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県のマスコットコバトン

「川の再生交流会」報告書発行にあたって

 「川の再生交流会」は、川で様々な活動を行っている川の国応援団
などの団体の交流と意見交換を目的に開催しています。

 今回は、近年問題となっているマイクロプラスチック問題を受け、
海なし県から海をきれいにするという思いのもと、「川の国埼玉から
プラスチックごみゼロへ」を全体テーマとして開催いたしました。
 また、川の国応援団の多くが担い手の高齢化・固定化を課題とする
なか、新たな担い手である学生との協働事例を発表いただきました。

 一昨年度から開始した第２部「ポスターセッション」は、３８の団
体や学校にポスターを掲示いただき、たいへん好評でした。第３部分
科会では、シニアと学生が共同で企画・運営を行い、活発な意見交換
が行われました。

 「川の再生交流会」をきっかけとして、今後川の国応援団の連携や
若い世代の参加が広がり、川の再生活動が次世代に繋がっていくこと
を期待しております。

 本報告書では、第１部基調講演や活動発表等の配布資料とともに、
第２部ポスターセッションの発表概要、第３部の各分科会の報告及び
来場者アンケート結果を掲載していますので、ぜひ御覧ください。

※ 各分科会の報告については、いただいた原稿を原文のまま掲載し
ております。




開催概要
開催日時  令和２年２月１日 土 
会  場  さいたま市民会館うらわ
参加人数  約４５０名 （第３部分科会参加者 １７８名）

第１部 全体会
■登壇者紹介

二瓶 泰雄氏 ＜基調講演＞
東京理科大学理工学部土木工学科教授。1999 年東京工業大学大学院理工学研究
科において博士号(工学)を取得。1994 年東京工業大学助手、2000 年東京理科大
学講師、04 年助教授、15 年現職。研究分野は環境水理学、河川工学、防災水工
学。流域圏における汚濁物質動態のモニタリング・モデリング、河川流量計測法
に関する研究、川ごみ及びマイクロプラスチック汚染に関する研究、水災害の実
態調査と対策技術開発（堤防強化技術や避難対策等）を行う。受賞歴は 2009 年
土木学会論文賞、2015 年「国土技術開発賞」入賞など。

草加市カヌー協会 草加パドラーズ ＜活動発表＞
2014 年 12 月設立。綾瀬川を中心に、カヌーを利用した河川の美化活動、水辺の
スポーツ文化の普及に取り組み、他団体との交流・連携を積極的に行う。2017
年度彩の国埼玉環境大賞優秀賞受賞。

獨協大学経済学部国際環境経済学科米山ゼミ
「伝右川再生に向けた支援プロジェクト」チーム <活動発表>
2013 年度から、綾瀬川の支川である伝右川の再生・浄化活動や啓蒙活動に取り
組んでいる。カヌー体験会、水質調査、生きもの調査、川ガキ体験事業、小学校
での環境教育などを実施。大学学園祭「雄飛祭」期間中には 2014 年度以降毎年
「伝右川再生会議」を開催している。
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■司会者紹介

埼玉県立浦和第一女子高等学校 アナウンス部
部員 23 名でアナウンス・朗読練習、ビデオ番組・ラジオ番組の制作などに取り
組んでいる。目標は、美しい日本語の習得と、地域の話題を全国に発信すること。
ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト全国大会に 15 年連続で出場し、第 4 位優良、
第 5 位入選、制作奨励賞などを受賞。全国高等学校総合文化祭にも 14 年連続出
場。さいたま市内で行われるイベントの司会、伝統文化の取材映像の作成など、
地域活動も積極的に行っている。
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瓶，缶，発泡スチロール，ストロー，
ライター，注射針，プラスチック破片
など様々なゴミが存在！

詳しく見てみると，，，

荒川河口3㎞左岸

東京理科大学理工学部土木工学科
教授 二瓶 泰雄

陸域～河川～海域の
マイクロプラスチックの動態

川の再生交流会＠さいたま市民会館うらわ，20２０/２/１

大量のマイクロプ
ラスチック
（Micro Plastics,
MP）が存在！

さらに別の場所では，，，

http://blog.chichibu-life.com/entry/2016/05/20/231...

MPとは？
直径5mm以下のプラスチック片
マイクロ：とても小さいという意味

・埼玉県・東京都を通り，東京湾
へ流れ込む大河川
・上流部には秩父・長瀞の景勝地

荒川ってどこを流れている？
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海洋生物がプラスチックを摂食する

プラスチックについて（３）

• プラスチックごみは遠くまで
運ばれる．

• 日本人：プラごみ消費量
1年間で32kg（世界第二位）

• 年間800万トンのプラごみが海域に流出．

• 年間３億トンのプラスチックが生産※
→石油産出量の４％ ※がプラスチックに．．．

プラスチックについて（１）※

JEAN HPより

JEAN HPより

※東京農工大・高田先生

☆人体への影響
プラスチックは排出されるが，化学物質は人体へ移行する
可能性あり

☆特徴
合成化学物質，分解しない，毒性がある，生物濃縮される

使われていた有機塩素系の殺虫剤、農薬

・DDTs（ （ジクロロジフェニルトリクロロエタン）

生体に対する毒性が高く、脂肪組織に蓄積しやすい。発癌性があり、
また皮膚障害、内臓障害、ホルモン異常を引き起こす．

☆海洋に漂流するプラスチックから有害化学物質が検出
・PCBs（ポリ塩化ビフェニル）

の発表資料
-プラスチックが水中の汚染物質を吸着
-プラ中の汚染物質濃度は水中の十万～百万倍
-プラスチックが海洋生物に化学物質を運ぶ

プラスチックについて（４）

JEAN HPより

高温や紫外線，波．流れの作用で劣化し，小さな破片に

プラスチックについて（２）
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環境中にいつまでも残る

✔水に強い（溶けない）
✔高い耐久性

一端環境中に出ると影響は広範囲かつ長期化する

プラスチックの長所がそのまま環境問題に直結

遠くまで運ばれる

＜環境中では＞

✔軽い

＜プラスチックの長所＞

プラスチックの特徴のまとめ

外務省HPより抜粋

海洋環境の保護
我々は，海洋及び沿岸の生物と生態系に直接影響し，潜在的に
は人間の健康にも影響し得る海洋ごみ，特にプラスチックごみが世
界的課題を提起していることを認識する。したがって，海洋ごみ問
題に対処し，この動きを世界的なものとするため，より効果的で強
化された取組が求められる。G7は，陸域及び海域に由来する海洋
ごみの発生源対策，海洋ごみの回収・処理活動並びに教育，研究
及び啓発活動の必要性を強調しつつ，附属書に示された，海洋ご
み問題に対処する上で優先度の高い活動と解決策にコミットする。

2015 G7エルマウ・サミット首脳宣言（仮訳）

プラスチックについて（５）

陸

技術

健康

平和

不平等

教育

パートナー

まち

ジェンダー

企業

水

各国から海域へのプラスチック流入量を評価

Jambeck, Jenna R., et al. “Plastic waste inputs from land into the ocean”,
Science, Vol.347, No.6223 (2015)

プラスチックごみに関わる最近の話題①

海

仕事

エネルギー

気候変動

飢餓

貧困

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）

プラスチックについて（６）
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NHK HPより

我が国の
リサイクル率は低い！

有効利用
の中身は？

プラスチックごみに関わる最近の話題④

東京新聞 http://www.tokyonp.co.jp/article/economics/list/201809/CK201
8090302000127.html

プラスチックごみに関わる最近の話題②

①Reduce（発生抑制）

３R
②Reuse（再使用），③Recycle（再資源化）

https://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/catch/archive/2018/02/0219.html

全てのプラ
スチックごみ
が対象

プラスチックごみに関わる最近の話題④
中国の資源ごみ輸入禁止（2017年末～）

•WHO（世界保健機関）は、ペットボトル飲料水の90％からプラスチックを検出した
調査を受け、2018年3月にプラスチックが人体に及ぼす影響についての調査を開
始した。

•マイクロプラスチックは海洋生物に害を及ぼしている。だが人体への影響はまだ
不明。

•同研究では8人の排泄物サンプルしか分析していないが、全員のサンプルからプ
ラスチックが見つかった。

•オーストリアの研究グループはマイクロプラスチックを人間の排泄物の中から発
見した。

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/102400459/?P=2

プラスチックごみに関わる最近の話題③
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海ごみ問題や海のMPをわがこととして考え
ましょう

海ごみ問題や海のMPはひとごとでしょう
か？

外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000529033.pdf）

2050年までに海洋プラごみの
追加的な汚染をゼロまでに削減

プラスチックごみに関わる最近の話題⑤

洗顔，歯磨

スクラブ

陸・都市

レジンペレット
（プラ製品の材料）

合成繊維
（洗濯など）

海ごみ
微細化

8割は
陸域起源

生物が誤って食べる．
有害な化学物質を吸収する
生物の体に蓄積

河川

陸ゴミ
微細化
川ゴミ
微細
化

紫外線・熱
による劣化

陸域～河川～海域のMPの動態（予想）

2020年7月

プラスチックごみに関わる話題⑥レジ袋有料化
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河川

既存のMP調査事例
海洋＞＞河川
我が国の河川調査は皆無！

ここに注目！
様々なMPは存在するか？

陸・都市

陸ゴミ
微細化
川ゴミ
微細
化

紫外線・熱
による劣化
海ごみ
微細化

①様々な河川がMPで汚染されているか？

②MPはどこから来る？

①様々な河川がMPで汚染されているか？

河川のMPや川ごみの疑問

29河川
35地点

九州地方
（8河川）

宮良川

物部川
四万十川

旭川

最上川
関東地方
（13河川）

下エベコロベツ川
天塩川

声問川

現地観測サイト（１）観測地点マップ

②河川のMPはどこから来る？

①様々な河川がMPで汚染されているか？

河川のMPや川ごみの疑問
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江戸川
養老川
小櫃川
小糸川

那珂川
中川
大堀川

球磨川

白川
緑川

黒川

川内川

菊池川

遠賀川
彦山川

多摩川（丸子橋）

相模川（相模大橋）

神奈川県鶴見川（新横浜大橋）

現地観測サイト（２）各河川の様子

相模川

鶴見川

多摩川

荒川

利根川

久慈川

現地観測サイト（１）観測地点マップ

ろ水計

flow

橋

流心

5分設置
目合い
0.1mm or
0.35mm

浮遊物を回収＠室内

ろ水計

プランクトンネット

沖縄県宮良川

埼玉県中川

現地観測概要
観測方法の模式図

千葉県大堀川
（手賀沼へ流入）

山形県最上川
（三大急流）

現地観測サイト（２）各河川の様子

－ 10 －

水質良好

市街化率80％

4.4～13.6[個/m3]

千葉県大堀川
（手賀沼へ流入）

0.36～0.60[個/m3]

山形県最上川
（三大急流）

都市化＋農地

上流域には
人家は皆無

0.97[個/m3]

沖縄県宮良川

2.31～2.91[個/m3]

埼玉県中川

観測結果（１）各河川のMP数密度

ステップ4: MP材質特定

ステップ3: MP質量・サイズ計測

ステップ2: MP候補物質抽出

ステップ1: MP試料水のろ過

室内分析の概要

1mm

Fiber（繊維）

Sheet（シート）

0.30個/m3]

0.40個/m3]

多摩川（丸子橋）

相模川（相模大橋）

9.69個/m3]

神奈川県鶴見川（新横浜大橋）

観測結果（１）各河川のMP数密度
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こんなMPがありました
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4
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1

2
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3

・上流地点でもMP確認された
・MP濃度の急増地点がある(河口付近①、中流⑤・⑥)
→これらの特徴について検討
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観測結果（２-２）MP数密度 荒川（2018/8/22）
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観測結果（２－１）河川のMP数密度

中央値0.74個/m3
平均値3.74個/m3

日本近海（Isobeら，2015）

0
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vs流域面積

観測結果（2-４）MP数密度 vs 流域情報

河川MP≒海洋MP

最大６３個/m3
最小0.029個/m3
中央値1.5個/m3
平均値4.3個/m3

観測結果（２-２）MP数密度 河川vs海洋
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00

1000km
1000km

Tokyo
Nagoya

年間約2万個

一人当たり
MP排出量

河川のMPや川ごみの疑問

N

Osaka

N

年間2.3兆個

MP全排出量

②河川のMPはどこから来る？

①様々な河川がMPで汚染されているか？

- 200
200- 400
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800-1000
1000-1500
1500-2000
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3000-

Number[×105]

日本全国のMP排出量推計マップ(1kmメッシュ）

サイズ [mm]

3

3.0

4.0

4

河川と海洋のMPサイズはほぼ同一

2

2.0

割合
累積

サイズ0.1mm毎の
個数割合[%]
候補2：家庭（生活排水，人口密度大）
・生活排水に何が含まれている？
・無意識にMPを流出していない？

候補１：市街地
・悪いのはポイ捨てだけ？

河川

陸ゴミ
微細化
川ゴミ
微細
化

紫外線・熱
による劣化

②河川のMPはどこから来る？

0

海ごみ
微細化

5

5

20

40

100
(Isobe et al.,
80
2015)
江戸川 大堀川 日本近海
60

海に入る前に，MPは細片化している！

1.0

1

陸・都市

0
0.4

2

4

6

8

10

MPのサイズ別頻度分布（0.1mm間隔）

観測結果（３）MPのサイズ分布

累積 [%]

