花日、開花数 
年 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
株数    20,000     
開花日 3/12 3/3  3/7 3/1 3/2 2/20 2/22 
開花数  10  14  10 30 300 

 
妖精の群舞（3 月 10 日） 

 
ニホンミツバチ来訪 

 
アズマイチゲの根茎 

 
来訪者 



 

 

【コラム】川越の自然をたずねて（97）オドリコソウの群落
 オドリコソウは、一昔前はどこにでもある植

物でしたが、今はなかなかお目にかからなくな

りました。どちらかというと、半日陰の環境に

育つようです。名前の由来は、花が笠をかぶっ

た踊り子の姿に似ているからだそうです。シソ

科ですので茎の断面が四角で、葉は対生につい

ていて、その下にグルっと花が取り巻いていま

す。花はラッパ状で、その奥には蜜があり、昔

の子どもはそれを吸っていたとか。その蜜を求

めてマルハナバチがやってきて、いっぱい花粉

を付けて飛び回り、受粉の助けをするのです。 
 川越ではどこで見られるのでしょうか。一つ

は「（仮称）川越市森林公園」計画地の、川越初

雁高校向かい側にある雑木林です。ここは小規

模菜園が近くにあり、長い間野菜くずが投棄さ

れていました。10 年以上前にオドリコソウが確

認されていましたが、野菜くずに埋もれていま

した。昨年発足した「川越フォレストクラブ」

と協働でこのエリアの手入れに取りかかり、3

月で一応手入れが終了しました。そうするとど

うでしょう、この 4月には大群落が出現したの

です。オドリコソウは宿根ですので、機会が来

るのをずっと待っていたのです。手入れをした

自然環境部会のメンバーはひとしきり、美しい

花に見入っていました。 
 あと、一か所は川越水上公園です。初雁橋に

近い「千年の森」の林縁部に、白いオドリコソ

ウの群落があります。もう一か所、富士見櫓跡

の敷地に 15年前にはありましたが、すでに地面

がかなり改変されていて現在は見られなくなっ

ています。それ以外では情報を得られていない

ので、ご存知の方がおられましたら教えてくだ

さい。 

 名前のよく似たヒメオドリコソウは外来種で、

それこそ畑、道端、土手、どこでも大群落を作

っています。同じシソ科のホトケノザとともに

真冬以外、休耕畑を一面のピンクに染めていま

す。植物によって繁殖力の違いは様々ですが、

オドリコソウとヒメオドリコソウは違いすぎる

ように思います。        （賀登環）

 
「（仮称）川越市森林公園」計画地の群落 

 
オドリコソウの葉と花 

 
花のアップ

 
川越水上公園「千年の森」 

 
川越水上公園の白いオドリコソウ 

 
ヒメオドリコソウ



 

 

【コラム】川越の自然をたずねて（98）今福ヤマの野鳥たち
 野鳥にとって雑木林は宝ものの自然です。5

月はバードウイークで、春の渡りと重なり珍し

い野鳥を見る（声を聴く）機会が多くなります。

今福の川越台地上に広がるまとまった雑木林、

大量の「落ち葉たい肥」を今でも農家等に使わ

れ伝統的な管理が続いている今福のヤマ。1 年

間かけて探し求めたオオタカの営巣。この経験

が今福のヤマの野鳥と林の役割を観察する契機

でした。 

 ここの自然環境は「くずはき」を行い、循環

型農業に活用されて下草や常緑低木が刈られ、

人が入りやすい林内、シノ竹が残されてヤブと

なっている林縁、薄暗い竹林、つる植物がちょ

っと入りにくい林縁と狭い面積でも野鳥にとっ

て多様でやさしい環境が見られます。しかし、

乾燥した台地上なので野鳥の水場はありません。 

 11年間、5月の渡りの季節は毎朝、10月から
は「手入れ作業」をしながらの観察、冬の「く

ずはき」後に姿を現す冬鳥をルーチンのように

眺めてきました。この間に見つけたのは 48種類

の野鳥です。野鳥の行動別に分けてみると、林

に移動・定住している野鳥の種類は 19 種です

（観察数の約 40％です）。夏鳥は 13種、冬鳥は
15 種で、不明が 1種。 

 
キビタキ（宮澤宏次氏撮影） 

 林を日常的に活用している野鳥は、採餌、子

育てに林の環境を利用します。夏鳥は 4月から
姿を見せます。この林に 1 週間程度休んでから

夏の営巣地に旅立っていきます。その野鳥の中

でもキビタキはこの数年以来、この林で営巣し

子育てをしています。5 月中旬を過ぎてもオス

のさえずりが聞こえるので、観察しているとメ

スが虫をくわえているのに遭遇しました。巣は

見つかりませんでしたが、営巣の確証を得るこ

とができました。中継地として利用していた雑

木林を繁殖地に選んだ理由はわかりませんが、

欠けていた条件が揃ったからなのでしょう。こ

の条件がわかると野鳥と雑木林の自然環境の関

連がわかり、林の役割がより詳しくなるのかも

しれません。 

 冬鳥は夏鳥と違って中継地点ではなく、人が

行う「くずはき」に依存して厳しい冬を乗り越

える目的があります。モズ、ヒタキ類、ツグミ、

シロハラは人の営みに依存して作業している人

の近くまで寄ってきます。最近では珍しくなっ

たトラツグミ、クロツグミを見つけました。 

 この林で、減っている野鳥はイカル、カッコ

ウ、ビンズイです。観察例が少ないのはウソ、

コサメビタキ、キセキレイ、カシラダカ、カッ

コウ、オオルリです。1990 年代に下松原の雑木

林（今は森林公園計画地に）で「いたばし野鳥

クラブ」と“5年間の野鳥調査”をした時代は 6

8 種類の野鳥を観察しています。林の広さ、自
然の多様性と調査能力は大きく異なりますが、

雑木林が野鳥の生息や移動に欠かせない場所で

あることが見てとれると思います。 
 夏鳥は、新緑に蛾などの幼虫が一斉に発生す

る時期に渡ってきて、これらを捕食して渡りへ

の体力をつけます。また定住の鳥たちにとって

も子育ての絶好のチャンスとなり、つながり合

った生態系が野鳥や林のサステイナブルや共生

を維持する大きな役割を果たします。 
 繁殖地と越冬地が分かれている野鳥は、その

両方の自然環境が保全されなければ絶滅の危険

が増加します。川越の雑木林は中継地点および

繁殖地、越冬地としての大切な役割を持ってお

り、野鳥の保護を推進するためには、積極的な

保全が求められていると思います。「Today Bir
ds, Tomorrow Men」の言葉をかみしめ、“明日



 

 

を予測して”身近な自然環境の大切さを感じて

もらいたいと考えます。 

（福原水と緑の会 過昌司）

11 年間の野鳥調査のまとめ 

 

【コラム】川越の自然をたずねて（99）川越市森林公園計画地の野鳥よもやま話

 
アリスイ（2021.1.15 宮沢宏次氏撮影） 

 昔と今の森の違いを一言で言えば、森が明る

くなったということでしょうか。昔というには

短すぎますが、私がこの森の近くに住んでほぼ

40 年になります。森面積は約 50ha で歴史 350
年の人工農用林で、元々私有地、現在では 20％

ぐらいが公有地になりました。樹種は少なく 10

0 種に満たないくらいです。 
 森は我が家に近く、散歩に適した距離にあり

ます。したがって当会創立の 20年前にはこの森

とのつながりを持っていたことになります。 
 たとえばこの森で初めて出合った鳥がアカシ

デに止ったキビタキでしたが、野鳥との縁が深

まるきっかけになりました。その後、別会イベ

ントで朝 7時から早朝探鳥会を幾度となく繰り

返し、鳥への知見も増えていきました。アカマ

ツの多い林内は薄暗いところが多く、メジロや

ウグイスの密猟を目撃したこともありました。

世間ではかすみ網でのツグミの大量密猟が新聞

ニュースとなっている時代でした。 
 オオタカは大きな巣を造りますが、アカマツ

の横に張った枝はそれに適していました。マツ

クイムシによる被害が始まり、アカマツのほと

んどが伐採されました。森が明るくなったのは

これが原因でした。コジュケイが少なくなり、

今ではほとんど姿を見ません。アトリ、イカル、

ホオジロ、アカハラのほか、夏はオオルリ、キ

ビタキ、センダイムシクイ、エゾムシクイ、ホ

トトギス、カッコウが常連で、時にはレンジャ

ク、ウソ、アトリ、サンコウチョウ（鳴き声）

定住か移動 回数 夏鳥 回数 冬鳥 回数 
オオタカ 11 キビタキ 10 シロハラ 10 
コゲラ 11 センダイムシクイ 8 ツグミ 10 
コジュケイ 11 ツバメ 8 モズ 10 
シジュウカラ 11 イワツバメ 6 ジョウビタキ 9 
ハシブトガラス 11 アオバズク 1 カケス 8 
ヒヨドリ 11 イカル 1 アオジ 7 
アオゲラ 10 オオルリ 1 アカハラ 7 
エナガ 10 カッコウ 1 ルリビタキ 7 
メジロ 10 クロツグミ 1 シメ 7 
カワラヒワ 9 コサメビタキ 1 アカゲラ 5 
ガビチョウ 9 ホトトギス 1 トラツグミ 2 
キジバト 9 マミチャジナイ 1 ビンズイ 2 
ホオジロ 9  ソウシチョウ 2 
スズメ 8 カシラダカ 1 
ムクドリ 8 ウソ 1 
ヤマガラ 8   
ウグイス 7 不明  
オナガ 6 カオグロガビチョウ 1 
ハクセキレイ 3   
キセキレイ 1 ※ 回数は 11 年間に見られた年数 



 

 

などもこのころ確認されています。 

 当会創設の少し前、川越市森林公園計画地構

想ができ上がったと記憶していますが、バード

サンクチュアリ設置もその計画に含まれていま

したが、結局は夢と消えてしまったことは残念

でなりません。 
 時が流れ、「森のさんぽ道」が整備されてこの

森が市民に開放され、いろいろな観察会なども

増えましたが、野鳥の観察会は少なくなってい

きました。野鳥が減少し、その対象ではなくな

ったのです。 

 最近のコロナ禍で、このさんぽ道に大きな変

化がありました。マスク姿の人出は列をなし、

一時ふくれ上がったこともありました。その中

に野鳥を探すカメラマン（以下 BKさんと記す）
が目立つようになりました。 

 実は私自身、この森での野鳥観察を怠けた反

省もあり、今年から野鳥に集中して散歩しよう

としていました。BK さんの数も増えており、

この方々から情報を得るのも観察の一つと考え

たのでした。「何か出ましたか」と BKさんたち

に近づきました。この一言が大きな結果をもた

らすことにつながったのでした。 

 今年、1 月 31 日（日）朝、初めて会った BK
さんに近づき挨拶したところ、その方は得意げ

にカメラの影像を見せ「アリスイがいました

よ！」と・・・。すぐ近くの木の上に止ってい

たのだというのです。私はひじょうにビックリ

しました。アリスイは知ってはいても見たこと

もなく、この森ではもちろん初記録で、川越全

域でも他にはないと思っています。 

 私はかなりの興奮を覚え、このフィールドで

活動する誰かにこの新情報を知らせたい衝動に

駆られました。 

 この後、なぜかいつもと違うコースを歩いて

いると、自転車姿のM 氏に出会いました。M氏

はこの森の野鳥の貴重な映像を多く撮られてお

り、このアリスイを撮ってほしい第一人者でし

た。アリスイのことを告げ別れましたが、さら

なる偶然が続きました。氏からのメールを見て

二度目のビックリ。「コゲラかと思って撮った写

真を引っ張り出して見たところ、それはコゲラ

ではない。まさかと思うが・・・？」。M 氏の

写真はコゲラの色合いに似たアリスイの姿だっ

たのです。撮影は 1月 15 日（写真）で BK さん
より半月も前にM 氏が捉えていたのでした。 

 散歩のついでに野鳥を観ようなどといういい

加減さを反省し、野鳥に立ち向かうひたむきさ

と辛抱強さを改めて思い知らされた“大ニュー

ス”のひとコマでした。 

 ついでながら、最近出合った渡り鳥または漂

鳥を列記しておきます。 

 今年、4月～6月初めまでの記録では、キビタ

キ（姿）、センダイムシクイ（声）、ジュウイチ

（声）、ツツドリ（声）、サンコウチョウ（声）

でした。最近は確認できていない鳥としてカッ

コウ、オオルリ、エゾムシクイ、オオタカ（今

年だけ未確認）などがあります。イカル、カシ

ラダカ、モズ、ホオジロなどにもめったに出合

えなくなりました。 
 昔、ある冬の日、ミソサザイが森近くの農家

の古い納屋に出入りしているのを懐かしく思い

出します。          （稗島英憲） 
アリスイとは 1) 
薄い灰褐色に細かい模様。 
全長：17cm 
東北北部や北海道の林の周辺や草地で繁殖し、秋冬は本州

