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１．11/13の維持管理イベント企画(案)
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項目 内容 備考

発案者・責任者
堂本委員長

（維持管理・環境管理専門委員会）

委員会主催

第42回協議会で承認

関係機関
機関：本田航空(株) イベントと同時に通路・通路際の草刈りを依頼

（9/30了承）人数：特になし

企画

日時 11月13日（日） ①伐採：10:00～11:15、②鳥類観察：11:15～12:00 予備日：11月16日（水）

名称 「遊ぼう！学ぼう！たろうえもん ～外来樹木の伐採と鳥類観察～」

目的

・整備地に繁茂する外来樹木を除去する。

・維持管理労力の算定根拠とし、組織体制・資金確保に関する検討の材料とする。

・自然再生地および再生効果の周知機会とする。

・協議会の外部からの維持管理・調査への参加者の拡大機会とする。

内容・場所
①上池モトA整備地の外来樹木（ハリエンジュ）の伐採（H28.2.9の伐採箇所）

②上池の鳥類観察

挨拶： 委員
全体説明： 委員
リーダー：① 委員、② 委員

人数 ●●名程度 （確定人数：参加者 人・スタッフ 人） 保険は専門委員会委員分を含む

参加費 保険代100円/人 申し込み担当： 委員、徴収担当： 委員

広報

チラシ作成

協議会HP・荒上HP

協議会外部は各委員から個別に知己にあたる

⇒ 受け付け開始 10月24日（月）、申し込み〆切 11月4日（金）

＜協議会外部への声かけ＞

・●● ⇒ 委員

・●● ⇒ 委員

・●● ⇒ 委員

・本田航空、レインボーモータースクール ⇒
事務局

使用物品

【準備物】：①維持管理はのこぎり・軍手（事務局）、②鳥類観察は●●委員保有
の双眼鏡・望遠鏡（数個程度）

【参加者持参物】：軍手、汚れても良い靴、帽子、飲み物などの標準物

参加者の軍手は予備程度（基本は各自持参）

委員ののこぎりは各自持参

予算
金額 保険代100円/人

確保方法 参加者から保険代徴収 協議会委員も参加費を負担

その他

赤字が要検討・決定部分

※11月以降、冬季に一般の方々が観察可能な生物は
鳥類くらいと想定されます。
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集合場所

モトクロス場跡地

A整備地

全体図

集合場所から実施場所
まで、参加者を事務局
の車でピストン輸送

１．11/13の維持管理イベント企画(案) 赤字が要検討・決定部分

【伐採実施場所】

ハリエンジュ生育場所

写真はGoogleMap

導水路付近の通路と

管理用通路について

の除草を本田航空が
同時実施
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伐採対象範囲

１）外来樹木伐採：上池モトクロス場跡地A 10:00-11:15

写真はGoogleMap

時間 内容 担当 備考

10:00-10:10 受付 事務局 名簿チェック

●● 参加費徴収

10:10-10:12 開会 事務局

10:12-10:17 全体説明 ●● 事業の概要
イベントの目的

10:17-10:20 予定説明 事務局 －

10:20-10:25 移動 － 事務局の車でピストン輸送

10:25-10:30 伐採説明 ●● 伐採の方法と注意事項

10:30-11:15 伐採作業 全員 －

時間 内容 担当

9:00 集合 全員

9:00
-9:45

準備 のぼり、テント、机 全員（倉庫）

受付表 事務局

お釣り ●●

配布物（パンフ、資料） 事務局

軍手（非持参者用） 事務局

救急セット 事務局

集合・準備

開会・伐採

１．11/13の維持管理イベント企画(案) 赤字が要検討・決定部分

H27.10.7
（伐採前）

H28.2.9
（伐採直後）

H28.8.31
（現状：再繁茂）
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２）鳥類観察：上池 11:15～12:00

時間 内容 担当 備考

11:15～
12:00

観察 ●● 鳥類について観察しながら説明

集合場所に戻って終了、参加者解散

片付け、解散

鳥類観察

１．11/13の維持管理イベント企画(案) 赤字が要検討・決定部分

写真はGoogleMap

集合場所

【伐採実施場所】

ハリエンジュ生育場所

歩きながら両側の鳥類を観察
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前々日（11月11日（金））の１7時発表の天気予報により可否の判断