－ 13 －

下水道整備
未整備

分流式
合流式（晴天時・雨天時）

調査の様子（練馬）

☆面源負荷
・市街地
・農地（畑，水田）
・山林
・降水

☆点源負荷
・生活排水
・工業排水
・畜産排水

～汚濁負荷と合わせて考察～

②河川のMPはどこから来る？

金町駅
（17/7/6）

観測内容
・路面上のゴミの種類・
数を記録，写真撮影
・参加者：延べ25名程度
（学生，市民）

・ゴミが局所的にある程度集中
・”非常に多い”ではないもの
・タバコが至る所に散乱している
場合はこれに分類

多い

・ゴミが局所的に多数集中
・不法投棄レベルのもの

非常に多い

ごみの量の分類：4段階

川崎駅
（17/5/10）

練馬駅
（17/10/13）

観測サイトと観測日

市街地ごみの調査概要

－ 14 －

多い

ごみの量

少ない

500m

ゴミマップ：JR金町駅周辺

1km

500m

調査日：2017/7/6

・「ない」と言っても遜色ない
もの
・目を凝らさないと見つからない
レベルのもの

ほとんどない

・ごみがちらほら見受けられる
もの
・茂みなどに少しごみがある
ものもこれに分類
・たばこが点在しているものも
これに分類

少ない

ごみの量の分類：4段階

多い

ごみの量

凡例
観測範囲
ゴミ

A班

500m

B班

D班

多い

少ない

c

0

200

400

調査日：2017/5/10

少ない

凡例
観測範囲
ゴミ
ごみの量

ゴミマップ：JR川崎駅周辺

C班

調査日：2017/10/13

ゴミマップ：練馬駅周辺

－ 15 －

ポイ捨てだけが原因ではない
プラ製品の不用意な扱いがMP発生の要因に！

割れたバケツ

プラスチックの破片もいっぱいありました

レジ袋から溢れる
多数のゴミ

第一京浜沿いの歩道

ポイ捨てゴミ（川崎）

10 20[mm]

その他

PE

PP

割れたコーン

プラスチックの破片もいっぱいありました

0

ポイ捨てゴミ（川崎）

－ 16 －

河川

候補2：家庭（生活排水，人口密度大）
・生活排水に何が含まれている？
・無意識にMPを流出していない？

候補１：市街地
・悪いのはポイ捨てだけ？

陸・都市

陸ゴミ
微細化
川ゴミ
微細
化

紫外線・熱
による劣化

②河川のMPはどこから来る？

海ごみ
微細化

プラスチックの破片もいっぱいありました

下水
（n=164）

河川水
（n=257）
✔下水はFiberの割合が多い.

✔どちらもFragmentが最も多い

0

20

40

60

80

(%)

100

河川：鶴見川，下水：流入水＋放流水

0.1mm

0.1mm

1mm

0.1mm

・断片状のMP

Fragment

・繊維状のMP
・何起源？

Fiber

・薄く広がったMP

Sheet

・球状のMP
・マイクロビーズ

Sphere

河川水と下水の比較：MPの形状

ごみ回収を適切に行わないとポイ捨てと同じ状況に！

犯人は，，，，
カラスです

ゴミ置き場のごみが散乱しています（都内）

－ 17 －

河川水と下水の比較：MPのサイズ

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

3

下水＜河川水

2

最大長[mm]

調査方法:

洗濯槽のネットから
ゴミを取り出す

②

塩素消毒を行う

洗濯の際の衣類から出る糸くずや
ホコリなどをからめとる役割がある

③

5

照合する

繊維を抽出し
材質を同定する

洗濯槽の中

・洗濯機のネットのゴミの材質
・下水から見つかったFiberの材質

Fiber（繊維）の発生源調査

◎洗濯機のゴミ取りネット

①

4

河川水 下水

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

河川流入前の生活排水中にMPが存在！

1

累積

割合

MP最大長の頻度分布 （※Fiberを除く）

調査概要:

0.1mm毎の個数頻度[%]

河川：鶴見川，下水：流入水＋放流水

累積[%]

Fragment
65%

Fiberの発生源？

FragmentやSheetとは明確に異なり
材質や形状が似たものの集まり

Polyester

Sheet
5%

ナイロン
(Polyamide)

構成割合は
似ている

アクリル
(Acrylonitrile)

材質が合致

アクリル ナイロン
8%
2%
(石油化学工業協会、2016年)

✔生活排水MPの発生源の１つとして衣服の洗浄

70％

ポリエステル
27%

ポリプロピレン
(PP)

合成繊維生産割合
全Fiber 49個において
その他
洗濯槽ネットのMPと

洗濯槽
ネット

ポリエステル
(PET,Polyester)

合成繊維の材質である4種類を同定.

調査結果

→合成繊維の布地を洗濯機で洗濯すると大量のMPが発生！
（Browne et al. 2011）

0.1mm

PET

▼Fiber（繊維) : 30%

Fiber（繊維）の発生源？

－ 18 －

レジ袋

例

代替策

まとめ

3枚/日 マイバックを持ち歩く

頻度

＜MPはどこから来るか？＞
• 市街地（川崎）におけるごみマップを作製した．
• “ポイ捨てごみ”だけでなく，日常に使うものの「ごみ化」が見られ
た（バケツ，コーン等）．
• 家庭排水に多いファイバーは洗濯物由来である．

1

1.できる
2.頑張ればできる
3.難しい

実現性：

＜河川のMPはあるか？＞
• 今回材質判定をした70河川全てでMPが確認された．
 河川から海洋へのMPの直接流出が示唆された
• MP数密度は日本近海と同程度．
• MPサイズ分布も日本近海と概ね一致

7

6

5

4

3

2

1

プラ製品名
（す ぐ 捨 て る も の ）

No.

脱プラ生活チェックシート（１）

カード

例

5

4

3

2

1

プラ製品名
（1か 月 以 上 使 用 ）

No.
代替策

1枚/年 思いつかない

頻度

3

1.できる
2.頑張ればできる
3.難しい

実現性：

脱プラ生活チェックシート（２）

MEMO

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

－ 19 －


「プラスチックごみへの取組と学生との協働」
       ・草加市カヌー協会「草加パドラーズ」
         ・獨協大学経済学部国際環境経済学科米山ゼミ
           「伝右川再生に向けた支援プロジェクト」チーム