以南の林の周辺やヨシ原などに移動。 
スズメよりやや大きく、細長く見える。 
小鳥のように枝にとまる（×他のキツツキ科）。 
長い舌をのばしアリを好んで食べる。 
繁殖期にクイクイクイと鋭い声で繰り返して鳴く。 
出典 
1)日本野鳥の会「BIRD FAN」：アリスイ https://www.birdf
an.net/pg/kind/ord16/fam1600/spe160000/（2021.6.30 閲覧）

 



 

 

【コラム】川越の自然をたずねて（100）アーカイブを振り返って
表 コラム「川越の自然をたずねて」アーカイブ一覧

 

 このコラムは 2012年 9月号に第 1回「川越の

秋の七草を見る」でスタートし、ここで第 100

号を迎えるにあたり川越の自然の変遷を振り返

ってみたいと思います。記事を執筆された方の

中には既に故人となった方もおられます。大辻

晃夫氏、田崎愛知郎氏、鶴巻史朗氏が熱心に活

通し

番号
タイトル 執筆者 掲載号

1 川越の秋の七草 見てある記 稗島英憲 2012年9月号 No.071
2 セミは何を伝えようとしているのか？ 過昌司 2012年10月号 No.072
3 新河岸川・新扇橋〜川崎橋を歩いて 宮澤宏次 2012年11月号 No.073
4 「川越の自然」を街路樹から見て 武田侃蔵 2012年12月号 No.074
5 鯨井の湧水に生息する希少な動植物 大辻晃夫 2013年1月号 No.075
6 川越の蝶2012　－川越の自然へのアプローチ－ 猪俣昇・過昌司 2013年3月号 No.077
7 くぬぎ山 横山三枝子 2013年4月号 No.078
8 川越のスプリングエフェメラル 賀登環 2013年5月号 No.079
9 川越の食べられるキノコについて 稗島英憲 2013年6月号 No.080
10 「（仮称）川越市森林公園」計画地・初夏の雑木林 宮澤宏次 2013年7月号 No.081
11 蓮と百日紅 武田侃蔵 2013年8月号 No.082
12 魚 魚 ギョッ 賀登環 2013年9月号 No.083

13 田んぼの生きもの5668種
みなみかぜ いきいき田

んぼの会

田崎愛知郎

2013年10月号 No.084

14 身近なチョウに親しむ 猪俣昇 2013年11月号 No.085

15 新河岸川 寺尾調節池の自然と美化活動
「調節池を愛する会」

加藤和徳
2013年12月号 No.086

16 伊佐沼の鳥 探鳥会の記録から見て（平成14年から25年）

埼玉県生態系保護協会 
川越・坂戸・鶴ヶ島支部

笠原啓一

2014年1月号 No.087

17 川越の大きな樹 賀登環 2014年2月号 No.088
18 自然観察会に参加して想う 鶴巻史朗 2014年3月号 No.089
19 川越の桜 賀登環 2014年4月号 No.090
20 チョウの紹介（その1）セセリチョウ 猪俣昇 2014年5月号 No.091
21 入間川に魚道が完成しました 菅野仲夫 2014年6月号 No.092
22 チョウの紹介（その2）シジミチョウ 猪俣昇 2014年7月号 No.093
23 保護のための環境調査についての考察 須賀邦昭（寄稿） 2014年8月号 No.094
24 絶滅が危惧される水生植物 大辻晃夫 2014年9月号 No.095
25 雑木林に生息するセミは-いつまで耐えるのか土の中 - 過昌司 2014年10月号 No.096
26 「田んぼの生き物調査」（田んぼ活動）を拡げよう！ 田崎愛知郎 2014年11月号 No.097
27 川越を流れる川の自然を守ろう！ 菊地三生 2014年12月号 No.098
28 生物多様性保全とデータベース 賀登環 2015年1月号 No.099
29 川越の田んぼから生きものの賑わいを取り戻そう！ 増田純一 2015年2月号 No.100
30 チョウの紹介（その3）タテハチョウ 猪俣昇 2015年3月号 No.101
31 チョウを見つめて5年間-川越でチョウを知る - 過昌司 2015年4月号 No.102
32 若いナチュラリストに学ぶ 稗島英憲 2015年5月号 No.103

33 2015年田んぼの生き物調査（植物編）～里山ハーブを観る味わう！／"食べる"

生きもの調査へ！～
田崎愛知郎 2015年7月号 No.105

34 市井のナテュラリスト 賀登環 2015年8月号 No.106
35 キンランの成長と生態について 過昌司 2015年9月号 No.107
36 チョウの紹介（その4）シロチョウ科のチョウ 猪俣昇 2015年10月号 No.108
37 川越のキノコ 賀登環 2015年11月号 No.109
38 今福の雑木林におけるセミー6年間の観察結果 過昌司 2015年12月号 No.110
39 キツネノカミソリから見る自然界のふしぎ 菅野仲夫 2016年1月号 No.111
40 川越のスミレたち 稗島英憲 2016年2月号 No.112
41 チョウの紹介（その5）アゲハチョウ 猪俣昇 2016年3月号 No.113
42 チョウが教えるかわごえの環境 過昌司 2016年4月号 No.114
43 田んぼ周辺は食べられる野草の宝庫！野草やミツバチから学ぶ川越の自然 増田純一 2016年5月号 No.115
44 川越の爬虫類 賀登環 2016年6月号 No.116

45 坂戸城山の自然
坂戸サワギキョウの会

萩原章（寄稿）
2016年7月号 No.117

46 大人の自然観察 猪俣昇 2016年9月号 No.119
47 セミで自然環境への関心を 過昌司 2016年10月号 No.120
48 川越で遭遇した豊かな動植物 鶴巻史郎 2016年11月号 No.121
49 地域をチョウの視点で 猪俣昇・過昌司 2016年12月号 No.122
50 川越のスプリングエフェメラル（2） 賀登環 2017年2月号 No.124
51 最近の野鳥事情 稗島英憲 2017年3月号 No.125



 

 

動されていた在りし日の姿が目に浮かびます。 

 かわごえ環境ネットのホームページは見やす

く構成されていて、「月刊紙」をクリックすると

過去の月刊かわごえ環境ネットを見ることがで

きます。私は雨で外出できない夏の日に、「川越

の自然を訪ねて」の（1）から（50）まで読み通
してみました。インターネット上の PDFはカラ

ーですので様子がわかりやすいです。そのタイ

トルと執筆者を一覧表にしました。ここに書か

れました内容は、大きく分けるとトピック的な

もの、自然の経過観察にあたるもの、新たな取

り組みの報告などでしょうか。 
 通し番号の 1，3，4，9，11などは街路樹、蓮

などの記事です。40の記事は川越で珍しいサク

ラスミレですが、発見した喜びと次に行ってみ

た時はコンクリートの駐車場になっていたとい

うもの。田んぼ活動から生物多様性の実現をめ

ざす取り組みが「みなみかぜ」から始まりまし

た（参照：13，26，33，43）。今は福田地区にベ

ースを移し、地域とのコミュニケーションを図

りながら大きく発展しています。 

 生き物調査のうち、チョウの調査が専門家で

ある猪俣昇氏の指導を仰ぎながら始まりました

（参照：6，14，20，22，30，31，36，41，42，
49）。このチョウの調査をベースに 2017年から

の生き物調査につながっています。また、川越

の自然環境は緑地が減り続けて、さびしい現状

ですが、川の環境はよくなったのではないかと

思われます。県の事業の川辺再生などとリンク

して入間川に魚道がつけられ、魚類の環境はよ

くなったと思われます（参照：21，27）。 

 50 号まで読んでみますと、かわごえ環境ネッ

ト会員のガンバリや願望がひしひしと伝わって

きます。改めてみなさまにアーカイブをご覧に

なることをお勧めします。51 号から 99 号まで

はまたの機会にお知らせします。 （賀登環） 

 
「月刊かわごえ環境ネット」アーカイブ 

https://kawagoekankyo.net/monthly 

 
2012 年みなみかぜ

 
2015 年寺山堰改修後

 
2016 年チョウの調 



 

 

【コラム】川越の自然をたずねて（101）下新河岸界隈を散歩して

 
石板 阿吽の仁王像 

 
石板 阿吽の仁王像 

 
石板 「英一笑」の文字 

 
ハグロトンボ 

 
カヤネズミ（5cmほど） 

 東上線新河岸駅から踏切のある道を東へ行く

と新河岸川の旭橋に出る。旭橋の手前の道、斎

藤家（旧伊勢安）の前を入っていくとすぐに日

枝神社に出る。旭橋のたもとには旧下新河岸の

船着き場が再現されている。江戸時代に新河岸

川を使った江戸、川越間の舟運は寺尾河岸、下

新河岸、上新河岸、扇河岸、対岸の牛子河岸の

五河岸で大いに栄えたようだ。 
 日枝神社は境内の左奥、3m ほどの石積みの

上に社が建てられている。私もつい最近知った

のだが、境内にはもう一つお堂があって、この

地域に昔から住んでいる人にとっては蓮華院観

音堂と親しまれている。現在は、縁日など行わ

れることなく夏の盆踊りのときににぎわうだけ

になっている。 

 観音堂には入口に変わった石板が対になって

立てられている。阿吽の仁王像が線刻で見事に、

下の方には“いろはにほへと”讃として、裏面

には弘法大師像？が彫られている。英（はなぶ

さ）一笑信俊謹書の文字が読める。英一笑とは

江戸時代の絵師で、英一蝶を代表とする英流の

絵師である。境内の手入れをしていた人の話だ

と、この石板は本来、越生の黒岩村の住人鈴木

なにがしの依頼でつくったが、上新河岸か扇河

岸にこれが江戸から運ばれてきたときに受け取

られずになり、近くの厳島神社の石垣（土留め）

に使われていたのを、住人たちの手で観音堂の

仁王様として今の場所に安置されたとのことで

あった。江戸のこじゃれたよい仁王様だと見入

ってしまう。 
 日枝神社の石垣の横をぬけて新河岸川河川敷

に下りると、すぐ脇にエノキの大木があり、そ



 

 

の根元から水が湧き出している。ここ以外にも

ここから下流、寺尾調節池までの間には 4か所

ほど湧き出しているが、残念ながら 1年中湧い
ているわけではない。不老川と同じように冬に

なると水は出なくなってしまう。この地点はち

ょうど川越の舌状台地といわれる地形の“はじ”

にあたり、ここから大宮の台地まで荒川を挟ん

でほぼ平らな地形が続く。今から 6000～7000

年前には縄文海進といわれる海面上昇があり、

奥東京湾が川越まで海水流入した時代があり、

寺尾の台地部分では縄文遺跡が発掘されている。

貝塚（主に淡水産シジミ、ハマグリ、ハイガイ、

カキ）も見つかり、新河岸川右岸の台地と接す

るところ、小仙波、寺尾、ふじみ野市の川崎、

上福岡の貝塚が並んでいる。いずれも縄文時代

前期のものとされる。なお、寺尾の現場では平

安時代の寺を思わせる物（瓦片）も出土してい

る。 
 夏になると、日枝神社の湧き水の周りの草む

らにはハグロトンボが集まっていて、人が近づ

くと避けるように舞っていく。以前、飯能あた

りの沢でカワトンボを見たときは、薄茶色の羽

にメタリックグリーンの胴体にはっとさせられ

ることもあったが、同じカワトンボ科のハグロ

トンボはオスだけが少しメタリックで派手さは

ない。静かにゆっくりと人との距離をとってい

る。ここから河川敷を歩くと、川面にはギンヤ

ンマが巡回していたり、アジアイトトンボ、ア

オイトトンボ、シオカラトンボが草むらから出

てきたりする。草むらの小径を進むと、近所の

人がヒマワリなどを植えていたり、土手にアジ

サイを植えていたりして、自然の草花は春のセ

イヨウカラシナが一面に黄色く広がり、夏に向

かってセイバンモロコシ、オオブタクサ、アレ

チウリなどが繁茂するところになってしまう。

そんな中、10 分ほど歩くと寺尾調節池の土手に

着く。 
 途中、土手が切れるところがあり、そのあた

りが寺尾河岸のあったところと思われる。 

 その場所から下流に目をやると、土手の上の

農家の屋敷林が広がっている。画家の向井潤吉

さん（戦前には戦争画家で嫌う人もいるが、戦

後は地方の民家を描いた）の川越下新河岸とい

う作品があるのだが、まさにここの景色を書い

たと思われる。今ではその農家も木々に隠れて

しまっている。 
 寺尾湧水池の新鷹匠橋に着いて道路わきに目

をやると、小さな小さなねずみの死がいがあっ

た。この付近で初めて見るカヤネズミと思われ

る。今朝の冷たい雨に当たって死んだのだろう

か？しっぽまで入れて5cmほどの命の死を見せ

られて我が家への帰路につく。 
 なお、河川敷を歩くのは途中ぬかるみがあっ

て足元がすべりやすく、道も川岸すれすれのと

ころもあり、危険があります。歩く場合は自己

責任で!!           （松永裕一） 

  



 

 

【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

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。 

 
キタミソウの花と果実 



 

 

 
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、

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）

 





 

 

２．学校等・一般市民・団体・ 

事業者・行政の環境活動 

  



 

 

２－１ 学校等の環境活動 
 



環境、文化、農業のつながりから、多面的な体験型活動の実践 

－ふくはら子どもエコクラブ活動報告 21－ 

 

 ふくはら子どもエコクラブは今年で 11 年目を迎えました。参加メンバーは地元地域の小

学生を対象に 12 名（サポーター4 名）で 1 年間の活動計画を作成して活動しています。今

年の特徴は SDGｓを実践するために”私や自分ちのエコ活動”を発表する機会を設けまし

た。また、市の研修会がコロナ禍で中止になった代わりに不老川での生きもの調査を実施し

ました。その他には子どもが一番の楽しみのキャンプ、秋のハイキング、タケノコ堀、など

毎年実施している活動も行ってきました。 

12 月 木の葉が色づき、風が寒くなった時期に保存食づくりができます。ハムとソーセー

ジのほかにへそ大根も作りました。 

 

1 月 枯れ葉が落ちると雑木林の「くずはき」を行います。循環型農業を行うために大切な

仕事です。肥”になります。 

 

2 月 林の木を使って「宝箱」を作りました。自分で木材を切って自分の手で作り上げます。

終わってから、ナンとスープを作って体を温めました。 



 

３月 林を使ったクイズラリーに取組みました。持ち寄った賞品を交換しました。 

 

４月 農家を見学し、大根の収穫。竹林でタケノコ堀、林でゆでました。 

 

５月 待ちに待った楽しいキャンプです。天気も良く、調理をしたり、テントで遊んだり、

夜の林でナイトキャンプもしました。最後に林のクリーン活動も 

 



 

６月 トウモロコシの収穫体験と郷土料理のうどん作りを行いました 

 

 ７月には SDGｓの発表会を行いました。ひごろ自宅や自分が行っているエコ活動を発表

しました。一生懸命発表してくれました。 

  

８月 夏は昆虫の季節で、林の中で虫を探しました。カブトムシがいっぱい捕れたので力比



べをしました。また、不老川で生きもの調査と石のダムづくりを楽しみました。 

 

９月には官ノ倉山にハイキングに行きました。 

 

 10 月から新しい雑木林に移り、林の手入れから始めます。枯れ木を伐り焼却します。下

草を刈り歩きやすくします。11 月には林の自然を生かしたネーチャーゲームでもっと知る

活動をします。 

 



 

 
２－２ 一般市民・団体の環境活動 



 



第 7回川越周辺のきのこ(ソライロタケとコウボウフデ)
川越市 大久保 彦

私は 2020 年から埼玉県レットデータブツク菌類(きのこ)の調査をしています。
このシリーズRDB 2011 菌類植物編(菌類)も担当しました。
調査の紹介
珍菌をもとめて、両神山山荘からこの地図の会所まで調査で調査した。
2021/8/28。一昨年の台風で頂上付近は荒れていました。

イッポンシメジ科ソライロタケ(珍菌 10 年前に日高市日和田山で観察)
全体が美しいソライロで触れると黄色になる。これを埼玉県の絶滅危惧種にす
る予定。キマワリアラゲツトムシ(冬虫夏草とう)がありました。
調査地
長瀞アルブス(万福寺~氷池から長瀞第一小学校)調査。
2021/9/13 幻のきのこ「マツカササモドキ」を求めてこのコースを調査した。

長瀞町 長瀞アルプス コウボウフデ(国の RDB情報不足)
ツチダンゴ科
傘は綿屑状になり、胞子が飛び散ります。
ツチダンゴの近縁種ですが長い柄を伸ばす、柄は丈夫な繊維状で青みが帯びる。
以前は担子菌類でしたが今は子嚢菌。その他はナスコンイッポシメジ等あり。
傘、ヒダ、柄、菌糸までも青で 昨年飯能の加治丘陵で観察

続きと纏めは発表会でおこないます。



かわごえ里山イニシアチブ活動

～人々が繫がり、環境に優しい地域づくり～

増田純一（NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ）

【目的】
かわごえ里山イニシアチブでは、田んぼを中心とした人

と生きものにやさしい地域を目指し、田園風景を保全・創

造し、自然と調和した安全・安心な暮らしのできる里山づ

くり、環境に優しい地域づくりを目的として活動している

団体です。

【団体概要】
2014 年に市民団体「かわごえ里山イニシアチブ」として

設立し、農家、個人、大学、 行政、団体などとゆるやか

な連携をしながら田んぼの環境保全や田園風景の保全、田

んぼ文化の伝承など、都市型農村の特徴を活かした田んぼ

活動をしています。

「人がつながり、生きもの育む里山・街づくり～田んぼか

らつながる・ひろがる生きもの 人の輪 地域の輪～」を掲

げて、人と生きものが共生して環境豊かな地域づくりを目

指して活動しています。

2018 年 1月に NPO 法人としての認定を受け、同年に彩

の国埼玉環境大賞の「大賞」を受賞しています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/h30kankyoutaishou-kettei.html

【活動内容】
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。

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目指しています。

美しい田園風景をかもし出すスト

ロベリキャンドルとレンゲ田んぼ



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賑わいを見せています。

【私たちの活動と SDGｓ】

私たちは、都市型農村の特徴を生かして、自然と調和し人と生きものに

やさしい田んぼ活動を行い、誰もが安心して安全に暮らせる自然と人間が共生できる環境豊かな

里山づくりを推進し普及していくことを目的に活動しています。

具体的な SDGｓにおける私たちの活動は次のようなものになります。

対象項目 3.9：2030 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。

私たちの活動：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

寄与します。

対象項目 11.a：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。

私たちの活動：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ます。

対象項目 15.4 2030 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。

私たちの活動：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。

私たちの活動に興味がありましたら、一緒に参加してみませんか！

FB:https://www.facebook.com/kawagoesatoyama

HP: http://kawagoesatoyama.ciao.jp/

問い合わせ先：hatsukarinosato@googlegroups.com



川越フォレストクラブの活動報告

川越フォレストクラブは、武蔵野の原風景である雑木林を生態系を生かして手入れする目的で設立さ

れました。人や動植物の安らぎの場所としたい思いがあります。2020 年の夏に有志で話し合いを始め、

10月 5日に発足しました。

以下規約です。

① 活動エリアは当面「(仮称) 川越市森林公園」計画地とする

② 生物多様性保全のため、「かわごえ環境ネット自然環境部会」と連携して活動する

③ 組織は世話役を２名以上おき、公園整備課、環境政策課、環境ネットと連絡をとる

メンバーは NPO 埼玉森林サポータークラブの川越在住の方 10名ほどと自然環境部会で雑木林の保全・調

査をする方 10 名の 20 名ほどで活動開始しました。

活動報告

発足後初の森林保全再生活動を１１月１１日（水）、秋真っ盛りの晴天の中、「（仮称）川越市森林公

園」内に於いて、刈払い機３台、チェーンソー１台を導入しまして、この日はメンバー６人で農作物不

法投棄の処理や園芸品種植物など処理を含めて、アズマネザサを中心とした下草刈りを実施しました。

同公園内では初活動に付き、活動前に市公園整備課職員２名に同行してもらい、活動エリアの再確認の

ため、メンバー全員で官民境の目視確認をしました。午前中のみの活動では有りましたが、森林保全再

生活動は地道でありますので、今後も息の長い活動が持続できるよう、無理なく、そして事故やケガ人

も出さず、「楽しく来て、楽しく帰る」をモットーに、「かわごえ環境ネット自然環境部会」と連携しま

して、頑張りたいと思います。尚、当クラブの形式は「来る人拒まず」型で、老若男女問わず、どなた

でも気軽に参加できますので、興味のある方は体験でも結構ですので、森林保全再生活動を楽しんでみ

ませんか？

3月 10 日（水）「（仮称）川越森林公園」計画地にて平日にも関わらず、女性４名、男性８名の参加者

で、午前中のみの活動でしたが晴天の中、気持ち良い汗をかきました。

活動内容は、参加者の安全を最優先とした、ハード部隊（チェーンソーと刈払い機使用の参加者）とソフ

ト部隊（希少種保護活動参加者）にエリアを分けてのコラボ活動でした。オカメザサは残しアズマネザサ

は刈り取るなど、植生に配慮しました。また、道路脇の杭も腐朽倒木しており、この日の間伐材を使い新

たに杭を打ち直しました。雑木林保全再生活動は住宅の近接が多く、近隣住民の安全面も考慮するため、

活動内容も多岐に渡りますが、とても遣り甲斐のあるものです。次週、3月 15 日には地面に落ちてしま

11/11 初雁高校向い側の公有地



った鉄線を杭に打ち付ける作業を行いました。

今後の予定は、奇数月の第２水曜日午前中だけの活動ですが、老若男女問わず、どなたでも気軽に参加

できますので、興味のある方は体験だけでも結構ですので、私たちと雑木林の保全再生活動に心地よい汗

をかいて、そして楽しんでみませんか？参加希望や問い合わせは、賀登（Ｔｅｌ.049-234-9366）までお

願いします。

木杭をリフレッシュ 7月 14 日(水) 13 名の参加者により活動。今回は古い杭を撤去して新しい

杭に交換する作業でした。作業するにあたり、ヘルメットの着用方法から教わりました。初めてのヘル

メット着用にワクワク感からドキドキ感に変わり、ヘルメットのベルトを締めると何故か「頑張るぞ」

という気持ちになりました。

セミの声を耳にしながら林道を進み初雁高校近くの活動場所に到着。そこには、クズやヤブガラシな

どのツル植物が繁茂し倒木も彼方此方に、鎌や鋸を使い作業開始。程無く小気味良い杭打ちの音が林内

に響き渡り活気がみなぎる。杭打ち経験の無い人達も代わる代わるカケヤを握り杭打ちに挑戦。わきあ

いあいと作業は続き、やがてロープ張り。ロープで二つの輪を作り杭に掛けるのですが、簡単そうに見

えてなかなか難しく何度も練習しました。その甲斐があり、たわみも無く完璧に張られたトラロープ、

まさに感無量です。

川越フォレストクラブの活動は奇数月の第 2水曜日としていますので、この後、2021 年 5 月 21 日、7月

14 日、9月 8日、11月 10 日と実施しました。林内を散歩する方の「きれいになりますね」、「お疲れ様で

す」という言葉に元気の出る私たちです。

（報告 沖本八十陽、藍谷理恵子、森田たか子、賀登環）

新しい杭は公園整備課が準備 ピーンとすっきり張れた 今日もいい汗かきました
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太陽光発電システムの導入と評価 

    環境製品評価研究協会   丸岡 巧美  成川 正行  長谷川 清 

まえがき 

 わが国の地球温暖化防止対策にとって太陽光発電システムは、今後の CO₂削減上で

重要な役割をになっている。そこで、太陽光発電システムの導入上の特徴、省エネ効果

事例および実験結果について報告する。 

1. 太陽光発電システムの仕組みと特徴 

(1)太陽電池モジュールから取り出した直流電力は、インバータで交流電力に変換

して使用される。図 1に住宅用太陽光発電システムの構成を示す。 

 

          図 1システムの構成 1）      

(2)長所 

①発電時に二酸化炭素を排出しない。②設置場所の制約が比較的少ない。 

③発電に要する燃料調達を必要としない。 

 (3)短所 

①発電効率が約 15～20％で低い。②発電できる時間帯に制約を受ける。 

③発電量は天候に影響されるため予想し難い。 

2. 太陽光発電の売電の価格と期間 

 表 1 に電力会社の年度別買取価格を示す。発電出力が 10kW 未満は住宅用で

10kW以上～250kW未満は産業用として使用される。 

              表 1買取価格 

 発電出力 

      (kW) 

   年度（単価 円/kWh） 売電期間 

   (年) 

用 途 

2020 2021 2022 

10未満 21 19 17    10 住宅用 

10以上～50未満 13 12 11    20 産業用 

50以上～250未満 12 11 10    20 産業用 
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3. 太陽光発電システムの導入事例 

(1)導入事例 

住宅 2 階建て屋根の真南にある面積 30 m2を利用して、太陽光発電システムを設

置する。本提案では屋根にシステム容量を設置可能な面積 30 m2×0.7≒21m2に

納まる大きさとして試算する。 

①太陽電池モジュール：325W/枚、②太陽電池モジュール面積：1.698m×

0.990m≒1.681m2/枚、③モジュール数：21m2÷1.681m2/枚≒12 枚、

④モジュール出力容量：12 枚×0.325kW/枚＝3.90kW、⑤年間予想発電量

は、太陽光発電協会（JPEA）の計算式で行う。 

実施にあたっては、屋根に太陽光パネルの重量（架台を含め約 200kg/kW）を

載せた場合の構造強度をチェックして、可能な設置範囲を確認する。 

(2)試算条件 

①年間予想発電量計算式:  Ep＝Ｈ×K×P×365÷1 

・Ep：年間予測発電量（kWh/年） 

・H：設備面の 1日当たり年平均日射量（kWh/m2÷日）※東京の場合：3.73 

・K：損失係数：約 75%（モジュールの平均効率、パワーコンディショナー効率

受光面の汚れ等）総合効率 

・P：システム容量：本提案では 3.90kWを想定・365：年間日数 

・1：標準状態における日射強度（kW/m2） 

②設置条件 

・方位角が 真南、傾斜角（太陽電池の水平に対する設置角度）が 30°の場合 

を年間発電率を 100%とし、傾斜角が 20°では年間発電率は 98.2%とする。 

(3)太陽光発電システム導入による発電試算効果 

電力削減量 原油換算量 CO₂削減量 削減額 投資金額 

3.91MWh/年 0.985kL/年 1.91t- CO₂/年 106千円/年 1,115千円 

ただし、・投資金額：286千円/kW、・電気料金単価：27円/kWhとする。 

 