－ 20 －

－ 21 －

－ 22 －

－ 23 －

川の
埼玉県 による プラスチックごみ対策
川の国埼玉 から プラスチックごみゼロ へ

写真：新河岸川を流れるごみを回収する様子

令和２年

写真：回収したごみを分別調査する様子

２月 １日（土）

（埼玉県 環境部 水環境課）

1

埼玉県の対策方針
現状 と 課題
大量に使用されたプラスチックが
街なかで不適正に捨てられて
川を通じて海に流出している

対策方針
海なし県 埼玉の誓い「川の国埼玉からプラごみを海に流さない」 川

＋賢く使い＋正しく捨て＋みんなで拾う
－ 24 －

プ
ラ
ゼ
ロ2

埼玉県による各種取組
県内の取組※１と、広域の取組（九都
県市※２の連携）を組み合わせて推進
※１

プラごみ削減手法検討
河川マイクロプラ調査

※２

など

埼玉県・千葉県・
東京都・神奈川県
及び政令指定都市
の連携組織

～
～

共通ポスターを
作成、駅等に掲示

取組詳細はこちら
↓
ここをクリック！

3

埼玉県プラごみゼロウィーク
直接登録は５０人以上の
参加者が必要

概要

（小さな団体が参加できない・・・）

• 環境省海ごみゼロウィークと連動
• 埼玉県が、川の国応援団、地域清掃
活動団体による小規模なごみ拾い活
動を取りまとめて登録

結果
• 延べ参加団体 ： ７９団体
• 延べ実施回数 ： １４５回
• 延べ参加人数 ： ２，０６３人

袋
回収

約３６㎥

4

－ 25 －

第２部 ポスターセッション
■発表団体：川で活動・研究する 38 団体・学校
■会場配置

■発表団体一覧
№

グループ

発表団体

1

①

熊谷市ムサシトミヨをまもる会

2

①

城西大学理学部化学科環境生命化学研究室（大曽根脩）

3

②

城西大学理学部化学科環境生命化学研究室（吉井瑠星）

4

①

城西大学理学部化学科環境生命化学研究室（増田拓巳）

5

②

城西大学理学部化学科環境生命化学研究室（韮塚悠貴）

6

①

特定非営利活動法人越谷ふるさとプロジェクト

7

②

笹目川の環境を守る会

8

②

忍川の自然に親しむ会

9

①

埼玉県立川越女子高等学校生物部

10

②

立正大学地理学科原美登里研究室・仏教学科秋田貴廣研究室
（飯山和也・原美登里・秋田貴廣）

－ 26 －

№

グループ

発表団体

11

①

12

①

NPO 法人エコシティ志木

13

②

千葉工業大学生物圏環境研究室

14

①

千葉工業大学分子生態工学研究室

15

②

千葉工業大学 文化会 環境科学研究会

16

①

原市沼を愛する会

17

②

埼玉県立川の博物館

18

①

獨協埼玉中学高等学校サイエンス部

19

②

NPO 法人和光・緑と湧き水の会

20

①

埼玉県環境部水環境課

21

②

埼玉県環境科学国際センター

22

①

埼玉県県土整備部水辺再生課

23

①

埼玉県中央環境管理事務所

24

②

ふきあげ環境フォーラム

25

①

公益社団法人日本水環境学会関東支部

26

①

獨協大学経済学部国際環境経済学科米山ゼミ「伝右川再生に向けた支援プロジェクト」

27

②

香川大学創造工学部吉田研究室

28

①

合成洗剤をやめていのちと自然を守る埼玉連絡会

29

②

草加市カヌー協会 草加パドラーズ

30

②

星野高等学校 社会福祉部

31

①

荒川クリーンエイドフォーラム

32

①

荒川夢クラブ

33

②

いきがい松山２９

34

①

東京学芸大学吉冨研究室

35

②

比企自然学校

36

①

鈴木享子・神村佑・吉冨友恭（水辺の学びデザインプロジェクト WaSIT）

37

②

綾瀬川を愛する会

38

①

栄東中学高等学校 理科研究部

立正大学地理学科原美登里研究室
（原美登里・秀島直輝・長山瑞季・落合俊介・飯山和也・秋田貴廣）

－ 27 －

■発表の概要
№

グループ

発表団体

ポスターのタイトル

1

① 熊谷市ムサシトミヨをまもる会

世界に熊谷だけに生息するムサシトミヨの保護活動

2

①

城西大学理学部化学科
環境生命化学研究室（大曽根脩）

環境DNAを用いたカミツキガメの分布域と
相対量の推定

3

②

城西大学理学部化学科
環境生命化学研究室（吉井瑠星）

環境DNAを用いた福井県越前市の
アベサンショウウオの生息地調査

4

①

城西大学理学部化学科
環境生命化学研究室（増田拓巳）

環境DNAを用いたホトケドジョウの生息地調査

5

②

城西大学理学部化学科
環境生命化学研究室（韮塚悠貴）

ムサシトミヨの環境DNAの動態

6

①

特定非営利活動法人
越谷ふるさとプロジェクト

川をめぐる子ども体験バスツアー

7

② 笹目川の環境を守る会

笹目川の環境保全活動

8

② 忍川の自然に親しむ会

「忍川の自然に親しむ会」の活動

9

① 埼玉県立川越女子高等学校生物部

新河岸川周辺の河川における外来生物
カワリヌマエビ属・在来ヌカエビの生態的研究

10

立正大学地理学科原美登里研究室・
② 仏教学科秋田貴廣研究室
（飯山和也・原美登里・秋田貴廣）

熊谷市星川周辺における文化マップと
デジタルマップの作成

11

立正大学地理学科原美登里研究室
① （原美登里・秀島直輝・長山瑞季・
落合俊介・飯山和也・秋田貴廣）

いきものマップ作成におけるこどもたちとの地域連携

12

① NPO法人エコシティ志木

NPO法人エコシティ志木の活動紹介

－ 28 －

ポスターの概要
昭和62年設立。川の定期的草刈、清掃等保全活動 保護思想の普及 地区内3校の学習に参加。
県の魚・市の魚に選定「元荒川ムサシトミヨ生息地」ユネスコ未来遺産に登録 害虫駆除 各地区へ
水槽展示、講演会等実施 学習会 地域の自然と文化を未来に生きる子供達に伝える活動。
特定外来生物に指定されているカミツキガメが全国各地で目撃報告されており、特に印旛沼水系に
おいて大量繁殖している。本発表では、環境DNA分析を用いたカミツキガメ検出系の紹介と、綾瀬川
での調査結果についても報告する。
福井県越前市では、絶滅危惧IA類に指定されているアベサンショウウオが生息しており、保護活動
が盛んである。この地は豪雪地帯であり、高齢者のモニタリング調査の負担も大きい。そのため、環境
DNAを用いた調査を行っている。
ホトケドジョウは、埼玉県において絶滅危惧IA類に指定されている。環境水中のホトケドジョウDNAを
検出することにより坂戸市周辺の生息域の調査を行った。その結果を報告する。
本研究室では、環境DNAによるムサシトミヨの個体数推定を目指し研究を行っている。本発表では、
熊谷市ムサシトミヨ保護センター内の野外飼育水槽および元荒川の水から得られた環境DNAの動態
について報告する。
越谷市内を流れる元荒川とつながる地域を訪問し、水と自然環境について体験的に学習をする。
・熊谷市久下および佐谷田の元荒川源流部散策と水質検査
・ムサシトミヨ保護センターにてムサシトミヨの観察と保護活動について学習
笹目川の環境を守る会は平成17年に設立。笹目川の貴重な自然環境を取り戻し、住みよいまちづく
りの推進に寄与するため、河川の清掃活動、水辺環境保全のための啓発活動などに取り組んでい
る。活動の概要を紹介する。
「忍川の自然に親しむ会」は、市民大学卒業生から生まれたサークルであり、忍川・さきたま調節池
（旧忍川）の自然環境の調査・研究を通じて、「市民が水に親しみを持ち、自然環境を大切にできるこ
と」を目標とし、会員相互の親睦を図りつつ活動してきました。2013年研究を開始。研究を深めること
で忍川の自然環境の特徴を知り、置かれた現状課題を探っています。県の「川の国応援団」にも登
録しており、忍川の環境改善活動（年2回の清掃活動・生物生息調査」を進めています。さらに環境
改善活動として、他の忍川美化活動団体、自然保護団体との協力活動などを行っています。ここで
は活動の概要を紹介します。
近年、埼玉県の河川では外来生物カワリヌマエビ属の移入と繁殖が確認され、在来種ヌカエビの生
息域が急速に縮小している。生物部では、2015年より外来・在来エビの分布を継続調査し、在来種
の保全に繋げるための生態研究を行っている。その成果を発表する。
立正大学地理学科原美登里研究室と同大学仏教学科秋田貴廣研究室では、2016年3月から熊谷
市星宮地域において、「熊谷市星川周辺における地域資源の発掘」をテーマに、地域連携に取り組
んできた。本発表では、水資源の豊富な熊谷市星川周辺において、国内外向けに地域の散策マッ
プを作成した取り組みについて報告する。
立正大学地理学科原美登里研究室では、2016年3月から熊谷市星宮地域において、「愛染堂・愛染
明王像の保全と星宮地区の地域活性化」をテーマに、地域連携に取り組んできた。本発表では、熊
谷市星宮地域におけるいきものマップ作成を通して実施した、園児・児童の子どもたちとの地域連携
の取り組みについて報告する。
当会は、志木市やその周辺において、自然豊かな循環型地域社会を未来に残すことを目的に1995
年に発足しました。市内の川や里山などの身近な自然を楽しみ、保全するために行っている活動を
紹介します。
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■発表の概要
№

グループ

発表団体

ポスターのタイトル

13

② 千葉工業大学生物圏環境研究室

生物指標による房総半島の河川環境評価

14

① 千葉工業大学分子生態工学研究室

荒川河口干潟（小松川自然地）における
生物指標による環境評価

15

②

16

① 原市沼を愛する会

古代蓮の復元・維持活動

17

② 埼玉県立川の博物館

坂戸市の水路における小動物落下防止ネットの設置

18

① 獨協埼玉中学高等学校サイエンス部

新方川の水質変動と流域環境

19

② NPO法人和光・緑と湧き水の会

マイクロプラスチックが荒川のどこにどれだけあるかの
研究

20

① 埼玉県環境部水環境課

埼玉県による海洋プラスチックごみ問題への取組

21

② 埼玉県環境科学国際センター

埼玉県環境科学国際センターの活動紹介

22

① 埼玉県県土整備部水辺再生課

～川の国埼玉を目指して～
『水辺空間とことん活用プロジェクト』と
『川の国埼玉はつらつプロジェクト』

23

① 埼玉県中央環境管理事務所

🐾🐾ワンチーム🐾🐾による浄化槽に関する取り組み

24

② ふきあげ環境フォーラム

元荒川水質検査9年間の測定結果

25

①

千葉工業大学 文化会
環境科学研究会

公益社団法人日本水環境学会
関東支部

印旛沼における水環境健全性指標調査
（2013～2019）

公益社団法人日本水環境学会関東支部
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ポスターの概要
本研究では、生物学的水質調査法（DAIpo・BMWPスコア法）を用いて千葉県を流下する河川を評価
し、河川環境マップを作成。房総半島の地域特性を細分化し、環境教育や環境保全に利用すること
を目的とした。その結果、房総半島は大きく３つのエリア（都市部・平野部・丘陵部）に区分されること
が示された。
小松川自然地は東京都江戸川区の荒川河口に位置し、シギ・チドリ類の鳥類やカニ・トビハゼなどの
生息・生育場となっている干潟である。本研究では、人工物等の環境の差異に伴う生物相の変化を
比較し、生物学的指標をもちいて小松川自然地の環境状態を評価した。
千葉工業大学文化会環境科学研究会は千葉工業大学の文化会サークルに所属している。主に印
旛沼を始めとする千葉県内の水環境を調査地点として活動している。本稿では7年分（2013年から
2019年まで）の印旛沼の水環境健全性指標の調査結果を発表する。
・原市沼川（綾瀬川の支流）に隣接する蓮池で、古代蓮を育成し、多くの方々に観賞してもらい、又
環境教育の場も提供しています。
・睡蓮、鬼蓮、コーホネ、水葵等の水生植物や半夏生、ジュズ玉も育成しています。
坂戸市森戸地区内の排水路として敷設された三面コンクリートの水路において、両生類、爬虫類など
小動物が溜め升から脱出できなくなっていたのを多数確認したのを昨年発表した。本年度は市民有
志と坂戸市が連携して落下防止ネットを敷設し、対策効果のモニタリングを実施した。
学校周辺を流れる新方川の水質変動を継続調査している。今年度は流域環境と水質変動の関係に
ついて検証していく。
今プラスチックによる海の汚染が世界的に問題になっており、魚がマイクロプラスチックを食べ、その
魚を人が食べて有害になるかもしれないと聞きました。そこで、夏休みの自由研究で、荒川の３カ所
で水や砂を採取し、マイクロプラスチックの有無と量を調べました。
埼玉県は、今年度から海洋プラスチックごみ問題及びマイクロプラスチック問題に取り組んでいます。
本発表では、海と日本プロジェクトin埼玉県と連携して、５月と６月に実施した河川プラごみ調査の結
果について報告します。
埼玉県環境科学国際センターは、学習施設と研究所が一体となった環境科学の中核機関です。当
センターの環境学習に関する講座やイベントの紹介、水環境に関する調査研究事例の紹介を行いま
す。
「川の国埼玉」の実現に向けて、県が取り組んでいる川の再生事業（２つのプロジェクト）を紹介しま
す。
①『水辺空間とことん活用プロジェクト』では、河川敷地の商業利用を推進し、水辺の新たな魅力して
自然豊かな水辺空間や整備箇所をとことん活用することを進めています。
②『川の国埼玉はつらつプロジェクト』では、市町村主体の地域振興の取組と連携し、県内各地で川
の魅力を実感できる水辺空間の整備・拡充を進めています。
埼玉県中央環境管理事務所が、特に力を入れている「浄化槽の維持管理への啓発」についての取り
組みを紹介する。
川の水質調査、生き物調べ、自然体験学習などに取り組み、きれいな川の実現を目指し活動してい
る。活動のあらましを紹介する。 吹上親水護岸の川の元荒川の水質に関心を持ち、同一地点 で継
続調査し、把握した傾向を発表する。
日本水環境学会関東支部の活動内容（水環境に関する分野の学術的調査・研究の推進及び知識
の普及のための活動）について紹介する。
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■発表の概要
№

発表団体

グループ

ポスターのタイトル

26

獨協大学経済学部
① 国際環境経済学科米山ゼミ
伝右川の再生に向けた活動報告発表
「伝右川再生に向けた支援プロジェクト」

27

② 香川大学創造工学部吉田研究室

28

①

29

② 草加市カヌー協会 草加パドラーズ

綾瀬川クリーン大作戦

30

② 星野高等学校 社会福祉部

赤間川清掃活動及びプラごみ削減活動事業

31

① 荒川クリーンエイドフォーラム

荒川クリーンエイド埼玉県会場2019は

32

① 荒川夢クラブ

子供たちの水辺活動2019は

33

② いきがい松山２９

いきがい松山２９の活動紹介

34

① 東京学芸大学吉冨研究室

神社祭礼における淡水魚資源の獲得

35

② 比企自然学校

比企自然学校「 川の学校」の活動

36

鈴木享子・神村佑・吉冨友恭
① （水辺の学びデザインプロジェクト
WaSIT）

地域資源を活かした水辺体験ツアー

37

② 綾瀬川を愛する会

「科学の勝利！綾瀬川の遊水地」

38

① 栄東中学高等学校 理科研究部

次世代に伝えたい芝川における氾濫の歴史

合成洗剤をやめていのちと自然を
守る埼玉連絡会

水圏における環境浄化を目的とした
食費廃棄物由来の有害物質吸着材の開発

化学物質と私たちの暮らし
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ポスターの概要
獨協大学国際環境経済学科米山ゼミ「伝右川再生に向けた支援プロジェクト」は、大学のすぐ横を流
れる伝右川の再生することを目指し活動をしています。このポスターでは、水質調査や生物調査、カ
ヌー体験会など、今年度私たちが取り組んできた活動を紹介します。
香川大学創造工学部吉田研究室では、食品廃棄物（魚骨や籾殻）を再資源化した有害物質吸着材
を開発し、銅、水銀、カドミウム、亜鉛等の重金属類の他、ストロンチウム等の放射性物質の吸着に成
功している。開発吸着材は安価で、かつ、環境に優しいことから、水圏（河川、地下水、湖沼等）の浄
化への適用が期待される。
・家の中の化学物質の絵・家庭で使用されている化学物質の排出データ（PRTRの表）・プラスチック
のポスター・合成洗剤のポスター・県作成「香りのエチケット」のポスター
①1.綾瀬川クリーン作戦.活動の様子2.カヌーで水辺に親しむ活動の様子を紹介
②令和元年度 綾瀬川の浮遊ゴミ回収表
星野高校社会福祉部は20年以上、学校の脇を流れる赤間川の清掃活動を行っており、5月には埼
玉県の「プラごみゼロウィーク」にも参加しました。
東京都下流域会場と並んで、荒川クリーンエイド2019は埼玉県内の各会場でも開催、その様子を紹
介する。
小中学生の子供たちが荒川の水辺で夏休みの体験学習や中学生のボランティア美化活動にトライ、
その様子を紹介する。
当会は、都幾川の美化活動を行っています。いきがい大学を卒業したメンバーで活動を行ってきまし
たが、今後は、地域の方々の参加協力を得て続けていきたいと考えています。当会の活動を紹介し
ます。
秋田県の神社を対象に、祭礼において供えられている淡水魚の神饌を調査した。結果をもとに、淡
水魚の種類・調達に関わる主体・調達方法・調達場所の現況と変遷を明らかにし、神饌となる淡水魚
の獲得における課題を検討する。
比企自然学校では「川の学校」「森の学校」の活動を行っています。「川の学校」では川遊び、水棲生
物調査、環境教育に加え、今年より「カヌー工房」を活動拠点内に整備し、「作って楽しむ川遊び」を
テーマにカナディアンカヌー 自作艇をプラスしてリバーツーリングを行う様になりました。
水辺をテーマにしたオリジナルのツアー（WaterSIT）を企画し、水辺の魅力を発掘・発信する取り組み
を行なっている。当日は、大学生が企画したツアーなど、地域資源を活用した水辺ツアーの活動を
紹介する。
超大型台風19号は10月12日に上陸し、関東甲信越、東北地方で猛威をふるった。東京多摩川では
20ヶ所が決壊した。綾瀬川も例に漏れず怒涛の水流となったが、ほぼ90万トンを擁する大門上池、下
池の遊水池によって最大でも堤防の下１mの水位で収まった。川口市は、今年「本当に住みやすい
街大賞」で全国１位となったが、この治水も大きな要因と考える。
芝川は、これまでに大規模な氾濫をくり返している都市河川である。2019年10月の台風19号では氾
濫の一歩手前まで水かさが増していた。これを期に、芝川の氾濫の歴史をふり返り、後世に伝えようと
思った。
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第３部 分科会

分科会

１

２

タイトル
「文化（舟運）」 分科会
舟運への理解と学習の場 / 歴史を活かした河川の活用方法

「水質改善」 分科会
河川を汚している原因とその対策および行政との連携 /
正しい水質測定と支川・排水路の水質改善 / 下水・浄化槽の維持管理マナーの向上

「水辺の生物」 分科会

３

身近な川とその周りの生き物の移り変わり /
多様な生き物が行き交う水辺の環境と保全

４

「豊かな水辺空間づくり」 分科会
景観・遊び・体験 / 自然と安全性の調和 / 市民の連携 / 水源の保全・復活

５

「環境学習」 分科会
学校の授業への協力 / 市民・親子の環境学習 / 観察・調査・研究活動のすすめ

６

「川と水害」 分科会
防災情報の活用と市民の役割

  ※各分科会において冒頭 20 分程度「プラスチックごみ」をテーマに話し合いを行いました。

－ 35 －

川の再生交流会
プラスチックごみを海に流さない活動
各分科会で話し合うことについて!