4.太陽光発電システム設置例 2） 

        表 2 太陽光発電システムの仕様       

 太陽光発電システム   定格仕様  定格出力 過積載 

モジュール（多結晶） 280枚×316W 88.48kW 1.78 

 パワーコンディショナー 4.5kW×11台 49.5kW 
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(1)表 2に太陽光発電システム(千葉県旭市内に設置)の仕様を示す。この発電施設は 

海岸に近く太陽光を遮る建物がないため、太陽光発電システムの設置には適正

な場所である。この設置風景を写真 1に示す。また、図 2に月別の発電電力量の

実績を示し、、図 3に時間帯別の発電電力量の実績を示す。 

 
 写真 1  太陽光発電システム設置風景（千葉県旭市内に施設） 

         

           図 2 月別発電電力量 

 

図 3 時間帯別発電電力量（この日の天候は晴れ） 
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(2) 太陽光発電システム導入による発電実績効果（2020年 1月～12月） 

電力削減量 原油換算量 CO₂削減量 売電額 

88.9 MWh/年 22.4 kL/年 43.5 t- CO₂/年 1,245千円/年 

 ただし、売電単価：14円/kWhとする。 

(3)図 2から、月別発電電力量は、5月と 8月は日射時間が長く晴れ間が多いため発電

量は多い。6 月と 7 月は梅雨時で、日射時間は長いが曇りや雨の日が多いため発電量

は少ない。 

(4)図 3 から、時間帯別発電電力量は、5 月と 8 月の 1 日は昼間時間が長く日射量が

多いため発電量は多い。11月の 1日は昼間時間が短く日射量が少ないため発電量は少

ない。 

5.太陽光発電システムの測定実験 

(1)発電システムの仕様を表 3 に示す。測定実験では自立運転のコンセントを使用し、

負荷設備に電気ヒータを使用した。表 4に実施時の測定環境と使用機器を示す。 

          表 3 発電システムの仕様 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ   定格仕様  定格出力 定格電圧範囲 

モジュール 4枚×260W/枚 1,040W DC50～380V 

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 

(PCS) 

連系運転:4.kW 単相 3線 4kW 連携 AC202V 

自立運転:1.5kVA 単相 2線 1.5kVA 自立 AC101V 

       表 4実施時の測定環境と使用機器(傾斜角 45°) 

特性曲線 測定時の環境 主な使用機器 

特性① 照度:89000Lx,CO₂:423ppm, 

表面温度:42℃,晴れ 

・電気ストーブ：300～900W 

・単相電圧調整器：130V,5A 

・三相電力測定装置：300V,20A 

・精密級照度計・CO₂計・放射温度計他 

特性② 照度:68000Lx,CO₂:416ppm, 

表面温度:32℃,曇り 

   

     

     写真 2：モジュール 写真 3：パワーコンディショナー 
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写真 2は本実験に使用した太陽光発電モジュールの設置風景を示し、写真 3は直流

電力を交流電力に変換用のﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの外観を示す。 

(2)モジュールで発電した直流電圧と直流電流は、直流電圧計と直流電流計で測定し、 

交流電力はデジタル三相電力測定装置で測定した。その結果を図 4に示す。 

      

              図 4直流電圧・交流電力特性 

                                                 

(3)実験結果から、自立運転では天候に影響されて照度が大きく変動し、晴天と曇りで

は発電電力の差が大きい。このことから、自立運転状態で電化製品に電力を安定して供

給する場合、蓄電池設置が必要である。 

太陽光発電システムを設置して電力会社と連携運転し、電源が停電して連系運転から

自立運転に切り替えた場合、蓄電池が設置されていても、家庭内の電化製品の使用上の

留意点は次のとおりである。 

小形冷蔵庫、小形テレビ、扇風機および照明などの使用に限定する。エアコンおよび

電子レンジなどは突入電流が大きいので使用を避ける。 

 

あとがき 

太陽光発電システムを取り上げて、その発電事例および測定実験を行って検討した。

その結果、特に発電量は季節並びに天候に大きく影響されることが明らかになった。 

今後は、年間を通して発電実験を継続して行い、太陽光発電システムを導入する上で

の課題の解決方法について検討していきたい。 

 

参考資料 

1） ビル・工場のための 地球温暖化対策マニュアル オーム社 丸岡 巧美 編著 

2）（株）日本環境エネルギー研究所 代表取締役 井崎 靖男 計測資料 



１．2021年ナラ枯れ状況
(1)ナラ枯れ感染木が増加 実質的なナラ枯れ元年
・2021年 ナラ枯れ感染木は202本に増加
・感染木の幹直径は、 30～50cmに集中  
・カシナガの穿孔数で40up以上が99本
 カシナガの飛来数、密度が高くなったようだ。 

(2) ナラ枯れのクラスター化が顕著
 高木のコナラが立ち並び、林床が刈り払
 われ明るい林に集中する傾向あり。
 (例) (C)地区内の黄色枠線内(約120x120m)
  のコナラ300本中、50本がナラ枯れ感染。
  (C)地区内に2020年の穿入生存木が数本
  あるが、感染源・感染経路は不明。 

(仮称)川越市森林公園計画地内における「ナラ枯れ」の感染状況

・「カシノナガキクイムシ」を「カシナガ」と略称します。
・「ナラ枯れ感染木」とは「カシナガが１匹以上穿孔している木」と定義しています。
・本レポートにおいて、「カシナガ穿孔穴」の同定やカウント、枯れ具合、感染度の判定は、
 筆者が目視で行っています。同定誤りやカウントミス等の可能性があります。ご了承ください。

林床が明るい林 林床が藪状の林

幹直径との関連 カシナガ穿孔数 コナラの枯れ状況 ナラ枯れ感染度
幹直径 本数 割合 穿孔数 本数 割合 枯れ具合 本数 割合 症状 本数 割合

70cm以上 1 0% 100up 28 14% 全枯れ(100%)  66 33% 重症 (◎) 77 38%
60～69cm 3 1% 50up 62 31% 半枯れ(11∼99%) 45 22% 中等症(○) 86 43%
50～59cm 16 8% 40up 9 4% 枯れ無( 0∼10%) 91 45% 軽症 (△) 39 19%
40～49cm 55 27% 30up 43 21% 計 202 計 202
30～39cm 85 42% 20up 31 15%
20～29cm 37 18% 10up 23 15%
20cm未満 5 2% 01up 6 11%

計 202 計 202

2020年(62本)の3倍を超えている。
2020年の傾向と同じ。
2020年は５本のみ。

(注)

2021年 2020年

2020年 計画地内ナラ枯れマップ2021年 計画地内ナラ枯れマップ
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バイパス穴を掘られた

２．ナラ枯れ調査・試行
(1)トランク・ウィンドウ・トラップ(TWT)／カシナガホイホイ(カシホイ)に

よるナラ枯れ感染予知とさらなる穿孔防止
①感染予知
 ・05/18 TWT/カシホイ(T1∼T9)を
      (A)地区内の９カ所に設置。
 ・06/13 T6で、カシナガの捕獲を確認。
  → TWT/カシホイで感染予知成功
 ・以降 (A)地区で50本のナラ枯れが発生
  したが、T6以外でカシナガ捕獲なし。  
  → TWT/カシホイの設置数が少なく、
   場所や設置方法が悪かった。

 ②さらなる穿孔防止 （T06）
 ・06/13 T6で計99匹のカシナガを捕獲。
 ・06/13,16 TWT4基/カシホイ2シート増設。

 ・6月末でカシナガの飛来はほぼ終了。
 ・07/07 カシナガを延べ400匹を捕獲したが
        木自身は完全なナラ枯れになった。
  → 幹全体の隙間ない被覆が必要だった。  

表にTWT   裏にカシホイ(粘着面外向き）

 (2)爪楊枝によるナラ枯れ進行防止
  穿孔穴に爪楊枝を差し込み、穿入直後の
  交尾活動の妨害、フラス排出阻害等の環境
  悪化によるナラ枯れ進行防止を試みた。
  

  ・06/13 爪楊枝差しを開始 28本
  ・10/12 カシナガに押し出された爪楊枝、
      バイパスの穴を作られた爪楊枝も
      あったが、168本の爪楊枝が残った。
      何らかの効果があったと考える。
  

(A)地区のTWT/カシホイとナラ枯れ木のマップ

T06 カシナガ捕獲数／穿孔数

西面 南面 東面北面

差し込んだ爪楊枝

2/4

  捕獲数累計 穿孔数
日付 通算日 TWT カシホイ楊枝数 備考

06/10 0 0 0 TWT/カシホイx1設置
06/11 1 ？ ？ ？ カシナガ飛来開始？
06/13 3 80 19 28 TWT/カシホイx2増設
06/16 6 116 53 TWTx2増設
06/18 8 170
06/20 10 187
06/22 12 260 45 135
06/25 15 290
06/27 17 320 181 カシナガ飛来終了？
07/07 27 321 79 223
09/06 88 - - 236 TWT/カシホイ無し
10/12 124 - - 168 TWT/カシホイ無し
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コナラ(サ17)カシナガ成虫脱出数

3

75匹

（3）フィルム・ケース・トラップ（FCT）によるカシナガ脱出数調査
 2020年にナラ枯れで枯死したコナラ(サ17)の切株のカシナガ
 穿孔穴にFCTを取り付け、カシナガ脱出数を調べた。
 6月～8月の３ヶ月間で、合計75匹が脱出した。
 メスがオスの2倍の数脱出した.(6日間の抜き取りデータで）

ケースの底の捕ま
ったカシナガ成虫

（4）穿孔道の様子
 コナラ(K01)の伐採時、引きちぎられた幹の切断面に現れたカシナガの黒い孔道

孔道の幅：1.5mm前後

 (5) カシナガ穿孔穴の分布
  重症の感染木の地面から14mまでのカシナガ穿孔穴数を１m毎にカウントした。
  根際に多いが、10m近くまで満遍なく分布している。

重症感染木のカシナガ穿孔穴分布

地上5mの穿孔様子

FCTの取り付け

 (6) 2020年の穿入生存木に対し2021年にもカシナガが穿孔した例
  幹直径55cmのコナラ。2020年は3個のカシナガ穿孔確認、2021年は約50個に増加した。
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705750393316 28

      東面 __   
2020年・
 ヨシブエ多し
 樹液多量
2021年
 ナラタケ
 モドキが
 繁茂

 西面   _
2020年
 カシナガ穿孔
 数個
2021年
 カシナガ穿孔
 数十個

ナラタケ
モドキの
萎れあと

カシナガの
穿孔あと

西面東面

心材部を貫く孔道

  その他、2021年にカシナガ穿孔を再度受けた４本の穿入生存木を確認した。



４．ナラ枯れ対応

５．おわりに
  まとめに代えて、筆者の基本的な考え方を示します。

 ① 明るい林分の大径木コナラの大部分が感染するまでナラ枯れは終息はしない。
   感染木の1/3は枯れる、1/2は樹勢が衰える。
 ② ナラ枯れ防除は効果を見定めできる範囲で実施する。
   100%の防除を実施することは現実的に困難。
 ③ 計画地内の安全を確保する。
   倒木や枯れ枝の落下等の危険意識の向上。（事故が発生してからでは遅い）
   危険木は伐採する。or 立入禁止にする。
 ④ 雑木林の若返りを推進する。
   江戸時代から三富地域に伝わる農用林としての整備を継続する。
    （主として民有地の対応になりそうですが。）
  ・「日本農業遺産：武蔵野の落ち葉堆肥農法」を継承するにあたって必須条件。
  ・農家＋有識者(伐採・育林など)＋ボランティア+行政でチームを作る。
  ・落ち葉堆肥作成を主な目的とし、多様な利用ができる雑木林をつくる。
  ・雑木林から生産する木材などの活用や販売を進める。  
  ・身近で楽しめる自然を保全する。

(1) 現在の対応状況（2021年12月末）
 ① ナラ枯れ感染木の状況

ナラ枯れ感染木の管理者区分ごとの状況

 ② 市管理地での対応
   ・枯死木の伐採および玉切り、林内積上げ(川越市による)   ：  1本完
   ・2022年3月末までに、20本前後の伐採、伐採丸太の運び出しを予定(公園整備課談）
  

 ③ 民有地での対応
  ・枯死木の伐採および玉切り、林内積上げ(ボランティアによる)： 28本完    
  ・伐採木の幹丸太に椎茸菌の植菌（幹内のカシナガを退治するため）

  ・今後、継続的に伐採等を予定
  

  ・5軒の民有地で実施中
   O.H氏の民有地では、自ら伐採活動に１回/週で参加。今後の森つくり検討開始。
    N.I氏の民有地では、自らコナラ1本の伐採完。
      その他の民有地でのナラ枯れ対応は不明確。

計画地全体 市管理地 民有地
感染度 感染木 割合 伐採済 未伐採 感染木 伐採済 未伐採 伐採予定 感染木 伐採済 未伐採 伐採予定
重症 ◎ 77 38% 21 56 21 1 20 16 ? 56 20 36 ?
中等症 ○ 86 43% 8 78 26 0 26 4 ? 60 8 52 ?
軽症 △ 39 19% 0 39 9 0 9 0 ? 30 0 30 ?

計 202 29 173 56 1 55 20 146 28 118

伐採風景

シイタケ
植菌風景
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伊佐沼の鳥類調査の報告 

福 原 時 夫 

（埼玉県生態系保護協会 川越坂戸鶴ヶ島支部長） 

                         

Ⅰ はじめに 

1983年(昭和 58年)埼玉県野鳥の会(現 埼玉県

生態系保護協会)の発足から 39年になります。【伊

佐沼野鳥観察記録】は、今年で足掛け 40年になり

ます。しかし、(伊佐沼の野鳥)は、37年間生態系

保護協会の支部長と「かわごえ環境ネット」の初

代理事長を 5年間務められた笠原啓一さんが、(野

鳥の会発足)以前の昭和 54 年(1979 年)から個人

的に観察されていました。従って、伊佐沼の野鳥

観察記録も 43年になります。半世紀近い(伊佐沼

の今昔)の観察記録・記事が笠原啓一さんの功績

として残されています。 

 今回は、その私の知り得る範囲で《伊佐沼の野

鳥》についてお話をさせて頂きます。 

 私が《伊佐沼》に足を運ぶようになったのは、

1986 年(昭和 61 年)2 月 15 日に、今福の雑木林、

「(仮称)川越市森林公園」計画地で、妻と埼玉県

初記録となる《オジロビタキ》を発見してからで

す。当時私は、36歳で働き盛りの【猛烈社員】で、

今から思うとつまんない【仕事人間】でした。そ

の時、五大新聞に掲載されました。発見者は「福

原みどりさんとその夫」で、家族会員だった私の

名前は出ませんでした。悔しい思いをしましたが、

今は正会員で埼玉県生態系保護協会の川越坂戸

鶴ヶ島支部長をやっています。 

Ⅱ ハクチョウ飛来とガンの再渡来への想い 

 前置きが長くなりましたが、伊佐沼では年間 50

種を越える野鳥が観察されています。年度別のデ

ータが残っている平成元年度(1989 年)からの年

間平均は 54種になります。1989年から 2020年の

32年間でもそんな大きな変動はありません。因み

に、一番直近の 2020 年度は、62種とこれまでの

年間最高を記録しました。以前に比べてガンカモ

類の渡り鳥の個体数がめっきり減ったように思

っていましたが、後程データ分析の結果を報告し

ますが、思っていたより個体数も減少していない

事が分かりました。 

 伊佐沼は埼玉県で一番大きい自然湖沼である

事と周りに田んぼも有り、入間川、荒川、新河岸

川、びん沼水系と水のネットワークがある為に、

珍鳥も年間数種類渡来してくれています。残念な

のは、ハクチョウ類とガンの渡来がほとんどなく

なった事です。笠原啓一さんは、平成 18年(2006

年)に古希の記念に【伊佐沼の鳥景色】を自費出版

されました。それによると、「伊佐沼へのハクチ

ョウ飛来の記録は数回あります。」 

①1974 年(昭和 49 年 11 月)(コハクチョウ 幼鳥

１羽を連れた３羽の家族) 

②1979年(昭和 54年１月)コハクチョウ８羽 

③1984年(昭和 59年２月)(オオハクチョウ１羽)

④1989年(平成元年 12月)(オオハクチョウ１羽)

⑤2001 年(平成 13 年 12 月)(オオハクチョウ 幼

鳥 5羽)の５回です。 

又、ガン類のマガン、カリガネ、ヒシクイ等々

は 43年間の探鳥会の記録にはありません。 

今回、環境フォーラムで話す機会を頂き、1985

年 5 月 10 日創刊号の支部報【雁のたより】を昨

年 8月 10日発行の 69号までをパラパラと目を通

していましたら、2010 年 11 月発行の 58 号に、

《伊佐沼にサカツラガン現る》という記事があり

ました。5 月 9日の伊佐沼探鳥会で確認とありま

した。しかし、【この時期に渡りもしないでいる

などで、(籠抜け)との結論で一件落着。】との記

探鳥会は毎月第二日曜日 午前 10時から開始 



事でした。川越は【初雁】と言われているくらい

ですから何とか《雁の渡来》再生復元をしたいも

のだと思っています。 

Ⅲ 伊佐沼の珍鳥 

 近年の珍鳥としては、           

①《レンカク》(2008.10 .26)  県内では 2003

年 7月にさいたま市内で確認されて以来、2例目

という。 

②《クロツラヘラサギ》(2011.11.27) トキの一

種で、世界でも 600羽程度しか確認されていない

絶滅危惧種です。 

③《ヘラサギ》(2013.11.18) 埼玉県では 43年振

りの発見です。 

④《アカガシラサギ》(2021.7.10) 日本には少数

しか飛来しない。 

 珍鳥を観に来る、かなり遠くからのバーダーも

います。車のナンバーを見ると、群馬、茨城、千

葉はかなり見受けます。先程話しました、オジロ

ビタキの時の今福では、宮城ナンバーや静岡ナン

バーも有りました。また、伊佐沼での望遠カメラ

マンは最高 270人の時が有りました。何の珍鳥の

時か忘れましたが、周囲 2.4㎞ある伊佐沼の東西

南北にカメラの列でした。その時は野鳥観察より

マンウォチングの方が楽しかったですね。各地の

鳥情報の交換も素晴らしいものが有りました。以

前は、見知らぬバーダーとはほとんど話をしませ

んでしたが、最近は「何が目当てですか？」「ど

ちらからいらっしゃいましたか？」とお聞きして

います。話しかけるとほとんどの人が対応、返事

をして頂けます。 

Ⅳ 探鳥会記録集計 

 伊佐沼探鳥会は、笠原前支部長が毎朝観察され

ていましたので、その延長で週一回《おはよう伊

佐沼探鳥会》として朝 6時～8時の時間帯で開催

されていました。それは昭和 58年(1983年 6月)

から昭和 61年(1986 年)まででした。そのうち学

校、市役所、公民館等々から探鳥会の定期的な依

頼が来るようになり、月二回となり、現在では月

一回となりました。 

 《探鳥会記録集計》によりますと、水辺の鳥

は、ミミカイツブリなどカイツブリ科四種、ヨ

シゴイなどサギ科八種、ヒメクイナなどクイナ

科四種、ミコアイサなどガンカモ科十七種、ケ

リなどチドリ科八種、アオアシシギなどシギ科

十二種、アジサシなどカモメ科七種、キセキレ

イなどセキレイ科四種などを確認しています。 

 又、年間月別野鳥確認数(平均)を見てみました。

1 位(12月)28 種(最高数 35 種)、2 位(2月)27 種

(最高数 34種)、３位(11月)26種(最高数 33種)、

４位(3 月)25 種(最高数 35 種)、５位(1 月)24 種

(最高数 34種)、６位(10月)23種(最高数 31種)、

７位(4 月)22 種(最高数 27 種)、８位(5 月)20 種

(最高数 27種)、９位 (6月)19種(最高数 24種)、

10位(9月)19種(最高数 25種)、11位(8月)18種

(最高数 23種)、12位(7月)17種(最高数 25種) 

という結果になりました。野鳥種類数が少ない 7

月、8月でも伊佐沼では、運が良ければ 25種位は

観察出来る可能性があります。 

Ⅴ 笠原前支部長の「伊佐沼の鳥景色」より  

笠原啓一さんは、15年前に出版された【伊佐沼

の鳥景色】の新聞社のインタビューで、「昭和の

終わりごろは、年間80種～90種の野鳥か来たが、

今は 60 種くらい。植物も少なくなった。本を見

て、少しでもみんなが自然に興味を持ち、四季を

通じて変化のある伊佐沼の環境がこれ以上悪く

ならないようにして、楽しめる場所にしたい。」

と話されていました。この 15年間の伊佐沼は【年

間平均野鳥観察 54種】ですから、60種からさら

に水質環境、植物環境、魚類環境等々が更に悪化

しています。 

調査は参加者が確認し合いながら進められま

す。 



Ⅵ ガンカモ一斉調査と伊佐沼の現況 

 最後に、埼玉県全体の野鳥生息状況から見た、

伊佐沼の現況を考えてみたいと思います。 

その目安、指標として【埼玉県全県ガンカモ一

斉調査】の件をお話致します。埼玉県に限定する

前に、環境省生物多様性センターが主催している

【第 51回ガンカモ類生息調査(全国ガンカモ一斉

調査)結果について】(2020 年１月)の内容を若干

お話致します。全国約 9,000地点で、約 3,600人

の調査員により実施されました。 

①ハクチョウ類は、約 6万 5,100羽(4種)10年前

との比較では約 4.4％減少 

②ガン類約 30 万 8,000 羽(7 種)10 年前との比較

では約 78％増加 

③カモ類約 164 万 900 羽(30 種)10 年前との比較

では約 5％減少になりました。総数では、約 2.3％

の増加になりました。 

 それでは埼玉県の手持ちデータ、最新の 2020年

１月と 2010年 1月を比較してみます。 

①ハクチョウ類は、147羽(2 種)、10年前との比

較では、150羽に対して 98％ 

②ガン類は共に０ 

③カモ類は、33,825羽(17 種)、10 年前との比較

では、33,147 羽に対して 2％増加となりました。

総数では、約 2％の増加になりました。 

※ガン類については、2010年～2015年は０です。

2016年(１羽)、2017年(5羽)、2018年～2021年

は０です。 

川越市伊佐沼の【ガンカモ調査結果】について

報告します。データがあるのは 2007年～2021 年

までの 15年間です。埼玉県も全国と同じ 2020年

と 2010年を比較してみましょう。ガン類は、私の

手持ちの伊佐沼データでは確認無しになります。

カモ類は、単純に 2020年(457羽)と 2010年(174

羽)比較では 263％です。2011年(226羽)、2012年

(231羽)、2013年(255羽)、2014年(272羽)、2015

年(403 羽)、2016 年(データ不明)、2017 年(347

羽)、2018年(428羽)、2019年(345羽)、2021年

(285羽)という数字になります。 

 Ⅶ 結び               

長々と書いてきましたが、川越市伊佐沼の自然

環境、鳥環境は、昭和の時代と比較すると、若

干状況は悪くはなって来ています。しかし、平

成 20年度～平成 23年度の 4年間に 6億円余り

の投資【伊佐沼水辺再生事業】として伊佐沼全

体を掘り返す《浚渫工事》をした事や《３つの

島の再構築》や《伊佐沼の蓮を咲かそう会》

等々の努力により、水環境が良くなり、伊佐沼

が生き返ったと私は思っています。 

最後の疑問を投げ掛けて私の報告と致します。

2018年 11月 11日に発見された【伊佐沼キタミソ

ウ】はいつから伊佐沼に生育していたのでしょう

か？私の伊佐沼探検はまだまだ続きます。  
鳥合わせ 参加者が観察した野鳥の種別の確

認をします。重要な作業です。 

ミサゴと魚 

ハマシギ 

コサギ＆カワセミ

＆カイツブリと舟 



かわごえエコツアー2021 報告

福原ファームクラブ事務局 横山三枝子

1. はじめに

福原ファームクラブは、2002 年に福原公民館の「雑木林体験講座」として始ま

り、3年間継続された後、2005 年から独立して活動しています。このクラブは、「農

家の農作業等を通じて、生産者と消費者の交流を深め、自然環境を守る活動を行う

事を目的としています。」活動は農作業、雑木林の手入れ、循環型農業継続の為の

学習会、生産者と消費者を結ぶための学習会、親睦会です。主な活動場所は、しだ

れ桜で有名な明見院（今福）側の農地と雑木林です。近年、雑木林が住宅地に変わ

り活動場所が当初より縮小していますが、地権者の協力を得て手入れをしています。

会員は農作業に興味と理解のある方ならどなたでも参加可能です。「子ども達に農

業体験と雑木林体験を」の願いから子ども連れの参加は大歓迎です。4月から 12

月は農業支援（主に種まき、草取り、片付け、収穫）を行い、1月から 3月は雑木

林の手入れや落ち葉掃き（川越ではくず掃きと言います）をしています。お楽しみ

は 11 月の芋煮会と 3月の焼き芋やあそぼうパンです。

2009 年に始まった「かわごえエコツアー」は今年で 12 回をむかえました。福原

ファームクラブは最初の 3年間委託事業として関わり、3年間他の提案事業に関わ

ったためお休み。その後、かわごえ環境ネットの動きを紹介し、ボランティア活動

を行っている場所を中心にコースを考えています。

昨年はコロナの影響で開催出来ませんでしたが、今年は感染予防に配慮して少人

数（17 名）での開催となりました。

2.協働事業「かわごえエコツアー」11 月 24 日（水）

今回も市の広報誌で募集しました。かわごえ環境ネット会員でなく、一般からの

参加者が多いことは目的にかなっていて嬉しい限りです。

コースは、

・ウェスタ

・たばちゃん農園（下赤坂 347-1）

・寺尾調節池（寺尾地区）

・高階市民センタ－(藤間 27-1)