参考指針    
埼河連 

 午前のプラごみ講演について、質問・感想を述べあう 注 講演者は午後は不在、文書で質問内容
を伝える
 午前のプラごみ県発表・132 の発表について、質問・感想を述べあう
 今年の３月より 県 環境部と川の国応援団は「プラごみ０ ゼロ ウィーク」運動を展開した。７
９団体、のべ１４５ヶ所、２，０６３人が参加した
 これまでのゴミ拾い、美化運動からプラごみを意識して分別、カウントに心がけた。多くの会場
からは、～％はプラごみであると報告している
 プラごみはポイ捨てから川に落ちて海に広がる。海のプラごみの ％は川からの流入との報告
もある。とすれば、海に広がる前に拾い上げる方策を検討したい。海に広がったプラごみを集め
ることは、およそ不可能である
 市民の生活スタイル、マナーの改善・向上が基本となります。分別して完全回収、必要以上にも
らわない、使わない、捨てないマナーを定着させたい
 製造者責任の明確化、法制化を求める。プラスチック類が害なる事を最もよく知っているのは製
造者です。完全回収、再利用等、最終工程までの責任を負う事を求める。責任を市民 個人 のマ
ナーと行政の仕事に押し付けてはならない。製造者、販売者、市民 消費者 がそれぞれに責任と
経費を分担することを提案する
 今後の河川美化活動ゴミ拾い!!では、プラごみを意識して絶えず市民への啓発と行政との連
携を呼び掛けていきましょう
２０２０年２月１日 
川の再生交流会、分科会 
大石 昌男 
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分科会参加団体・人数一覧
団体名

人数

団体名

人数

1 綾瀬川を愛する会

5

39 中央建設協同組合

2 綾瀬川をきれいにする会

1

40 中央大学

3 荒川クリーンエイドフォーラム

1

41 伝右川再生に向けた支援プロジェクト

8

4 いきがい松山２９

3

42 東京学芸大学

1

5 市野川水系の会イン滑川町

1

43 東京久栄

1

6 伊奈学園放送部

2

44 特定非営利活動法人越谷ふるさとプロジェクト

1

7 NPO法人 エコ・コミュニケーションセンタ－

1

45 戸田の川を考える会

1

8 NPO法人 エコシティ志木

1

46 獨協大学

2

9 NPO法人 環境サポート埼玉

1

47 浜川戸環境美化クラブ

2

1

48 東三番街環境専門委員会

1

49 比企自然学校

3

10 NPO法人 環境パートナーシップちば
11 忍川の自然に親しむ会

10

1
12

12 香川大学教育学部

1

50 比企の川づくり協議会

1

13 春日部市古利根川で街おこし

1

51 ふきあげ環境フォーラム

1

14 鴨川水辺のサポーターの会

4

52 古利根川わくわく隊（大砂）

1

15 かわごえ環境ネット

3

53 三郷の川をきれいにする会

1

16 川爺

6

54 元荒川の自然を守る会

2

17 川原自治会河川広場応援団

1

55 山室湧水路の清流保全プロジェクト

2

18 久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会

2

56 立正大学

2

19 久喜北陽高等学校

6

57 わくわく新河岸川みどりの会

1

20 熊環連

2

58 和光自然環境を守る会

1

21 公益財団法人 日本釣振興会埼玉県支部

1

59 和土住宅中央用水をきれいにする会

1

22 公益財団法人 本庄早稲田国際リサーチパーク

1

23 合成洗剤をやめていのちと自然を守る埼玉連絡会

2

24 越谷北高等学校

8

25 埼玉県浄化槽協会

2

1 春日部市環境政策課

1

26

1

2 船橋市

1

人数

埼玉県生態系保護協会春日部支部かすかべ環境ネットワーク

15

個人参加

人数

市町村

27 埼玉県立川の博物館

1

28 彩の国環境大学修了生の会

1

県機関

29 栄東高等学校 理科研究部

3

1 水辺再生課

2

30 SAKADO KOMA ECO CLUB 環境塾

2

2 産業廃棄物指導課

1

31 埼河連

2

3 中央環境管理事務所

2

32 笹目川の環境を守る会

3

4 越谷環境管理事務所

1

33 自然探険コロボックルくらぶ

1

5 東部環境管理事務所

1

34 城西大学理学部化学科環境生命化学研究室

5

6 水環境課

3

35 「新川・鴨川にきれいな水辺を」連絡協議会

1

36 すぎとエコグリーン

2

37 全国水環境交流会

1

内訳：第1分科会 22名/第2分科会 30名/第3分科会 46名

15

第4分科会 21名/第5分科会 28名/第6分科会 31名

38 草加パドラーズ

合計 67団体・178名参加
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第１分科会「河川文化」


参加者２２名
分科会責任者：山本正史 スタッフ・小徳真（東京学芸大大学院）、町田直昭（熊環連）
、
林美恵子（ＮＰＯ荒川クリーンエイド・フォーラム）、森良（ＮＰＯエコ・コミュニケ
ーションセンター）

第１分科会は、まず熊環連の町田さんからマイクロプラステチィックについて話しても
らった。その後、東京学芸大大学院生の小徳真さんが基調講演「河川文化」について語っ
た。


基調講演「埼玉県の河川文化」
埼玉県には川魚の食文化が残っており、例えば、ホンモロコの養殖、浦和のウナギ、吉
川のなまず、また羽生の佃煮の雑魚煮などが今でも著名である。
また、川祭りでは、秩父の川瀬祭り、熊谷・葛和田大杉神社のあばれ御輿、寄居町の玉
淀水天宮祭りなどである。
舟運を見ると、秩父金石の渡し、葛和田の渡しなどが著名である。
荒川の舟運、水運を考えると、1690 年の荒川の瀬替えにより、木材、肥料、米などが盛
んに運ばれることとなった。 また、新河岸川の舟運は、1638 年に仙波東照宮が江戸から移
築されることとなり、活発化した。川越五河岸が著名である。米麦、石灰が運ばれた。 現
在でも、新河岸川の観光舟運、長瀞のライン下りが行われている。全国的に見ると、千葉
の佐原の「小江戸佐原舟めぐり」
、
「近江八幡水郷めぐり」「松江堀川めぐり」などが行われ
ている。荒川では水上バスがあったが、現在では採算が合わず、中止となっているが、今
後、災害時の防災船、総合学習における舟運の検討をしても良いのではと語ってもらった。


４班に別れ河川文化活発化への施策を検討
続いて、会場を４班に分け、第１班が小徳さん、第２班が町田さん、第３班が林さん、
第４班が森さんにチューターとなってもらい開催した。その後、４班からそれぞれ検討結
果を発表してもらった。
班ごとの検討会を始めるにあたり、今後「河川文化」をどう築いていったら良いかを話
し合って欲しいと要望した。
 ４班の検討結果をまとめてみると、概要次のようになる。

①素晴らしい河川景観を活かすことによって河川文化を促進する
 見沼代用水、星川、野火止用水、古利根川沿いの河畔砂丘、キタミソウ（冬に咲く花、
北海道北見市から渡来されたもの。シベリアから渡ってきたものとも言われている。絶滅
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の危険が増大している絶滅危惧種Ⅱ類の花である。三郷市の二郷半用水に自生し、越谷・
草加・吉川を流れる葛西用水沿いにも確認されている）など。具体的に言えば、古利根川
をまるごと学ぼうと言った具合。

②川をどう楽しむか、その楽しみを増大させることにより河川文化を活発化させる
魚釣りの活発化、そのためには魚を増やすことが肝腎。
 水切りしやすい場所、飛び石、遊歩道などの整備で、川を楽しむ人を増大させる。
 氾濫原を廻るような川のパッケージツアーを運営する。その際には地元の人が参加する
ことが大切。
 カヌーでフィッシングなどの実施。
 ホタル乱舞する場所を増やす。

③国が推進している水辺の楽校を活かす。桜見学などの観光、スポーツの場として活用
④羽根倉橋から東京湾への舟運を開始する

   


基調講演の小徳さん
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プラスティックゴミの減少を訴える町田さん


まとめを発表する第１班

話し合い中の第２班と第３班
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検討結果をまとめている第４班

検討結果を発表している分科会会場風景
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第２分科会「水質改善」
河川を汚している原因とその対策及び行政との連携正しい水質測定と支川・排水路の
水質改善下水・浄化槽の維持管理マナーの向上

座長：綾瀬川を綺麗にする会高師さん
全体司会：獨協大学経済学部米山ゼミ伝右川再生に向けた支援プロジェクト羽賀
全体記録係：獨協大学経済学部米山ゼミ伝右川再生に向けた支援プロジェクト粂、渡
邉


全体会の二瓶さんの基調報告の討論  分 


綾瀬川を愛する会の近内さん：
この会に入ったきっかけは、綾瀬川に落ちていたペットボトルを拾いながら歩いていた
ら、綾瀬川を愛する会のビラをもらったのがきっかけ。
毎週  回のペットボトル拾いしている。この目的は、母子の健康管理に着目している。
ペットボトルではなく、紙パックにするべきではないか？ペットボトルの使用をゼロに
するのは無理だが、最低限の量は必要だが、こんなに多くのペットボトルは必要ではな
いと感じる。
また、製造者責任とも感じる。


羽賀：近内さんありがとうございました。


第  部の感想をグループの代表  人が発表
①さいたま市浦和区在住の船橋市市役所環境保全課課長 西村さん
 家庭からのマイクロプラスチックが出ていることについては、皆さんあまりご存じで
はなかったのではないか。私も１市民としてこの川の再生交流会に参加した。基調講演
でマイクロプラスチックがでているという実際のデータがでており、我々としてもしっ
かり受け止めて、行政の立場として一般の市民の皆さんにもプラスチックごみを流さな
いようにしていかなければならないと伝えていきたい。
②草加パドラーズの古田さん
 結論として、ペットボトルを無くすのは不可能である。結局、一人一人のマナーの問
題である。私たちの活動で、毎週  回カヌーに乗ってごみ拾いを  番感じることは、私
たち消費者がペットボトルを川に落とさない、流さないことが大切である。また、マナ
ーとして、ペットボトルが落ちていることに気がついたらなるべく拾うことしか、今の
段階では方法がないと個人的に思う。
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③久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会の大豆生田さん
 以前からマイクロプラスチックに興味・関心があった。今日  つ知りたいこととして、
マイクロプラスチックは何が根本的に問題なのか？という疑問を持ってきた。有害物質
をマイクロプラスチックが取り込んで、魚がそれを飲み込んで最終的に人間が食べてし
まうということでそれは、まずいとわかった。また、海洋生物に影響を及ぼしているこ
とについて、事例も踏まえ、もう少し説明がほしかった。いくつかの疑問も感じた。
④川越環境・川の国応援団の武田さん
 ごみ拾いを  年間行っている。私は、川に流れる前にごみを拾うことが大切だと感
じる。川のごみ拾いも大切だが、道路サポートを重要視している。また、プラスチック
使用量を減らすことも大切だ。まず、町中のごみ拾いと川のごみ拾いどちらも平行して
やることが大切。
⑤中央大学の磯田さん
 二瓶先生のプラスチックごみ問題について聞いて、僕たちは水質メインでやっている
が、水質とは別にプラスチックごみ問題を聞いてとても勉強になった。川から海、最終
的に自分たちの体にマイクロプラスチックとして戻ってきてしまうことについてとて
もびっくりした。これからは、水質とは別に今後はプラスチックごみ問題についても目
を向けていかなければいけないなと感じた。

羽賀：皆さん、感想・ご意見ありがとうございました。
   今から、本題である水質に着目して皆さんと議論していきたいと思います。今回
は、都市河川の汚染原因、その汚染原因を把握したうえでどのように私たちが対
策していけばいいのか、話しあって行きます。まず、都市河川の汚染に関して中
央大学の磯田さんがパワーポイントを用いて簡単に説明させて頂きます。