・下新河岸・日枝神社

(下新河岸 55 旭橋側)

・北公民館

・ちゃぶだい（三久保町 1-14）

・NANAWATA（松江町 2-4-4）

・喜多院

・ウェスタ川越 （たばちゃん農園直売所横の畑にてのお話）

集合場所として



・たばちゃん農園（下赤坂 347-1）

福原地区は川越で野菜生産の中心です。大規模農家の多い地区にあって直売所を

中心として野菜販売をしているのが「たばちゃん農園」です。スポット的に行われ

る週末の軒先販売やイベント出店も多く、珍しい野菜が豊富です。おしゃれな包装

と野菜のおいしさもあって、人気の農家さんです。

かわいい広さの畑が何カ所かにあって、雑木林に囲ま

れた畑などは、お手伝いに行っても楽しい場所です。

野菜ソムリエの資格を持つ田畑桃代さんは野菜の知識

が深く、栄養面だけでなく調理法などもネットで発信

しています。珍しい野菜って「どうやって食べるの？」

でなかなか手が出ませんから。マンネリ化した食卓の

彩りになります。勝手にお手伝いをさせてもらえる農

家さんですので、ライン登録で畑の片付け協力のお知

らせがもらえます。（右は説明中の田畑桃代氏）

・寺尾調節池（寺尾地区）

平成 13 年に新河岸川の洪水対策の一環として造成さ

れた 13ha の調節池です。 かわごえ環境ネットの 20 周

年記念本「川越の自然」改訂版で、執筆をした宮澤宏次

さんにお願いをして寺尾調節池の魅力を語っていただき

ました。1,800m 程の堤防は近辺の住人にとって絶好の散

歩道です。当日も近くの保育園の園児たちが半袖姿で楽

しんでいました。また、この場所は、川越の湧水池とし

てもあげられていて役所の職員が湧水量の検査に来てい

ました。もう一点、天気のいい日は富士山がよく見える

場所して知られています。（右は宮澤宏次氏）

（寺尾調節池 富士山を指す） （調節池内の魚を観察 メダカ？）

・下新河岸・日枝神社（下新河岸 55 旭橋側）

寺尾調節池からのつながりのある新河岸川の河川敷です。歴史的に由緒正しき

日枝神社と湧水について、かわごえ環境ネットの松永裕一氏からお話を聞きまし



た。川越は崖線型の湧水が多く、新河岸川沿いにでは川の中から見ることが出来

ます。この場所の詳細は「川越の自然」本を参考にしてください。

（石碑のいわれ等を説明する松永裕一氏） （ムクノキの根元からの湧水）

・ちゃぶだい（三久保町 1-14）・NANAWATA（松江町 2－4－4）

築 100 年を超える古民家をリノベーションしたカフェ・ゲス

トハウスです。ここで映画「おだやかな革命」のアドバイザー

を務め、「日本の SDGs-それってほんとにサステナブル？」の

著者 高橋真樹氏のレクチャーを受けました。最近の川越は古

民家再生などの店舗が増えてきていて、サルテナブルな動きと

呼応しているように思います。アンケートで多くの方が「良か

った。」と答えてるようにとても勉強になりました。

次に低燃費住宅のカフェ&スペースの「NANAWATA」を訪問しま

した。暖房費がかからない断熱材やトリプルガラスなど工夫が

盛り沢山でした。（右は高橋真樹氏）

（「ちゃぶだい」の外観） （「NANAWATA」の外観）

3.アンケートから（原文のまま）

・最も印象に残ったのは、高橋さんの話

持続可能の持続とはいつまで？→「目先でないこと」 明確なこの回答に感動し

ました。（例・各自が目標を持つ・小鉢・デザート食品ロスは自分の世代で実現

する・ガソリン車から H2 車へは自分の子ども世代で実現する・再生エネルギー

への 100 パーセント転換は孫の世代・出来もしない目標を決めないのも大切）

・たばちゃん農園の珍しい野菜、オーナーの出迎えが良かった。

・寺尾調節池から富士山が見え、眺めが良かった。



・全長 1,800ｍのウォーキングコースが歩きやすかった。

・川越でもまだ自然が残っているところがあり、持続して良い環境にしていきたい

と感じました。

・日常の生活で環境を良くしていく SDG‘s の話は参考になりました。自分でも出

来る事を改善していきたいと思いました。

・SDG‘ｓの情報発信と具体的な行動を知ることが出来ました。

・時間がかかる問題です。これからも学んでいきたいので、これからもエコツアー

を続けて下さい。

・寺尾調節池や日枝神社で説明を受けながら色々学べ、自然と触れ合え、とても楽

しい一日を過ごすことが出来ました。

・SDGs の講座が参考になりました。環境、SDGs の意識をさらに自分の生活を含め

て見直しし、学んでいきたいと思います。

・知らないことが沢山あり、教えてもらって参加でき良かったと思いました。生ゴ

ミ有効利用を続けて行こうと思いました。

・この数時間のうちにこんな濃厚でためになる学びと出逢い、気づき、おいしさを

味わえる地元川越の素晴らしさをしれて、びっくりしました。

・SDGs 実はよくわかってなくて、ボヤーとしていたことの枠組みが見え、先ずの

小さな一歩に何をしようか思いつくことが出来ました。貴重な機会を作っていた

だきありがとうございました。

4.終わりに

天気に恵まれ、二カ所で冠雪の富士山を見ることの出来たエコツアーでした。毎

回のコース決めは頭を悩ますものですが、今回は 20 周年記念「川越の自然」を中

心に企画出来ました。後半は、若い世代が生業として働きながらも、サステナブル

な動きとなっている事例、場所の訪問がかないました。

かわごえ環境ネットのボランテイア的動きは、専門的になりがちですが、リラック

スして環境に配慮できる事例も知ることが出来ました。知ってほしい場所、知られ

ていない環境ポイントが沢山ありすぎて、今回予

定していた喜多院を訪れることができませんでし

た。しかし、かわごえ環境ネットとしての観察会

が来年度企画される事を願ってお楽しみとします。

福原ファームクラブは子どもと一緒に農作業を

楽しみ、農業への理解を深める活動をしています。

お楽しみは、テーラーと呼ばれる農業用運搬車に

乗る事だったり、自分で収穫した野菜の持ち帰り

です。子ども時代の経験が農業の大切さを覚えて

くれてればいいなと思います。

（右は活動日のワンシーン）

写真提供：石川真氏、山本陽二氏



福原水と緑の会活動報告 2021
福原水と緑の会

雑木林観察会、雑木林に親しむ会のあとに、循環型農業の文化遺産、雑木林の生物多様性

を守り、子どもたちへの環境教育を実践するために、福原水と緑の会を結成し、農家やこど

もエコクラブと協力して活動を進めてきました。今年１年間の活動を報告します。

１ 伝統のくずはき

12月末の寒さで雑木林の枯れ葉は全て落ちたので、昨年の 12月末に初めて「くずはき」
をしました。初めは原田さんのヤマで 4日 12回かかりました。この理由は、関越下の側溝
に溜まった落葉、道路の溝に残った落葉もかき集めたことにより、いつもより多くなったこ

とで運搬回数が増えた理由です。1回に約 300㎏なので約 3トンの落葉を運んだことになり
ます。

2番目は今福のヤマです。1月 16日から始めて 2月 13日に完了しました。今年は風も吹
かず、雨も降らなかったので順調に実行する

ことができました。19回なので約 5.7トンを
運ぶことができました。残った落葉は林の中

に積み上げて家庭菜園のたい肥に活用しま

す。

3番目は親愛のヤマで、2月 14日から始め
ました。昨年 12月から下草刈りをして、枯れ
木や枯れ枝を焼却して木灰を作りました。刈

ったシノ竹は家庭菜園の防風に使い残りは林

で焼却しましたが、煙が多く出るので 1年間
枯れさせての焼却にします。

３カ所の合計は面積約１ｈaで９トン超え
の落葉を循環型農業支援として農家の「たい肥

置き場」に運びました。農家はこれに米ぬかを混ぜて切り返し２年かけて落ち葉たい肥にし

て畑に還元します。

２ 下赤坂ふるさと緑の景観地での再生事業

景観地にある宮岡氏の放棄林を「きびっちこの

会」と共同で雑木林の自然再生を目的に手入れを開

始しました。林の中に積み上げられていた枯れタケ

や枯れ木の焼却から始めました。持ち主に焼き穴を

掘ってもらい、枯れ竹などを焼却しました。その後、

シノ竹を刈り一部で「くずはき」をして林内に積み

上げました。

Figure 1集めた落ち葉



作業の合間をぬって生きもの調査を行いました。

アカシジミ、テングチョウ、スジグロシロチョウな

ど雑木林に特有の生きものなど 41種類が見つかりました。オオタカが移動してやってきま
した。定期的な手入れと観察でいろいろなことが判ってきます。

これまでの手入れと観察をもとに山中氏が今後の管理計画を作成してもらいました。右側

が循環型農業支援、左側が自然林としての再生をめざします。空き地については近くの林か

らコナラなどの苗を移植して雑木林の再生を行うことになりました。併せて動植物のモニタ

リングを行い、順応型管理をめざします。現在は、シノ竹の下草刈り、枯れ木の焼却が終わ

り、「くずはき」や雑木林の再生に取りかかる状況まで来ています。これによって今後の活

動を続けることになります。

３ プラごみゼロ活動

埼玉県の呼びかけに応えて、環境週間を中心に雑木林や不老川でクリーン活動をしました。

５月にはこどもエコクラブと一緒にキャンプをした後に雑

木林を歩いて林の中のゴミを拾いました。毎年行っている

のでゴミが減ってきています。不老川には６月３日にクリ

ーン活動で行きました。川には水がまったく流れておらず

石畳の道を歩いている錯覚に陥るほどでした。ごみを集め

ていると「ありがとう」の

声がかかり励みになりま

す。

下赤坂のふるさと緑の

景観地で再生事業と一緒にプラごみを拾います。農地が

近いので農用廃棄物が混じっています。こどもエコクラ

ブの子どもたちを入れて合計 17名、10.5㎏のプラごみを
集めることができました。これらは分別して可燃物とし

て焼却に搬出しました。

今年は２回に分けてプラゼロ活動が行われますので、

モニタリングや再生活動と合わせてクリーン活動を展開しています。

Figure 2上松原の雑木林で

Figure 3集めたプラごみ

Figure 4瀬切れの不老川



４ 会の活動のまとめ

季節に合わせて多様な活動をしているのをまと

める活動をしています。その一環として 11年間観
察し続けた「今福の雑木林」の生きものについてま

とめ、「今福のヤマの生態系は－雑木林の自然史－」

を小冊子として発行しました。

雑木林が脚光を浴びている時代にも、雑木林は自

然観察に適していないとのことで放置されてきた

ために、専門家による系統的な調査は行われてこな

かったと思っています。昆虫、野鳥、植生、チョウ、

セミに分けて観察した結果をまとめています。そして

生態図を提案していますが、調査すればするほど新しい疑問がわいてきて概要しか描けませ

んでした。一番の貢献は、循環型農業に利用されている雑木林の生きものの観察結果がまと

められたことです。

５ かわごえ市民生きもの調査

川越市が呼びかけている「生きもの調査」に団体として参加してきました。調査は活動し

ている福原の雑木林を中心に雑木林、農耕地、住宅地、それに不老川など多様な環境で植物、

昆虫、野鳥などできる範囲での調査となりました。主には活動の中心である「今福のヤマ」

での継続した調査を実施してきました。この

他には、鴨田、宝来などの河川周辺や田園地

域での調査に協力しました。雑木林と異なる

植生や昆虫相で初めは戸惑いましたが、少し

ずつ判別できるようになり、雑木林とは異な

る植生などが理解できるようになりました。

観察件数は、植物では 2400件、昆虫は 600
件、その他 250件などです。
調査で印象が深かったのは、豊田でのギン

イチモンジセセリ（市内３カ所目）、市内の 4
カ所でアゼムシロ、中福のフタリシズカ、老袋

のアキノウナギツカミ、ゴマギ、ハナウド、昆

虫のジョウカイボンなどこれまで知らなかった生きものを見つけることができました。

Figure 6産廃ロード裏の雑木林

Figure 5今福の生態系－自然史



生きものの棲息と自然環境の生態系の

関係は未知の部分が多いので、知的関心を

満足させながら、その理解を継続的に高め

ていくことが大切なことだと知ることが

できました。

６ 子どもの環境教育への支援

こどもエコクラブ活動に側面から協力しました。子どもだけの力では難しい林でのキャン

プ、落ち葉の運搬、保存食の作り方、ネイチャーゲ

ーム、木工工作、昆虫調査、不老川での生きもの調

査など専門家の協力を得て、地元の自然と農業を結

びつけた体験的な活動を応援してきました。今年は

子どもたちが自分や家で実践している「SDGｓ」を
発表する活動を行いましたので、川越市環境政策課

の協力を得て、こどもの主体となる活動を知ること

ができました。会として 10分程度の発表を行い大
人が行う「SDGｓ」の取り組みを知ってもらいまし
た。

７ 川越市への市民意見の提出

市は毎年、温暖化防止やかわごえの環境について市民の意見を求めています。環境問題へ

の市民の関心は必ずしも高いものとは言えませんが、市の懸命な努力に対して、市民団体と

して応援するためにも、毎年意見を提出しています。

今年は、全国的な温暖化問題と市内の自然環境および生物多様性が深刻な状況になってい

る事態を考えてこれまでの「検討」から今後の「行動」への変革を求めて、市の姿勢の変換

を要望しました。

Figure 8協力してくれた市職員

Figure 7セミの抜け殻調査





 

 

 
２－３ 大学・事業者・行政の 
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「小江戸かわごえ脱炭素宣言」表明

川越市環境部環境政策課

主任 佐久間 優美

地球温暖化に伴う気候変動により、豪雨

やハリケーン、熱波による森林火災や干

ばつ等、これまでにない気象災害が世界

中で発生しており、我が国においても集

中豪雨や大型の台風、猛暑による熱中症

患者の増加等、深刻な状況に直面してい

ます。多くの河川を有する本市において

も例外ではなく、平成 29 年 21 号台風や

令和元年東日本台風では、大きな被害が

発生しました。このまま地球温暖化が進

めば、気候変動のリスクは更に高まり、今

後一層大きな災害が起こることが予想さ

れています。

そのような中、世界では、2015 年に採

択されたパリ協定や2018年に公表された

ＩＰＣＣ1.5℃特別報告書等により、地球温暖化を防止するため、2050 年二酸化

炭素排出量実質ゼロを目指す動きが加速しています。

また、国内では、令和 2年 10 月に国が 2050 年脱炭素社会の実現を目指す方

針を打ち出し、多くの自治体が 2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す、ゼ

ロカーボンシティを表明し、地球温暖化対策の機運が高まってきています。

本市においても、国や他の自治体とともに 2050 年脱炭素社会の実現を目指し、

市民・事業者・民間団体と力を合わせて地球温暖化対策に取り組むことを明確な

ものとするため、令和 3年 5 月 1 日に「小江戸かわごえ脱炭素宣言」を表明し

ました。

恵み豊かな地球環境を将来世代へ引き継いでいくために、市が率先して地球

温暖化対策に取り組みます。

地球温暖化対策は、他人事ではなく、私たち一人ひとりが身近なこと、できる

ことから、着実に取り組んでいくことが重要です。ご協力お願いします。



東京 2020 オリンピックの花による装飾の実施報告 

川越市 環境部 環境政策課 

副主幹 阿曽 崇史 

 

 

概要 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた川越市基

本方針」の重点取組の一つに定めた「川越ならではのおもてなし」を具体

的に進めるために設定された「まちの美化・彩り」に基づき、大会等を目

的に川越を訪れる方の利用が想定される駅等において、大会の時期にふさ

わしい花や緑による飾り付けをしようとするものです。 

 

方策 

霞ヶ関カンツリー倶楽部で行われ

るゴルフ競技の期間中である 7 月 29

日～8 月 7 日の間、会場周辺や観光地

に夏季にふさわしい花を装飾したプ

ランターを配置し、華やかさを演出

したお出迎えをします。 

また、「川越ならではのおもてな

し」として、川越市で生産された花

を使用し、近隣小・中学生や地元の

方々などに植え付け等のご協力をい

ただき、飾りつけを行います。 

 

  

結果 

川越市で生産された真夏でも生育

の良いジニアとニチニチソウの２種

類を使い、市内の花卉生産者の方々

のご協力により、川越駅東口ペデス

トリアンデッキ、U_PLACE 前、笠幡 

駅駅前広場の 3 箇所において、およ

そ 500 個のプランター、2,000 ポット

の花を使い、花による飾りつけをす

ることができました。 

ゴルフ競技終了後、花は市内小・

中学校、保育園、市民センターへ配 

布しました。  

 

川越市産の花のＰＲ  

競技終了後は市民センター等へ  



 

装飾の状況 

 

 

 

まとめ 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当初予定していた近隣小・

中学生や地元の方々などに植え付け等の協力をいただくことはできません

でした。 

また、無観客開催等の決定に伴う装飾規模の縮小もあり、多くの方に

花を見ていただくことができませんでした。 

しかし、市内の花卉生産者の方々がゴルフ競技期間中の飾り付けに合

わせ、花の生育を調整してくださった結果、プランターから溢れんばかり

に生育したとても奇麗な状態で飾り付けをすることができました。花卉栽

培の盛んな川越の花をＰＲした、華やかさを演出したお出迎えができたと

考えております。 

 

川越駅東口ペデストリアンデッキ  

笠幡駅駅前広場  

U_PLACE 前  

川越市緑の基金のＰＲ  





 

 

○付 録  



 



＜荒木牧人さんのプロフィール＞1974年埼玉県ふじみ野（旧上福岡）市生まれ。建設会社、設計

事務所勤務を経て、2013年荒木牧人建築設計事務所（現：maao）設立。同時期にひょんなこと

から地域の自治会長になり、そこでの経験を元に第3回リノベーションアイデアコンペに応募、

優秀作品賞を受賞。その後、リノベーションスクール・プロフェッショナルコースでの学びを終え

川越市連雀町で実践開始。2016年12月株式会社80％設立。2017年6月、昭和30年代の木造2階建長屋をリノベーションした第

1号案件「すずのや」「glin coffee 大工町店」を皮切りに、長屋を中心に半径200m範囲をスモールエリアと設定しつつ、「がん

ばりすぎないちょっといい毎日」な展開を続けている。また住んでいる川越市郊外では、週1回小学校区でこどもたちのために

三輪自転車による「駄菓子屋すいすい」、週1回の河川清掃「カワイイ活動」など様々な展開も続けている。 

＜講演内容の概要＞建築設計やリノベーションまちづくりを行う中で感じた、自分らしい生き方、身の丈の活動を通じた人と

の関係構築や環境問題へのアプローチについてお話しさせていただきます。

第20回 かわごえ環境フォーラム第20回 かわごえ環境フォーラム

2022.2.26土9:30-16:302022.2.26土9:30-16:30

主催：かわごえ環境ネット　後援：川越市
協賛：パイオニア株式会社川越事業所　武州ガス株式会社
 株式会社環境総合研究所　初雁興業株式会社

主催：かわごえ環境ネット　後援：川越市
協賛：パイオニア株式会社川越事業所　武州ガス株式会社
 株式会社環境総合研究所　初雁興業株式会社

参加申込・問い合わせ：かわごえ環境ネット事務局（川越市環境政策課環境推進担当）
Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9800, E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp
かわごえ環境フォーラムホームページ　https://forum.kawagoekankyo.net

参加申込・問い合わせ：かわごえ環境ネット事務局（川越市環境政策課環境推進担当）
Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9800, E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp
かわごえ環境フォーラムホームページ　https://forum.kawagoekankyo.net

❶かわごえ環境活動報告会（9:30-12:00）❶かわごえ環境活動報告会（9:30-12:00）

❸ワークショップ（14:45-16:30）

あなたの夢・小さなアクション・楽しさは何ですか？
❸ワークショップ（14:45-16:30）

あなたの夢・小さなアクション・楽しさは何ですか？
みんなで「SDGs未来都市」を考える

ウェスタ川越 2階 活動室1・2（川越市新宿町1-17-17、川越駅西口から徒歩5分）

参加無料　会場定員50名（事前申込制）・オンライン同時配信（申込不要）

ウェスタ川越 2階 活動室1・2（川越市新宿町1-17-17、川越駅西口から徒歩5分）

参加無料　会場定員50名（事前申込制）・オンライン同時配信（申込不要）

川越市市制施行100周年記念事業川越市市制施行100周年記念事業

2021121520211215

荒木牧人さん
株式会社80% 代表取締役／maao 代表／三輪駄菓子屋すいすい オジサン

荒木牧人さん
株式会社80% 代表取締役／maao 代表／三輪駄菓子屋すいすい オジサン

❷講演会（13:00-14:30）

コミュニティに根付いたかわごえ暮らし
❷講演会（13:00-14:30）

コミュニティに根付いたかわごえ暮らし

あなたの「将来の夢」「今やっている小さなアクション」「今、楽しさを感じること」は何ですか？　そんな語り合

いから市制施行100周年を迎えた川越市や参加された方が住んでいるまちの「SDGs未来都市」を考えましょう。

会場とオンラインをつないで実施します。

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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第 20 回 かわごえ環境フォーラム
環境活動報告集への投稿・発表者募集

開催日時：	2022 年 2月 26日（土曜日）9:30-16:30
開催場所：	ウェスタ川越　市民活動・生涯学習施設　活動室 1・2（2階）
	 	 	 	 	（川越市新宿町 1-17-17、川越駅西口から徒歩 5分）
予定されている行事：
	 	 午前	 市民・民間団体・事業者・行政による環境活動報告会
	 	 午後	 講演会・シンポジウム
主催：かわごえ環境ネット

＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会状況により、さまざまな開催方
式を想定して実施を計画しています。

川越市市制施行 100周年記念事業「第 20回	かわごえ環境フォー
ラム」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。

2022 年 2 月 26 日（土曜日）
ウェスタ川越とオンラインで同時開催

投稿・発表申込期限
2021 年 11 月 15 日（月曜日）

レポート投稿期限
2021 年 12 月 13 日（月曜日）

hkose
取り消し線

hkose
テキストボックス
12月13日に延長
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発表・展示の応募要項

1.　まず「投稿・発表申込書」を送ってください（11月 15日締切）
■投稿及び発表資格
　川越市内在住、在勤の個人及び川越市で活動をしている事業者、民間団体、行政。また、
これらに該当しない個人、民間団体、事業者、行政において、川越市に関する活動、調査、
研究報告ができる者。かわごえ環境ネットの会員・非会員問わず応募できます。
■投稿できる内容
　川越市の環境に関する計画、活動、調査、研究、提案や、環境に配慮した製品、サービス
の紹介など、「第三次川越市環境基本計画」に示された事項に関係する内容とします。詳細
は 4ページ目の「第三次川越市環境基本計画の概要と環境活動報告のテーマ例」をご覧く
ださい。ただし、公序良俗に反するものや特定の相手を非難するものは投稿できません。
■「かわごえ環境活動報告集」への投稿件数・掲載料
　個人、団体とも何件でも投稿できます。掲載料は無料です。
■「かわごえ環境フォーラム」における発表件数
　発表は最大で 12件程度です。
　申込多数の場合は、当行事の実行委員会にて調整させていただくことがあります。
■申込方法と期限
　2021年 11月 15日（月）までに、6ページ目にある「投稿・発表申込書」(E-mail の場
合は同様の内容であれば書式自由 )に必要事項を記入の上、かわごえ環境ネット事務局に直
接、郵送、Fax、E-mail のいずれかの方法で申し込みください。

2.　発表者はレポートを投稿してください (12月 13日締切 )
■原稿（Word形式のテンプレートを「かわごえ環境フォーラム」ホームページに掲載）
　枚数：A4サイズで 4枚以内にまとめてください。
　余白：上下左右 20mm以上とってください。
　体裁：自由です。すでに他の目的で作成した原稿を使用してもけっこうです。ただし、レ
ポートのタイトルと投稿者の氏名・所属または団体名を必ず記入してください。文字だけで
なく図表や写真も入れられますが、印刷は白黒となります。また、小さい文字、図表、写真
はつぶれてしまうこともありますので注意してください。印刷・製本：原稿をそのまま版下
原稿として印刷し、『かわごえ環境活動報告集』として製本します（電子版も公開します）。
■投稿方法と期限
　2021 年 12 月 13 日（月）までに、版下となる原稿をかわごえ環境ネット事務局まで
E-mail（Word または PDF形式）又は郵送、あるいは窓口に直接提出してください。なお、
パソコンで原稿を作成している人は、写真の印刷精度を確保するため、できるだけ電子デー
タでの提出をお願いします。

hkose
テキストボックス
（12月13日まで延長）

hkose
テキストボックス
12月13日
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3.　フォーラム当日の発表について（2月 26日）
■発表方法
　「かわごえ環境活動報告集」に投稿した内容にしたがって、スライドなどを用いて発表し
ていただきます。
■発表順序及び発表時間
　発表順序は主催者で決定させていただきます。なお、発表時間は、12件発表がある場合、
1件あたり 10分程度となります。具体的なプログラムは 2月上旬までにおしらせします。
また、かわごえ環境ネットホームページにも掲載します。
■発表方法
　会場において PCで作成したスライドをプロジェクタで投影して発表していただくか、オ
ンライン会議システムに接続していただき画面共有して発表していただきます。会場におけ
る PCは主催者が用意するものを使えます（Windows,	Microsoft	Office	2013 インストー
ル済み）。データは、大容量ファイル転送システムなどを利用して事前に事務局に送付して
いただきます。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会状況により、さまざまな開催方式を想定し
ています。発表者には状況を随時お知らせいたします。