磯田さんの発表
河川の汚染原因について
%2' とは、生物化学的酸素要求量。一般的に水質の指標として扱われるものの一つ。簡
単に説明すると、水中の有機物 汚れ が多ければ多いほど %2' の値は大きくなってく
る。要は、%2' が高ければ高いほど汚いということ。年々、全体の %2' の値は減少して
きている。埼玉県の河川も減少傾向にはあるが、魚が住める環境基準に満たしていない
河川もある。この河川の汚染の原因を調べたところ、約 ％は家から出る生活排水と
いうことが分かった。次に多いのが工場排水、また畜産からでる汚れということが分か
った。このことから、河川の汚染原因のほとんどが、生活排水である。この生活排水の
内訳を見てみると、台所、風呂からの排水が多いことが分かる。対策の例として、台所
であったら、食べ物を残さず食べる、食器やフライパンの油を拭き取ってから洗う、お
米のとぎ汁などを捨てずに植木の水やりに使うという手法もある。風呂においては、風
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呂の残り湯を洗濯水に二次使用するということが一番効果的である。洗濯なども洗剤は
自然に還りやすいものを使うことも有効である。
今回の分科会では家庭からの生活排水の対策だけでなく、皆さんが行っている活動、お
仕事等で %2' を減らす対策などを話し合っていければと思う。


グループごとに話し合い  分 、発表  分 
グループごとに水質改善に向けた解決策の提案を発表
羽賀：グループごとに話し合ったことを代表者は発表してください。

 班 獨協大学の成田さん：
提案は二つある。一つ目は、自治体と学校の連携を強化する。小学校の図工の時間にゴ
ミ箱をグループごとなどで作成する。川沿いにゴミ箱がないことがゴミが多い理由だと
考えられることから、小学校で作成したゴミ箱を設置することで地域との連携を図りつ
つ、ゴミ箱を置くこともできる。回収については、企業の責任もあると思うので、企業
とタッグを組む。
 二つ目は、罰金制度と褒賞制度をつくる。浄化槽を使っていない家庭に将来的に水道
料金を上げるなどして対策を行う。褒賞制度についてはドイツのデポジット制を例に、
缶やペットボトルを持っていったら割引される制度をつくればゴミが減るのではない
か。

 班 中央大学の小島さん：
環境保全に関心がない人に対して、水質改善に取り組んでもらえるかを考えた。まずは、
現状を知ってもらうことが大切。自分の家は浄化槽なのか下水道を通って処理されてい
るのか理解させる。家庭内の水をどうやってきれいにしていくかが重要であり小学校で
の教育が効果的ではないか。

 班 さいたま市浦和区在住の船橋市市役所環境保全課課長 西村さん
高度合併浄化槽の普及が必要。また、新たな視点として浄化槽できれいにするにはエネ
ルギーがかかる。綾瀬川の活動のように楽しみながら活動することで愛着を持てる。

 班 獨協大学の阿保さん：
川がきれいにならない原因は、問題に対して触れる機会がないから。全体的にできるこ
とは、まず認知度をあげる。個人の意識を上げるために問題にふれる機会を増やす。カ
ヌーなど楽しいところから入れるようなイベントを開催する。

羽賀：皆さんありがとうございました。個人レベルでも意識を高めていくことが大切だ

－ 44 －

と感じました。ゼミでも環境教育を行っているので、今日頂いた意見を参考にしていき
たいと思いました。最後に全体のまとめを埼玉県浄化槽協会の高橋さんお願いいたしま
す。

埼玉県浄化槽協会の高橋さん：
大学生からそれぞれの視点でさまざまな世代間で議論できるネットワークづくり、素晴
らしいと思った。 年以上川をみてきたが、高度経済期に埼玉の川は汚かった。それに
比べて大きな川はきれいになってきたが埼玉はまだまだ。温暖化と水環境についても考
えていく必要がある。 年にどのようになっているか。今日はたくさん勉強できた、
ありがとうございました。

羽賀：高橋さんありがとうございました。埼玉県中央環境管理事務所、針谷さんお願い
します。

埼玉県中央環境管理事務所の針谷さん：
日本一汚い川を抱えていたころの時代の状況から今の時代までみてきた。水質改善に向
けてどんなふうに皆さんが考えているかヒントを頂きたいと思い参加した。今は  割垂
れ流しではなく処理されている。どういう処理をされてどこの川にどうやって使った水
が流れているのかイメージできるともっと川をきれいにしようという行動につながる
のかなと思った。それぞれの活動をどうして川が汚いのかなど考えながら行うことが大
切だと思った。埼玉の川がさらによくなるよう頑張っていきたいと思う時間だった、あ
りがとうございました。

綾瀬川をきれいにする会の高師さん：
今日は皆さんの協力でスムーズに進行できました。グループ内での意見交換が今後の活
動のヒントになれば幸いです。本日はありがとうございました。
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第３分科会「水辺の生物」

令和  年  月  日


令和元年度 川の再生交流会 第  分科会 報告書

記：藤田宏之（県立川の博物館）

日時：令和  年  月  日（土）：～：
場所：市民会館うらわ ) コンサート室
分科会テーマ：水辺の生物
運営委員：中島清治氏（代表）
、古窪敏行氏、横山隆氏、藤田宏之
事例発表：高橋瞭太氏（県立越谷北高校生物部）
参加者： 名

はじめに
第  分科会は参加者を  班に分けて各班で討論し、班代表が発表する形式とした。

マイクプラスチック問題について
全分科会共通テーマであるマイクロプラスチック問題について、参加者全員で問題解決の
案を出し、話し合った。
主な解決案・意見は次の通りである
・使い捨てのレジ袋、ペットボトル等を減らす、使わない努力を個人個人より一層進める
・プラごみを減らす努力を上下流（地域を）問わず周知させる
・分解できるプラスチックを開発すればよいことなのだろうかと疑問を感じる
・ポイ捨てに罰則規定を設ける
・レジ袋の有料化をより高額に値上げしたほうがよい
・プラ製品産業の不況・衰退化はどう考えるか？
・ゴミ捨てマナー・リテラシーを家庭教育、学校教育でより一層推進
・プラ工業界の製造物責任はあるのか？
・プラによる身体への影響が気になる

事例発表：越谷北高等学校生物部の活動
発表者：高橋瞭太氏
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県立越谷北高等学校生物部では身近な生きものの調査活動をおこなっている。学校周辺の
小河川・用水路の生きものとしてドジョウの仲間に注目し、調査・実験を継続しておこなっ
ている。調査の結果、在来のドジョウが生息する田んぼとその周辺の小河川・用水路にアジ
ア大陸原産の外来種カラドジョウが侵出していることが分かった。さらにカラドジョウは
高い遊泳力を持ち、強い繁殖力と環境に対する適応力で勢力を拡大しつつあることが分か
った。

主題の討論「水辺の生物」
 班（テーブル）に分かれ、各班のコーディネーターを中心に「水辺の生物」をテーマにデ
ィスカッションした。
・
（自己紹介を兼ね）
、各参加者が挙げた「水辺の生物」は以下の通りである
魚類（在来）：メダカ、モツゴ、フナ類、二ホンウナギ、マハゼ、ウキゴリ、ヌマチチブ、
アユ、ドジョウ、シロザケ、ホトケドジョウ、オイカワ、ウグイ
魚類（国内外来）
：タモロコ、コイ、ナマズ、カワムツ、ヌマムツ
魚類（国外外来）
：カダヤシ、カラドジョウ、オオクチバス、ブルーギル、タイリクバラタ
ナゴ、ソウギョ
両生類：カジカガエル、ウシガエル（国外外来）
爬虫類：クサガメ（国外外来）
、ミシシッピアカミミガメ（国外外来）
、ニホンスッポン
甲殻類：モクズガニ、テナガエビ、スジエビ、ヌカエビ、ベンケイガニ、クロベンケイガニ、
ミナミヌマエビ（国内外来）
、アメリカザリガニ（国外外来）
貝類：タニシ類、スクミリンゴガイ（国外外来）
昆虫：ハグロトンボ、ジャコウアゲハ、ヘイケボタル、ゲンジボタル
植物：ナガボノワレモコウ、セイバンモロコシ（国外外来）
植物（水生）
：ツツイトモ、オオフサモ（国外外来）
鳥類：カワセミ、サギ類、カモ類、カワウ、カラス類、カイツブリ
・参加者から挙げられた身近な河川・水辺は以下の通りである
荒川、入間川、元荒川（越谷市など）、綾瀬川（川口市など）伝右川（草加市）、鴨川（さい
たま市など）、柳瀬川（所沢市など）、忍川（行田市）、星川（熊谷市）、唐沢川（深谷市）、
笹目川（戸田市）
、古利根川（春日部市など）、高麗川（坂戸市など）
、井の頭池（東京都）
、
野火止用水（新座市）
、小畔川（川越市など）
・水辺の環境保全について、水質改善、周囲の自然の回復、環境学習など総合的に進めるの
が望ましい
・ダム、堰、魚道などの河川障害物と水生生物について考える機会があればいいのでは
・県内の河川は外来種が多く解決は難しいが、食のイベント等で消費もありなのでは
・生きものが豊かな川づくりには農業の治水技術もヒントになるのではないか
・川遊びができるような川づくりの推進を
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・知名度があり、存在感のあるシンボル的な生きものを中心に置き、地域の河川への関心を
高めることや学校教育への普及を推進するのがいいのではないか
・観察会などの教材に生きものは適しているのでは

まとめ
「水辺の生物」をテーマに活発な議論となった。上記の通り挙げられた生物も多種多様とな
った。また、地域の川を知る、生物を起点に川への関心度が高まることが期待できる、地域
の団体と教育機関の連携につながる、若者とシニア層の接点になるなど、前向きな活動につ
なげられる議論となった。それぞれの住んでいるふるさとの「水辺の生き物」について引き
続き継続観察して、次年度、次々年度でも互いに発表し合えるテーマになったのではないか、
今後も活発な討論が期待できる。

今後の課題
①「水辺の生き物」の中で、代表的な生き物を選定し、定点観察、継続観察の実施方法や時
期など、研究方法の議論へまだ深めることが出来なかった。
② 上流域、中流域、下流域、汽水域の分布範囲を整理した議論がまだ出来なかった。



















以上
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第４分科会「豊かな水辺空間づくり」
テーマ：豊かな水辺空間づくり
①景観・遊び・体験 （参加者： 団体  名）
②自然と安全性の調和（参加者： 団体  名）
③市民の連携 
（参加者： 団体  名）
④水源の保全・復活 （参加者： 団体  名）

スタッフ：飯山和也（立正大学大学院）・長谷川孝雄（戸田の川を考える会）
木村高明（草加パドラーズ）・木村真夏（立正大学大学院）

参加者： 名


１．分科会の趣旨および進行
 戦後復興期から高度経済成長期にかけ多くの河川は汚染されていた。その後、水質改
善運動や親水空間の形成といった活動が多くの人に広がり、現在では多数の水辺で再生
報告がなされている。一方、再生後の水辺環境を今後どうしていくべきか、再生後の水
辺にどのような「価値」を求めていくのか、という課題が新たに浮上してきている。本
分科会では、このような「今後の水辺はどうあるべきなのか」を考えることを目的とし、
 つのテーマを基に討議を進めた。なお、本分科会の進行は、以下の会議次第に沿って
進行した。

会 議 次 第

１．開会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・～
・責任者挨拶 
・第  分科会概要 
・キーワード解説（プラごみ、景観・遊び・体験、自然と安全性の調和、
市民の連携、水源の保全・復活）

２．グループ討議（ グループ）・・・・・・・・・・・・・・～
・自己紹介
・各テーマに分かれてグループ討議
テーマ：景観・遊び・体験、自然と安全性の調和、
市民の連携、水源の保全・復活

３．まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・～
・各グループの報告（各グループの代表による報告）
・挨拶
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２．グループ討議
①景観・遊び・体験









 （参加者： 団体  名）

＜討議内容＞
・川を造っている人たちに川面を見てほしい
→川を見てから安全か危険かの判断はできない
・川に目を向けさせる工夫があると良いのではないかH[魚のオブジェを造る
・釣り教室を実施する（同時にごみ拾いもやる）
→楽しくやらないとゴミは無くならない
・自然とのかかわりを増やすため、親水緑道を造る
→緑道を整備するのは行政、整備された緑道を保全するのは市民の役目
・簡易雨量計や風向きを見る旗などを設置する
→毎日確認するのを楽しみにする人が出てくる
＜まとめ＞
・川好きが川で何らかのアクションを起こすことで、川に興味がない人も川に注目する
ようなきっかけを作ることが大切

②自然と安全性の調和 







（参加者： 団体  名）


＜討議内容＞
・現在の水辺は事なかれ主義で管理されている事が多く、川に近づくことすらできない
→川に触れる機会が無ければ、どの程度安全なのか危険なのか判断できない
・実際に川の中に入ることで、安全性や危険性を学ぶことができる
→川に詳しい「地域の先生（川で活動する市民団体など）」が同伴していれば
リスクは軽減できる
・高校の授業などで地元の川を活用したいが、教員も川のリスクを知らない場合もある
→川での学習については、地元の団体を活用すると良い
・行政側としては、何かあってからでは遅いのでできるだけ川に近づいてほしくない
→市民団体は、安全管理を徹底したうえで実績を積むことで信頼を得る必要がある
・川の安全性を考慮するうえで、ゴミは重大なリスクとなりうる（ゴミ清掃時にけがを
すると感染症になる危険性があるので、必ず事前に対策を怠らないようにする）
 →ゴミ拾いを行うことは大切である。
→市民によるごみ拾いだけでは限界がある。ゴミ拾いができない時間帯や時期でも
ゴミを回収する施設を整備してほしい
＜まとめ＞
・自然とふれあうこと自体が自然の中のリスクを学ぶことに繋がり、安全性を確保する
ことになる→「自然の予防接種」
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③市民の連携











 （参加者： 団体  名）

＜討議内容＞
・ここ数年、近隣の団体と共催で身近な水辺に  人近くの子どもを連れて行き、水に
親しむ活動を行っている
 →スタッフの高齢化が問題となってきている
・地域連携活動の一環として、水辺を商業利用（キャンプ場やカフェなど）の場として
活用する
 →平成  年に、河川敷地占用許可基準が改定され、営業活動を含む河川敷地の鵜が
可能となった 河川空間のオープン化 
→企業を含むなるべく多くの人と協力して 35 することでブランド化させる
・プラごみゼロウィークを実施したが参加者が増えない
 →高齢者が多いため、なるべく若い人に参加してもらいたい
→37$ や学童と連携し、子どもを中心に参加者を集める
 →現状は行政に頼りすぎている部分もあるが、職員は忙しく対応できないこともある
  →企業にも参画してもらえるように働きかける
・市民の声は届きにくい
 →水辺リングや本交流会などのような場面で積極的に提言できるようにする
 →同じ流域で活動する団体と連携する
＜まとめ＞
・近年問題となっているプラごみの解決のためには、連携が必要である。今後は、若い
世代の参画や企業の参入なども重要となってくる。
・今後の連携は、従来の「市民団体 市民団体」、「行政 市民団体」、「教育 市民団体」
中心のものから、
「いかに企業と連携するか」が問われるのではないか。
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④水源の保全・復活









 （参加者： 団体  名）

＜討議内容＞
・水が流れないと水質が悪化してしまう
 →水が減少した理由として、ダムの建設やアスファルト舗装の増加が影響しているの
ではないか
 →林業が衰退し、山の手入れがおろそかになったことで、山の持つ保水力が低下して
いるのではないか（降った雨がすぐに流出してしまう）
・生活が豊かになった反面、環境に負荷を与えるようになった
 →気候変動により、冷暖房がなければ過ごせない環境になってしまった
・昔の農業は、川から流れてくる水を使って農業を営んでいたが、現在の農業は、他の
川の水をわざわざ買って使用している
・今後水源を保全していかなければ、水道水が飲めなくなる時代が来るかもしれない
→「日本の水はおいしい」というのは日本の良さの一つ。水源保全のスローガンとし
て掲げられるのではないか
＜まとめ＞
・社会や環境などの変化により、水の使い方や流れ方が大きく変わっている。今後も日
本の豊かな水を守るため、水源の保全は重要な要素である。


３．まとめ
 本分科会は、
「豊かな水辺空間づくり」について  グループに分かれ、討議を行った。
各グループともに複数の団体が参加し、普段水辺で活動する中で培ってきた知見や課題
などを意見交換することができた。本分科会で取り扱ったテーマは簡単に答えが出る内
容ではなかったが、今後の水辺再生に必要なこととして、①水辺に触れることができる
ようにする ②水辺を多くの人が集まる空間にする ③互いに連携する ことが重要
であるという共通認識を持つことができた。
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第５分科会「環境学習」
テーマ：
① プラスチックごみの分類とその特性について（講座：遠藤さん）
② 黒目川での環境学習（事例報告：藤井さん）

担当：森中定治、遠藤

壽、藤井由美子

参加者：２８名

第５分科会では、事例発表の後、４つのグループに分かれて意見交換を行い、それ
ぞれのグループごとに出た意見をまとめた。午前の講演と活動発表を受けて、プラス
チックゴミに関するスライドを用いた発表を遠藤担当が行った。その後グループに分
かれてプラスチックゴミについての討議を行った。その後、黒目川での環境学習につ
いて藤井担当が事例報告を行ない、続いて環境学習についてグループ討議を行った。
高校生、大学生などの次世代の日本を背負う世代、現在日本を背負っている３０から
５０歳台の世代、歩いてきた道をしみじみと眺める６０歳以上の世代、この３世代に
加え、日本の未来そのものである若い母親のお腹に抱かれた赤ちゃんが加わって４世
代が勢揃いしたとてもユニークかつ有意義な第５分科会となった。

グループでの話し合い
1班
・環境に触れるためには？
・きっかけと、どのような学習をするか？
① どうやって環境学習をはじめるか？
② どんな環境学習を行うのがよいか？
・夏休みの宿題で川に行ったりして環境学習にしてしまう（きっかけ）
→市民と学校の先生がつながってやっちゃうのも OK！！
・学校に水槽を置く
・川に行く

こんなのもやってみる！！

・道徳でも
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・プラごみ → 今あるもの（プラ）を変える ・・・生分解プラとか
→ 捨てないような仕組み（マナー）をつくる
・環境学習を教科の壁を越えて行う → 強化横断授業をやる！！
・県や教育機関で提案することが必要

→ 何をする？

2 班（6 名のメンバーは、浄化槽の仕事、大学の教師、包装容器会社勤務で環境大学
   受講生、子どもたちと川での環境学習をしている、県機関の職員で子育て中、
   パドラーズ会員）
















・プラごみと分科会との関係づけがわからない。
・学校教育にどのようにアプローチしていくか。
・学校では、ゆとり教育の時には総合学習で一度に４時限使って川の体験ができたが、
 最近では、座学で 1 時限という学校が増えた。
・でも、体験すること、遊ぶことが大切！！
・出前授業をやりたいが学校から断られることが多く、市民大学等で授業をしている。
・学校の授業だけでなく、学習の場はほかにもある。
 → 水辺の生き物、遊ぶこと。
・きっかけと何を学ばせたいのかをはっきりさせる必要がある。
・行政と民間の連携不足。
・生分解プラスチックなら、授業で作れる。
・人数よりも、意識を変える、育てるという面から、手足・頭を動かす時間を与える、
そこから考えるきっかけが生まれる。
・定着化
・一緒に続ける。
・フィードバック
・発表の場を持たせることが、
考えるきっかけを作る。

第3班
  ・市役所が、様々な専門家の講座をやっている。
   → 川越市では、小・中学校が大学と連携して理科の授業を行っている。
  ・体験することの大切さ → 一般的なことは、スマホなどで調べればわかる
                ので。
  ・教育は探究活動の重要性にシフトしてきている。
・子どもたちが問題を見つけ、解決するために考える力をつけることが大切。
・実体験から学ぶことで、効果的な学習体験になる。
・教室での座学ではなく、自然に触れる課外学習を！
・楽しめることが大事。
・小学校の授業として、環境学習を年間スケジュールに入れて実施しては
 どうか？
 → 先生たちが忙しく、環境学習が難しい。
・川に出て、五感を使って学ぶ体験の重要性
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・頭でごみを拾うべきとわかっていても、なかなか実行できない。
 → 実生活に結び付けられる学びが必要
・ごみ拾いのアプリ「ピリカ」を共有
・環境問題に対する CSR（環境保護には企業という大きな力を持つ者の関わり必要）
・ごみの捨て方、自意識。子どもたちに自発的に発想させるようにして仕向ける。
・自分の日常における事柄からきっかけを作る。

第 4 班 （7 人）
  ・パドラーズで綾瀬川のごみ拾いをしている。
  ・生態系を中心に観察会をしている。元荒川で水質調査と生き物調査など。
   小学校で年 6 回程度、環境学習をしている。
  ・子供向けの環境学習やリサイクルの本を、授業に活用してほしい。
   子どもをダシにして親に理解してもらう。
  ・環境学習を教えている。
・部落でごみの分別のマナーを守らない人がいて困っている。
   → コミュニケーションをとるといいのでは。
  ・環境大学で勉強した。
   なんでも人の問題（使う側）
。いかに資源にするかということ。
  ・環境問題を地域の人に知ってもらう。市民の関心が高くないのが問題。
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第６分科会「川と水害」
テーマ：
①富士見市での災害事例（報告・守山さん）
②関東東北豪雨・常総市での災害事例（報告・及川さん）
③加須市北川辺地区の避難事例
④片田特任教授（東大）のことば
担 当：小林 一己、及川 雄真、桑原 茂、小林 知輝
参加者：名（社会人 学生７ 高校１） 事前申込人／人 当日人


◆海洋ゴミ問題討議（ 分程全員討議）
・空き缶のマナーがなってない。
・取っても取ってもゴミは出てくる。（パドラーズ）
出てくるもとへの工夫が必要。
・自分の出したごみの行く末を考える。
・台風後に、川の堤防にゴミが残っている。川岸に漂
着しなかったゴミはどこへゆくのか。そこに思いを。
・ゴミの流出を断ち切る。
・ゴミを出す人にメリットを持たせれば、排出を抑えられるのではないか。
・賢く使って、楽しくやれることが大切。
・川でないところにゴミを捨てさせるように仕組む。
・プラスチックを天然素材に転換させる。海水に溶けてもよい材料で。
・草加の上流の綾瀬川で活動している。下流の活動を知り、上流でもゴミを回収したい。カヌーや
ることも考える。



◆分科会の目的
 年  月、台風  号の豪雨により、埼玉県でも河川増水で、荒川水系越辺川・都幾川で堤防
越水・決壊がおこり、被害が発生した。荒川改修後、最大級の増水により下流域は洪水の危険度が
高い『氾濫危険水位』に達した。過去に例がない降雨、増水が頻繁に発生する現在、市民としてど
う考え、行動したらよいのかを考える。


事例提案１、富士見市での災害事例（報告・守山さん）
  年  月  日の台風  号豪雨で、富士見市山室地区での防災事例。
 年  月の台風による床上浸水  棟床下浸水  棟の教訓に学び、住民が市・県に要請し、災
害に備えたため、今回は床下浸水  棟にとどめられた。
  年災害後、住民による市への防災対策を求めたが、それだけでは事態が進展しないため、住
民による県の水位データ直接開示要求や、県議に直接要請して、県管理の水路治水工事の優先施工
したり、県管轄ではあるが別々の所管だった河川と下水道の監視システムを初めて連携させるなど、
対策を進めてきた。
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 そうした住民の行動により、
住民自らも前日と  日前の気象庁緊急会見から防災準備を始めた（マ
イタイムラインの開始） 住民で誘い会い避難所への避難や、マイカーの事前避難をした。また前
回はなかった市職員による土のう壁設置、消防ポンプ車による道路冠水の排水などが実現され、洪
水被害を低減させた。住民自らが行動し、行政・住民を巻き込んだ防災活動が功を奏した。
 







【 グループでの討論】
現状
・住民はいつか市が助けてくれるはず、と考えがち。行政は手が少なく助けられない。
・ 年も水害がないと、うまく対応できない。今は台風（豪雨）が来るのが当たり前の時代。
・年配者は行動するが、経験のない若い人は逃げない。
・風雨のひどい深夜の危険な時に避難の無線が来た、間が悪い。
・水害の場合、高台と低地の住民では温度差があることを実感した。
対策提案
・子供のころから自然に触れ、川や災害について知ることが大切。
・防災訓練は行われたのか。老若男女、地域住民全体で取り組むべき。
・高齢者が避難する時に、何がどれだけ必要か踏んで、避難計画を組むことが必要。
・避難訓練や炊き出し訓練など、防災のイベント化をおこない、住民に防災理解を広める。
・防災訓練は形だけで終わらないよう、リーダーを作ること。
・支持を待つのではなく、市民はそれぞれがリーダーになって行動すべき。
・公助ですべてやってもらえない、自助でやる。
・事前に予想される情報に、アクションを起こせる住民になれるか。
・地域理解の薄い若い人へ防災情報を伝える、気付いた人が伝える。
・技術により便利になったが、甘んじることなく、アクションにまで行けるようにした方が良い。
・自主防災組織（S のマニュアル）で、全員が動くこと。
結果
・市に言っても変わらなかった事が、県に行ったら対策が取られ、その対策が市へフィードバック
された。
・ 年は、 年より自治体は行動してくれた。
・住民が情報を自治会で得た事は、共助の成果。



事例提案２、平成  年  月関東・東北豪雨、常総市での災害事例（報告・及川さん）
 年  月、台風  号と  号から変わった低気圧で、関東・東北に豪雨がもたれされ、茨城県
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常総市で雨がやんだ段階で利根川水系鬼怒川の堤防が決壊し、日中にも係らず逃げ遅れた住民約
 人が、ヘリコプターやボートにより救助された。
被災住民へのアンケート調査（中央大学河川・水文研究室、 年  月）の結果をもとに災害
時における住民の防災意識について分析した内容を報告した。
「正常性バイアスの影響」に加え、
浸水想定地域住民の半数以上がハザードマップ見ていないなどの「防災知識・意識の低さ」の影響
で多くの人が逃げ遅れ、被災したことが分かった。 