4.　その他
■発表に際しての注意
　「かわごえ環境フォーラム」において発表を行うには、投稿・発表申込書による申し込み
とともに、原則として「かわごえ環境活動報告集」へのレポートの提出をお願いします。
■費用
　環境活動・調査・研究等にかかる費用、及びレポート作成・発表等にかかる費用は、すべ
て報告者の負担でお願いします。

■申込・提出・問い合わせ先
　かわごえ環境ネット事務局
　〒 350-8601	埼玉県川越市元町 1-3-1	川越市	環境部	環境政策課	環境推進担当
　Tel.049-224-5866（直通）,	Fax.049-225-9800
　E-mail:	20thforum@kawagoekankyo.net（期間限定の本行事専用アドレス）

■テンプレートの入手先
　かわごえ環境ネットホームページ
　https://kawagoekankyo.net/news/documents/forumdoc.doc
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第三次川越市環境基本計画の概要と環境活動報告のテーマ例

■第三次川越市環境基本計画の概要
○計画の目的・期間
　川越市良好な環境の保全に関する基本条例
に基づき、本市の良好な環境を保全・創造し、
次の世代も含めた市民が快適に暮らすことが
できるような各種の施策を総合的かつ計画的
に推進することを目的とします。市民、事業
者、民間団体及び市が各主体の責務に応じた
役割分担及び協働のもとに、本市の将来の望
ましい環境像を実現することを目指します。
平成 26年度を基準年度として、目標年度は
令和 7年度とします。

■環境活動報告のテーマ例
○家庭における取り組み
・	川越市環境行動計画に関する取り組み（チ
ェックシートの実施結果）
・	地球温暖化対策（エコチャレンジファミリ
ー・環境家計簿の報告）
・	ごみの減量・資源化への取り組み
・	緑のカーテンの取り組み
・	その他家族ぐるみの環境に対する取り組み

○企業における取り組み
・	環境マネジメントシステムへの取り組み
・	環境コミュニケーションの取り組み
・	エコオフィス・エコストアの取り組み
・	グリーン購入の取り組み
・	SDGs に関する取り組み
・	環境に配慮した製品・システムの研究開発

○団体における取り組み
・	地球温暖化対策
・	資源循環の取り組み
・	自然保護や生物多様性保全への取り組み
・防災の取り組み
・景観や町並み保全の取り組み

○学校・大学における取り組み
・	環境教育の取り組み
・エコチャレンジスクールの取り組み
・	川越の環境に関する調査・研究の報告

○その他、調査・研究・提案
・	太陽光発電装置の導入とその成果
・	大気汚染、酸性雨、水質などの環境調査
・	生きもの調査
・	川越市と他の地域の環境の比較
・川越市の環境に対する提案・提言

○対象とする環境の範囲

○望ましい環境像
みんなでつくる、自然・歴史・文化の
調和した人と環境にやさしいまち

地球環境	 地球温暖化（資源、エネルギー）、酸性雨、気候変動、その他の地球環境問題	等

生活環境	
典型 7	公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、
振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下）、都市
生活型公害、化学物質、廃棄物、放射性
物質	等

自然環境	
地形・地盤、動植物、生態系、生き物の生息・
生育空間、水辺、田、畑、河川、樹林地、
水の循環	等

快適環境	 都市の緑化、歴史・文化、景観、交通、自然災害	等

1 地球環境にやさしく、豊かさを実感できる二酸化炭素排出の少ないまちを実現します	「低炭素」
2 資源の循環的な利用を促進し、ごみを減らした美しいまちを実現します	 	 	 	 	 	 	 	「循環」
3 自然を大切にし、ともに生き、次の世代に引き継ぎます	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	「自然共生」
4 健やかな暮らしのできる環境を確保し、市民の健康を守ります	 	 	 	 	 	 	 	 	「安全・安心」

5
市民、事業者、民間団体との協働により、歴史
と文化を生かし、快適に暮らせるまちを実現し
ます	 	 	 	 	 	 	 	 	「地域づくり・人づくり」

○環境目標
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かわごえ環境ネット
組織案内

●設立の目的
　かわごえ環境ネットは、川越市で 1998（平成 10）年 3月に策定された「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
るための組織として 2000（平成 12）年 8月 5日に設立されました。
　地域ぐるみで川越市の望ましい環境像を実現するためにさまざまな活動をしています。

●活動内容
　かわごえ環境ネットでは、環境に関するイベント等を開催し、提案や活動成果の発表、意
見交換などを行っています。主な活動は次のとおりです。
	 1.	 環境活動に関する情報の提供（広報、ホームページ）	
	 2.	 協働して行う事業についての情報提供や調整	
	 3.	 環境に関するイベントの開催	
	 4.	 専門委員会（部会）活動	
	 5.	 提案、活動内容の報告	
	 6.	 普及啓発、意見交換	

●会員資格
　川越市に在住または在勤の個人、市内で環境に関する活動をしているまたはこれから活動
しようとしている構成員が 5人以上の民間団体、市内に所在する事業所及び事業所を構成
員とする団体であれば、だれでも会員になれます。

●会員の特典
1.		 広報などかわごえ環境ネットからのおしらせを毎月郵送でお送りします
2.		 広報やホームページなどにイベント情報や会員情報を掲載します	
3.		 かわごえ環境ネットが主催する事業（見学会、研修会など）へ優先的に参加できます	
4.		 総会、専門委員会（部会）へ参加できます

●入会申込など詳細は（かわごえ環境ネット事務局／ホームページ）
　［事務局］	 〒 350-8601	埼玉県川越市元町 1-3-1	川越市環境部環境政策課環境推進担当
　　	 	 Tel.049-224-5866（直通）,	Fax.049-225-9800
　　	 	 E-mail:	kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp
　［ホームページ］https://kawagoekankyo.net
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宛先：Fax.049-225-9800
かわごえ環境ネット事務局

（川越市環境部環境政策課内）
＊メールで同様の内容による申込可

タイトル

氏名（所属）
　	発表者：	　　　　　　（　　　　　　）
	 連名者：
報告内容の概要

発表方法（発表・展示者は原則としてレポート投稿をお願いしています）
　
　□レポート投稿・発表
　□レポート投稿のみ

申込者（自宅・勤務先・その他←当てはまるものに○）
氏名（＋ふりがな）：
連絡先　〒

電話：　　　　　　　　　　　　Fax：
E-mail:

その他連絡事項

投稿・発表申込書
記入日：2021年　　月　　日

	 	 	 	 	 投稿・発表申込期限：2021年 11月 15日（月曜日）
　		 	 	 	 	 レポート投稿期限：2021年 12月 13日（月曜日）

第 20 回 かわごえ環境フォーラム

hkose
テキストボックス
12月13日



 

かわごえ環境ネット会則 

（名称） 

第１条 この会は、かわごえ環境ネット（以下「本会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、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を目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

・ 会員相互のパートナーシップとネットワークを形成するための事業に関すること。 

・ 会員それぞれが役割を理解し協働して行う事業に関すること。 

・ 環境に関する情報提供及び普及啓発に関すること。 

・ その他目的達成のために必要な事業に関すること。 

（会員） 

第４条 会員は、本会の目的に賛同して入会した次のものとする。 

・ 市内に在住または在勤の個人 

・ 市内で環境に関する活動をしている又はこれから活動しようとしている構成員が５人以上の民間団体 

・ 市内に所在する事業所及び事業所を構成員とする団体 

・ 川越市 

・ その他理事会で承認されたもの 

（会費） 

第５条 会費は、年会費１口金１，０００円とし、次のとおり定める。 

・ 個人   １口 

・ 民間団体 ２口 

・ 事業所  ２口 

・ 川越市  ２口 

・ その他  理事会の決定による。 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

・ 理事長  １人 

・ 副理事長 ２人 

・ 理事（理事長及び副理事長を含む。） ２０人以内 

・ 監事   ２人 

２ 理事長は、本会を代表するとともに、業務を統括する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、職務を代

理する副理事長の順序は、あらかじめ理事長が指定するものとする。 

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

５ 監事は、本会の業務の執行状況を監査する。 

６ 理事及び監事は会員の中から総会で決定し、理事長及び副理事長は理事の互選により定める。ただし、理事が欠

けた場合の後任の理事については、理事会で決定することができる。 

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

８ 役員の再任は妨げない。 

 

（総会） 

第７条 総会は、本会の最高議決機関とし、年１回以上開催する。 

２ 総会は、理事長が招集し会員の半数の出席をもって成立する。 

３ 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 総会は、次の事項を審議し、決定する。 

・ 事業計画、予算に関すること。 



 

・ 事業報告、決算に関すること。 

・ 役員の選出に関すること。 

・ 会則の改正に関すること。 

・ その他理事会で必要と認めたこと。 

（理事会） 

第８条 理事会は、次の事項を審議し、決定する。 

・ 総会議案に関すること。 

・ その他本会の運営に関して必要な事項 

２ 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。 

３ 理事長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 理事会は、理事長が招集する。 

５ 理事会は、理事の半数以上の出席をもって成立する。 

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

７ 監事は理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。 

（総会及び理事会における書面表記等） 

第９条 やむを得ない理由により、総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することがで

きる。この場合において、第７条第２項及び第３項の規定の適用については、出席したものとみなす。 

２ 前項の規定は、理事会について準用する。この場合において、同項中「総会」とあるのは「理事会」と、会員

とあるのは「理事」と、「第７条第２項及び第３項」とあるのは「前条第５項及び第６項」と読み替えるものと

する。 

（専門委員会） 

第 10条 各会員の主体的活動を促進し、第２条の目的を達成するため、専門委員会を設置することができる。 

２ 専門委員会の設置は、理事会が決定する。 

３ 専門委員会の運営は、各委員会が自主的に行う。 

４ 専門委員会は、活動状況を随時理事会に報告する。 

（事務局） 

第 11条 本会の事務局は、川越市環境部内に置き、庶務及び会計事務を処理する。 

（会計及び会計年度） 

第 12条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 

２ 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（会則の改正） 

第 13条 この会則は、総会の議決により改正することができる。 

（委任） 

第 14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 

  附 則 

この会則は、平成１２年８月５日から施行し、会費については平成１３年度から適用する。 

   附 則 

 この会則は、平成１６年６月５日から施行する。 

   附 則 

 この会則は、平成１９年５月２６日から施行する。 

附 則 

 この会則は、平成２６年５月２４日から施行する。 

 附 則 

 この会則は、平成２９年５月２７日から施行する。 

 

 

 



会 員 構 成
（R4.1.19 現在）

№ 会員区分 団体・事業所等の名称

1

民間団体

入間川にサケを放す会

2 ＥＭネットワークはつかり

3 川越 巨樹・古木の会

4 NPO 法人川越蔵の会

5 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

6 川越市自治会連合会

7 川越市女性団体連絡協議会

8 川越市老人クラブ川鶴支部

9 川越中央ロータリークラブ

10 川越フォレストクラブ

11 川越ホタル愛護会

12 川越緑のサポーター

13 川越ワイズメンズクラブ

14 小畔川の自然を考える会

15 （公財）埼玉ＹＭＣＡ川越センター

16 新河岸川を守る会

17 新日本婦人の会川越支部

18 東洋大学小瀬研究室

19 福原ファームクラブ

20 福原水と緑の会

21 不老川を守る会

22 NPO 法人武蔵丘陵森林公園の自然を考える会

23 ムサシ航空連盟（ＭＫＲ）

1

事 業 者

株式会社東興業

2 アトレテナント会

3 いいことクリエイション合同会社

4 川越環境保全連絡協議会

5 川越市角栄商店街振興組合

6 川越総合卸売市場株式会社

7 川越緑地協会

8 株式会社環境総合研究所

9 行政書士 栗原誠オフィス

10 経営懇話会

1１ 佐藤税理士事務所

12 昭和工業株式会社

13 第一生命保険株式会社 川越支社

14 第一電装部品株式会社

15 ダイキエンジニアリング株式会社

16 通信興業株式会社

17 テイ・エステック株式会社埼玉工場狭山製造部

18 東京国際大学

19 パイオニア株式会社 川越事業所

20 初雁興業株式会社

21 初野建材工業株式会社

22 武州ガス株式会社

23 株式会社マーレフィルターシステムズ

24 増田総業株式会社

25 株式会社ミカミ・アイエヌジー

1 行 政 川越市

会員区分 会員数

個 人 １４２

民間団体 ２３

事 業 者 ２５

行 政 １

会員合計 １９１
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リサイクル適性 Ａ

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。

時をつなぐ　未来をつむぐまち　川越