【 グループでの討論】
現状
・人に言われて初めて行動した人が多い。
・自分のところは大丈夫の考えの人が多い。過小評価－正常性バイアスがはたらいた。
・長らく災害がなく、意識が薄らいでいた。
・浸水してから逃げた。→逃げ遅れた。
・避難する判断をどうするのか。分からないケースが多かった。
・これまでの経験を越えた災害が来る時代。
・近所で声かけあっても、集まるのは  割だった経験。
・防災は団体戦、埼玉の学校の防災授業で、身近な危険を知らない生徒が多かった。
提案対策
・行政に言われても、状況により自分で判断できるようにしておく。
・埼玉県の鴨川の最上流で、 号の際に自分の場所的に水害が起こることはないと判断し、避難し
なかった。被害がなく、避難した人達は暇そうだった。しかも避難するためには夜間の雨の中を
川を渡らなくてはならなく、自分達の判断で避難しないほうが有利になった。
・避難情報も大切だが、自分の周囲もよく考えて動くべき。
・避難警報を出したら（逃げたら）勝ち、何事も起こらなくとも「来なくてよかったね」で済む。
・避難所へ行って、災害なかったら「損した」ではなく、無駄足になることは、前提に避難するこ
と。
・小さい頃から、いろいろ教えられ、避難癖がついてよかった。
・耐えられるハードもあるけれど、年齢や経験に関係なく、行動すべき。避難癖も大切だが、自分
の周囲を良く考え、行動すべき。
・災害の経験があってもなくても、行動する。
・若い人へは、ボードゲームで防災の知恵をつけよう。
・各地ごとに整備し直す。
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事例提案３、加須市北川辺地区の避難事例
 片田教授（東大）の防災講演を聞き、洪水被害に会いやすい平たん地（北川辺地区）の住民自ら
台風  号が来る  年前から  回避難訓練を行っていたグループがある。 号の際には、利根川の
水位情報に合わせて他の住民より先に、避難指示が出る前にいち早く行動し、短時間（ 分で）避
難できた。多くの住民は渋滞で避難に  時間以上かかったり、避難できなかったケースがあった。
住民が、自ら考え行動した事例を紹介。
（この事例は討議時間なく、分科会では紹介のみ。）


提案４、片田特任教授（東大）のことば
 行政からの指示待ちではなく、自ら考え行動する住民を増やす提案をされている片田教
授の話を、分科会で紹介。

行政がひとり一人の状況に応じた避難情報を出すことは不可能。
行政がひとり一人を助けに行くことはできない。
行政は万能ではありません。皆さんの命を行政に預けないでください。
避難するかしないか、最後は「あなた」の判断です。皆さんの命は皆さん自身で守ってください。
河川の氾濫や土砂災害が発生してからでは手遅れです。
「今逃げなければ、自分や大事な命が失われる」との意識を忘れないでください。
（上記から分科会主催者からの提案）
自分で理解できない。判断できない。行動できない。
（避難しない）
     ↓
情報がない、知識がない  → 情報をつかむ・知識をつける。
                    ↓
               判断できる・行動できる。
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川の再生交流会アンケート（結果）
回答者 ２４３人
※空欄や複数回答により回答合計数が回答者数と一致しない場合があります

 回答者情報 
＜年代＞
 ・２０歳未満

２９件（１２％）

 ・２０～３９歳

５１件（２１％）

 ・４０～５９歳

３７件（１６％）

 ・６０～６９歳

３９件（１６％）

 ・７０歳以上

８５件（３５％）

＜所属＞
・ 川の国応援団

９５件（３９％）

・ 大学

４５件（１９％）

・ 高校

２０件（ ８％）

・ 行政

２０件（ ８％）

・ 研究機関

 ４件（ ２％）

・ その他

５９件（２４％）



 川の再生交流会全般について 
＜来場のきっかけ＞
 ７８件（３１％）

・県からの通知
 ・市町村からの通知

      ５件（ ２％）

・所属団体からの案内     ７４件（２９％）
 ・ホームページ

 １４件（ ６％）

 ・学校の先生からの紹介

 ４３件（１７％）

 ・その他

 ３７件（１５％）

＜スタッフの対応について＞
・大変良かった

    １１２件（４９％）

・良かった

         ９９件（４４％）

・普通

         １５件（ ７％）

・悪かった

          ０件（ ０％）

・大変悪かった

      ０件（ ０％）

＜川の再生交流会の参加回数＞
・初めて

        １０５件（４４％）

・２回目

         ２２件（１７％）

・３回目          
・４回以上

２５件（１１％）

         ５９件（２８％）
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第１部 基調講演・活動発表・県の取組
回答者 ２４３人

第１部 基調講演・活動発表・県の取組の満足度
満足

やや満足

普通

やや不満

不満

基調講演

56%

33%

8%

2%

1%

活動発表

57%

27%

14%

2%

0%

県の取組

47%

26%

25%

1%

1%











第  部の内容について、ご意見ご感想、今後希望する内容等
・マイクロプラスチックが人体にも入っているというお話がとても驚きました。データや写真が
多くとてもおもしろく興味深い基調講演でした。
・二瓶先生の調査研究は河川の上流から下流にかけて、あるいは市街地のどういうところに MP
が分布しているか大変分かりやすかった。綾瀬川のカヌーでのごみ回収も簡単ではないと思う
が自主的に素晴らしい取組をしている。行政の支えもよくやって頂いていると思う。
・河の水質について、他の方々と話ができてとても勉強になりました。
・MP の問題にもっと意欲的に取り組んでいきたいと改めて思った。
・MP に関わる例をもっと全国的に広げる活動をする。
・減量化、不法投棄の状況→40 年前と少しも変わっていない状況がよく分かった。
・プラゴミは製造メーカーの規制をしなければ解決しないことがよくわかった。
・海のない埼玉県ゴミを減らすことの意義が大変よくわかりました。
・皆さんガンバってますね。MP 削減に向けて意識を変えてみます。
・プラスチックによる汚染の状況がよくわかった。
・MP についての新たな認識を持ちました。発生原因について広くアピールしていく必要がある
と感じました。自分では分別しているつもりでも、思いがけないところからの発生があること
がわかりました。
・マイボトル・エコバッグが必要と実感！
・基調講演の内容もわかりやすく、時間もコンパクトでよかった。
・大変よかったです。改めて、ゴミ軽減のため努力して参りたいと思いました。
・プラゴミの減少について、自分たちの身のまわりから取り組むという必要性を感じます。
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 ペットボトルやビニール買い物袋等の利用を考える。
・今年もマイクロプラスチック問題に会全体で取り組みます。
・まずは知ることが大切ですね。大変勉強になりました。ありがとうございました。
・今現在のプラスチックの現状を知ることができ、大変良かったと思った。
・いずれも大変参考になった。
・河川のマイクロプラスチック問題について知る良い機会になりました。
・基調講演はとてもわかりやすかったです。プラごみゼロウィークは小さな団体活動が参加でき
るようにしたのが素晴らしい視点だと思いました。
・基調講演：平易な言葉でポイントを押さえて話されていたので、理解しやすかった。
・初めて参加させて頂きました。基調講演、活動発表、県の取組、とても参考になり、いろいろ
な活動をしている方がいることを知れてとても良かったです。
・二瓶先生の基調講演が大変分かりやすく、興味深かった。
・たいへん分かりやすく、勉強になりました。どうもありがとうございます。来年もたのしみに
しています。
・プラスチックゴミのついてのこまかなデータ、貴重な情報を知ることができ、大変良かった。
・とても勉強になりました。プラスチックごみの取り扱いを改めて検討したいと思います。
・基調講演の内容は数字の羅列のみ、もう少し具体的なことを折込み下さい。
・海ゴミ、深刻な問題になっていることが分かった。行政等の組織が中心ではなく、一人ひとり
が中心になり、ゴミ問題を解決できるように取り組むことが大切である。
・プラゴミ問題は重要かつ早急だと思いました。
・参考になりました。ゴミ問題、重要な課題です。
・ごみは捨てなければ、ほとんど解決します。公報・教育・マスコミ等、どうしたらごみを捨て
なくなるか、考える時・行動する時です。
・海のプラごみ、８０％は生活点→川→海→を運動にしてゆく。
・効果的なゴミゼロの呼びかけ方について。
・我々の活動についてほとんど知らないようで残念。あまり役にたたない。基本的、理論的には
少々役だったかな。
・基調講演は解りやすく聞きやすく良かった。
・川や海のゴミについて、初めて知ったことが多かった。
・マイクロプラスチックの測定―プランクトンネットで採集より魚の胃の中のプラスチックの測
定もした方がベターと思います。
・数字で見る川に関するものがわかりやすかった。
・若い人たちの考え方が参加になりました。
・発表準備等ありがとうございました。画像を示していただいたので、よく理解できました。
・プラスチックごみの問題点と川のごみの関係など、分かりやすく聞くことができました。
・化粧品やはみがき粉などからも、マイクロプラスチックゴミが出ると知りびっくりしました。
もっともっとまわりを見てみようと思いました。
・マイクロプラスチックが川の流れによって海に広がることを防ぐため、積極的に川のゴミ拾い
をしている人々・団体がいることを知り、水をきれいにするためにもこのような人たちに協力
し、理解を深めていく必要があると感じた。
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・見ることができませんでしたが、プラスティックのお話、とっても良かったと分科会の方が話
していました。
・基調講演の先生にぜひ綾瀬川に来ていただき、草加パドラーズに参加してみていただきたいと
思いました。
・プラごみの発生源として用具用品の取扱いやゴミの出し方もあることを知った。川と海の汚染
はかなり深刻で竹・木・雑木・麦わら（ストロー）などの活用をはかることが求められる。草
加パドラーズからの「週 3 回ごみひろいやっても減らない。不法投棄を止めてほしい」という
アピールにとても共感！
・MP が海を汚している講演は生活の意識を高める事が出来た。草加パドラーズ地道な活動を参
考に私も頑張り参加していきます。
・草加パドラーズと獨協大学の取組発表には大変感激しました。これからもがんばってほしいで
す。
・パドラーズの活動は趣味を活かしながらなおかつ地元の大学と共働してボランティア活動を行
っていてすばらしい取組みだと思った。
・草加パドラーズさんの成果報告：普段川でのゴミ拾いに関わることがないため、ゴミの多さに
驚いた。川に捨てるようなことはしないが、分別を怠ることが時々あるため、意識を持って改
めたい。また、自分の住む地域でも同じ様な活動があれば参加してみたいと思った。
・活動発表、VTR がよかった。
・草加パドラーズ どこへでもお手伝いに行くというのは良かった。県がもっとこうして行こう
と言う事を広めて欲しい。
・新河岸川下流（朝霞）の河川敷に樹木があり、上流からいつも大量に流れてくる。定期的に清
掃行っているが取り切れない。
・各団体の取り組みを聞けるのは良いことだと思う。
・海に広がる前につかまえる活動、具体的に提議してほしかった。
・マイクロプラスチックについて詳しく知れ、新しい知識を得た。動画を作ってわかりやすかっ
た。県の取り組みもう少し聞きたかった。
・埼玉県の建物の自販機から PB を撤去すること。
・ただ回収してもダメでは。製造者側への要望する行動が必要。回収したプラをメーカーに送り
返す。資料は立派だが中味は乏しい。交流がうすらいでないか？本当に活動している団体を見
落としてないか？県の取り組みの中で協力した個々のある団体に光をあてるべきでは？
・プラ製を作っている企業への規制・禁止呼びかけほしい。
・今回はプラゴミにテーマをしぼって行われた点が大変良かった。次回は「どのように川の水を
きれいにするか！」
「もっと川に親しむにはどうすればよいか」を取り上げてほしい。
・とり組み団体の発表がもう１団体位あってもよいと思いました。川を大切にするにはまずゴミ
をなくすこと。容器包装の段階からの規制を！川→海→生物（人間）へ。
・発表の時間をもう少し長くとっていただきたいと思いました。大変参考となるご発表ありがと
うございました。
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・基調講演に関しては、数件質疑応答があっても良いかもしれません。
・基調講演の質疑応答時間を設定してもらいたい。MP が中流域（荒川）で激減する理由が知り
たかった。
・近くの人と話し合う時間
・第一部はもう少し大きな会場でもよいかも。
・あえて言うと席の幅が狭かった。
・司会の女子高生がプロの司会者のようで感心致しました。ありがとうございました！
・司会者が大変上手で感心しました。これからもアナウンス部の活動頑張って下さい。
・司会を務めていた高校生がハッキリした声でとてもききごこちがよく、とても良かった。今後
の活動にも期待しています。
・アナウンス部が好感を持てる。
・初期の頃（上田知事が参加していた）
、もり上がり、活気があった。
・講演者に終わりの合図として終了 2 分前などにベルをならすと良いと思います。「川の国
さいたま！」のかけ声はもうやらないのですか？
・最初、学生の歌（合唱）と演奏があったがそれがなくて残念だった。
・何を目指すかしぼる。
・防災対策
・タオルとマイストローのプレゼントはとても嬉しいです。活用させていただきます。
・ストローがとても良かった。
・資料やタオルを配っていたのでエコバッグの様な物が欲しかった。
・毎年何か規模が縮小しているが川のボランティアの人達をはげます為にも力を入れていただき
たい。
・来年度も参加したいと思います。
・だんだん良くなっていると思います。全体会しか参加できませんがよろしくお願いします！
・今後も参加し協力したいと考えています。
・本日はありがとうございました。今後とも、私たちの活動にご支援のほどよろしくお願いいた
します！！

第２部 ポスターセッション
回答者 ９７人

第２部 ポスターセッションの満足度
満足

やや満足

普通

やや不満

不満

45%

29%

25%

1%

0%
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第２部の内容についてご意見ご感想、今後希望する内容等
・1 年前にお会いした方とまたお会いすることができ、つながりの大切さを感じた。
・ポスターの前では、熱心に交流しているようすです。
・他団体と情報交換が良く出来た。
・自ら発表し、活動を報告することができた。他の団体とも様々な話ができ、つながりをもつこ
とができた。
・具体的なケースを知ることができて良かった。
・興味がある分野の方に直接話を聞くことができて良い機会だった。
・活発な活動を見ることができて良かった。
・色々な方々の取り組みや研究成果を見ることができて、より興味がわいてきた。
・様々な分野の話を自由に聞くことができ、自分の知見を広げることができた。
・中学・高校・大学・NPO 団体など幅広く発表しているのがいい。中学生が川の中より、河敷に
マイクロプラが多いというので興味あった。
・様々な団体の研究を見て、知らなかった被害や生物の生態について知識を得ることができた。
自分の高校の研究の資料のつくり方の参考にしたいと思った。
・川のゴミにプラスティックゴミがいかに多いか個人の意識を強く持たないとゴミは減らない。
・若い人が多くよかった。
・県内で多くの団体が川の再生、環境保全のために様々な活動をしていると知り、驚きました。
自身は秩父在住ですが、県南地域の方が、ゴミや環境保全に対する意識が高いのかなと感じま
した。
・多くの場所で川の保全活動が行われているとわかり、その手法等を知ることができました。あ
りがとうございます。
・川越市の住人であるが、皆様の活動がすばらしく感じました。川越市の盛り上がりが欠けてい
るようで、何とか出来ないものか？オリンピックの効果は？
・多くの方が興味を持って下さり、ポスターでは質問も多くありその対応をさせていただきまし
た。川の活動の中で、マイクロプラスチックを調べる活動が広がると良いと思います。
・発表したので緊張して疲れました。
・具体的なお話を聞くことができ、大変参考になりました。
・様々な活動例が紹介され、これからの活動の参考になりました。
・各グループ共に熱心に活動されている事が良く伝わります。もっと活動紹介出来る場が増える
と良いのですが。
・地域や若い世代の方達が、様々なテーマ、視点を持って活動・研究されていることが分かり、
良かった。
・他の団体の情報を得て活動に生かしていこうと考えます。
・いろいろな地域の事情がわかり楽しかった。
・中高生のポスターセッションが少なからずあり、たのもしく思いました。
・学生の発表内容に具体性あり心強い思いをした。
・今回は、学生の発表が少なかったのが残念。
・学生が多く意識の高さに感心した。
・絶滅危惧種への関心がある方々、eDNA に興味のある方々と対話ができ満足。
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・合成洗剤について、気になっていたため、気持ちを共有できる方と出会えてうれしく思いまし
た。
・学芸大吉冨研究室 河川の文化風俗に与える影響が興味深かった。
・越谷市、志木市、和光市の取組が良かった。
・一部字の小さいポスターがあり読むのが大変だった。字は少なく、ビジュアル（写真・絵・図）
を多く。
・ポスター貼る限られた範囲でかなり簡略化していますが、要点をパンフレットに別記してくれ
たら助かります。
・やや混んでいて狭いので見るのが不便。
・人が多く活気があるが会場が十分に広くなく、移動がしづらかったり、説明のスペースが動き
の邪魔になったりしていて、もったいないと感じた。
・会場が狭すぎてゆっくり見られないし聞く事も出来ない。
・せまい
・発表サークルが多いので会場が混雑しすぎだった。説明は参観者が必要な時にするだけでよい
のではないか。
・発表スペースの拡大
・もう少し広いスペースがほしい。
・展示する人の会話が出来てよかったが、皆さん集まる所が同じで個々には混み合って話を聞く
ことができなかった。
・発表時間が 30 分（1h で半々）ではゆっくり話を聞く、話す時間が少ない。もう少し長くなら
ないものか。
・出展すると、残念ながら他を見る時間がなかった。
・今年は参加者も展示も多くなった感じで盛況でした。説明も一所懸命にしていますが、時間が
なくなるほどでした。
・以前より時間のとりかたが改善され、話し合う時間がありました。でも、全部見ることはでき
ず先に自分の見たい所の下見をしておけばよかったと思いました。
・説明時間（前班、後班）の明示がほしかった。
・発表者から直接お話をうかがうことができ、大変よかったです。第１グループ、2 グループの
区分けが分かりづらかったように思いました。
・発表者のバッチをつけてほしい。
・名札がほしい（発表者だけでも）
。
・どのブースもよくできていたと思いました。担当の人がどの方なのかがより分かりやすいとよ
いと思います。
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第３部 分科会
回答者 ９１人

第３部 分科会の満足度
満足

やや満足

普通

やや不満

不満

57%

28%

9%

4%

2%




第３部の内容についてご意見ご感想、今後希望する内容等
［第１分科会］
・昔の状況報告が主だが、今後の省エネの発想で将来の利用し方を討議して欲しかった。
・川に対する意識の高い方々がおられることが分かりました。また、私の住む県は 1 級河川は 1 つの
みでそれも水量がなく、埼玉のように水流のある川はありません。したがってカヌーなどにより水
と親しむ機会が少ないように思われます。
・ワークショップの課題設定が適切だったので、よい話しあいができた。

［第２分科会］
・グループディスカッションを通じて様々なセクターの話が聞けて良かった。
・色んな環境や水質に関連している人々と話す機会で新しい知識やアイデアを得ることができた。
・楽しかったです。勉強になりました。
・小学生の時より水環境を歩んでほしいです。
・もう少し長い時間話し合いがあればと思いました。
・水質の問題は、排水を出す当事者の意識改革が必要だと思った。
・分科会についても専門家による講義形式で願えないか。
・参加した方々のお話を聞いて、自分が学校で行った活動で学んだこととの共通点が多くあったと思
った。自分は過去にフィールドワーク・グループ研究・環境調査などに参加したが、参加者の方の
多くはそのようなことをしたことがあると思うので、様々な視点でのものの見方が知れて楽しかっ
た。環境という大きな  つのくくりで見たときに、異なる分野からの視点を持ち考えることが大切
だと思った。
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［第３分科会］
・皆さんの活動をベースに考えを聞くことができヒントをいろいろ得ることができました。
・第 3 分科会に 13：00 に参加したが定員が一杯で参加出来なかった。どうすれば参加出来るの？
・なかなかテーマをしぼって意見交換することがむずかしいと思った。事前の準備が必要だとも思っ
た。
・現地で起きていることをたくさん知れてよい機会だった。
・ほぼ、発表が出来たと思います。今後も川の応援団で活動します。
・人の配置、座席のとり方にも入れ換えたりの配慮があってよかった。マイクロプラスチックに関す
る意識が高まった。
・地元や近辺については自分はあまり詳しくなく、他の県の生物保護活動を協力することをしてきた
ので、埼玉県でも活動が積極的に行われていると知り満足でした。もっと分析・検出といったデー
タの面で多くの学校等の協力が得られたら良いのにとは思いました。

［第４分科会］
・いろいろな視点でのお話をうかがうことができ、参考になりました。川に注目してもらうことが大
切であると、肝に銘じました。
・ファシリテーションが難しいですね。各自好きな事を述べるので、まとまりがなかったです。答え
を出さないとの会合ですが、方向性は出した方が良かった。出席者のレベル、考えのちがいが明ら
かだった。まとめの専門家がいると良いです。
・今年は若い人たちが多く、意見が活発に聞けて良かった。
・いろいろな話が聞けてとてもよかった。
・自分と年齢の違う方々と話し合えたことによって、各年代の感じていることや良くしていくための
方法の観点などが違っていて、とても有意義な時間を過ごすことができた。
・１つのことについていろいろな見解があり、大変興味深かった。
・すぐ実現はしないかもしれないが、景観・遊び・体験について話し合いが出来た。

［第５分科会］
・座ったテーブルに恵まれ、沢山の貴重なお話を聞くことができました。
・普段なら絶対話せないような、年上の人たちと話し合えてとても楽しかった。立場によりいろんな
考えがありおもしろかった。
・時間が短かったです。もっと話しがしたかった。
・自分にはなかった意見、これからどうやって子どもたちに広めていくか、どう関心をもってもらう
か考えられたのはよかった。
・とても勉強になりました。
・各参加者の方と情報・意見交換をできたことが良かった。特に、生の声であるので参考になった。
・プラスチックゴミの説明、専門性が高く内容が難しいのではないでしょうか。わかりやすいように、
図や写真を活用してスライドをつくられた方がよいのではないでしょうか。
・皆様の各立場からのご意見賜りました。
・取り組みの方法は多方面にわたる方法があることを再確認できました。環境に関する課題は多く、
一歩一歩前進するしかないのかなと思いました。やはり、体験を通して一緒に活動していきたいな
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と思います。
・各取組みの情報について聞くことが出来て良かった。
・分科会担当者の事前打合せが不十分で、進行がうまくできなかったことに反省。プラごみに
 ついて、分科会の中で話し合う部分がうまくいかなかった。
・まとめ方の指示が少しはっきりしなかった。
・参加者全員が活発・積極的な発言ですばらしかった。環境は行動が必要と思います。
・分科会の導入部の説明が明確ではなく、どう討議すれば良いのかわからなかった。
「プラゴミ」につ
いてを討議するには、司会者よりの説明や討議の方向付けが出来ていないのではと思われました。
私はあくまで「環境学習」について討議する分科会に参加したつもりでした。
・全体のテーマが決まっているので、話しやすかったです。
・問題としてあげられたのは、どこのグループも自分達の知識やノウハウを次の世代に伝えるにはど
うアプローチしたらよいのか？というところだったと思う。プラも理解しなければならない問題で
すが、アプローチ法とするなら教育課程を作っている学校の先生とか理科の先生をみつけて、この
分科会のアドバイザーになってもらうのもよいと思う。
・各々の分科会の内容がよくわかるよう事前に知らせて欲しい。第 5 分科会にしたが、他にすれば良
かった（専門の水辺の生物）。というより、マイクロプラの話を分科会でする意味はあったのか？甚
だ疑問です。
・グループ討議は高校生や大学の教員志望の学生さんなど、いろいろな若い世代の方と話し合えたの
はとても有意義でした。

［第６分科会］
・避難を支持される前に自主的に行動する必要性を理解できてよかった。経験など関係ないこと
にも気づけた。
・学生の参加は良いことです。防災と自治会の関連の大きさを再認識した。
・色々な立場、場所の方のご意見を伺うことができて、とても勉強になった。
・勉強になりました。実際に行っている対策を聞いてすばらしいと思った。備えや知識が今後重
要だと思いました。
・いろいろな意見・経験談があり参考になった。学生達の研究発表の今後にも期待したい。
・とても充実した分科会でした。
「防災・災害」とは何か？個人・集団はどうあるべきか？深く考
えたい。
・大きな災害後で、リアリティーのある議論になった。進行、グループ討論も良かった。若い人
達が議論に加わることで全体が活性化した。
・鮮明な実体験や考え方の違いを共有できて良かった。
・多様な意見がとても参考になりました。
・貴重な情報ご意見を沢山聴くことができ、大変に有意義でした。自分の次への行動に大いに役
立ちました。
・防災等多いに参考になりました。基本は自己責任で行うこと！！日本人の悪いところを改めま
しょう！！避難して何もなかったから無駄だったとかは、考えを変えて何もなくて良かったに
しよう！！
・進行役を務めさせていただいて詳しく話を聞くことができ、勉強になりました。
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埼玉県「川の国応援団」団員 募集中


彩の国 埼玉県

あなたも お近くの「川の国応援団」に入って、活動しませんか
新たに団体で登録することもできます
貸出します（一例）

川の国応援団とは？

他にも

サポート

充実しています

地域で、生き物観察などの環境学習、ごみ拾い、草刈りなど
の美化活動に取り組む団体です。
現在、132、自治会、企業、学校など約  団体が
埼玉県内で活動しています。
埼玉県のマスコット「コバトン」

お
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埼玉県環境部水環境課 浄化槽・川の国応援団担当
 〒 さいたま市浦和区高砂 
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