（11/13中止の場合、11/16の可否判断は11/15に同様に実施）

堂本委員長に荒川上流河川事務所から情報を提供し延期・中止の最終判断

荒川上流河川事務所から

参加者、委員他に連絡

連絡体制

・上尾警察署

TEL：048-773-0110

・東松山警察署出丸駐在所

TEL：049-297-1839

・埼玉県央広域消防本部-

桶川消防署-桶川西分署

TEL：048-786-1190

・川越地区消防組合川島消防署

TEL：049-297-1891

・埼玉医科大学総合医療センター

TEL：049-228-3411（総合案内）
緊急時連絡先

参加者 堂本委員長 川島副委員長 各委員

１．11/13の維持管理イベント企画(案) 赤字が要検討・決定部分



2．2/12の維持管理イベント企画(案)
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項目 内容 備考

発案者・責任者
堂本委員長

（維持管理・環境管理専門委員会）

委員会主催

協議会で未承認

関係機関
機関：特になし

人数：特になし

企画

日時 2月12日（日） ①伐採：10:00～11:00、②鳥類観察：11:00～12:00 予備日(案)：2月15日（水）

名称 「遊ぼう！学ぼう！たろうえもん ～外来樹木の伐採と鳥類観察～」

目的

・整備地に繁茂する外来樹木を除去する。

・維持管理労力の算定根拠とし、組織体制・資金確保に関する検討の材料とする。

・自然再生地および再生効果の周知機会とする。

・協議会の外部からの維持管理・調査への参加者の拡大機会とする。

内容・場所
①上池モトD整備地の外来樹木（シンジュ）の伐採（H28.2.9の伐採箇所）

②中池の鳥類観察

挨拶： 委員
全体説明： 委員
リーダー：① 委員、② 委員

人数 ●●名程度 （確定人数：参加者 人・スタッフ 人） 保険は専門委員会委員分を含む

参加費 保険代100円/人 申し込み担当： 委員、徴収担当： 委員

広報

チラシ作成

協議会HP・荒上HP

協議会外部は各委員から個別に知己にあたる

⇒ 受け付け開始 1月23日（月）、申し込み〆切 2月2日（木）

＜協議会外部への声かけ＞

・●● ⇒ 委員

・●● ⇒ 委員

・●● ⇒ 委員

・本田航空、レインボーモータースクール ⇒
事務局

使用物品

【準備物】：①維持管理はのこぎり・軍手（事務局）、②鳥類観察は●●委員保有
の双眼鏡・望遠鏡（数個程度）

【参加者持参物】：軍手、汚れても良い靴、帽子、飲み物などの標準物

参加者の軍手は予備程度（基本は各自持参）

委員ののこぎりは各自持参

予算
金額 保険代100円/人

確保方法 参加者から保険代徴収 協議会委員も参加費を負担

その他

赤字が要検討・決定部分

※11月以降、冬季に一般の方々が観察可能な生物は鳥類くらい
と想定されます。（もう少し遅い時期（2月末頃）であればアカガエル
の卵塊探しが可能と推測されます。）
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集合場所

モトクロス場跡地

D整備地

全体図

【伐採実施場所】

シンジュ生育場所

写真はGoogleMap

2．2/12の維持管理イベント企画(案) 赤字が要検討・決定部分
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伐採対象範囲

１）外来樹木伐採：上池モトクロス場跡地D 10:00-11:00

写真はGoogleMap

時間 内容 担当 備考

10:00-10:10 受付 事務局 名簿チェック

●● 参加費徴収

10:10-10:12 開会 事務局

10:12-10:17 全体説明 ●● 事業の概要
イベントの目的

10:17-10:20 予定説明 事務局 －

10:20-10:25 移動 － 徒歩

10:25-10:30 伐採説明 ●● 伐採の方法と注意事項

10:30-11:00 伐採作業 全員 －

時間 内容 担当

9:00 集合 全員

9:00
-9:45

準備 のぼり、テント、机 全員（倉庫）

受付表 事務局

お釣り ●●

配布物（パンフ、資料） 事務局

軍手（非持参者用） 事務局

救急セット 事務局

集合・準備

開会・伐採

2．2/12の維持管理イベント企画(案) 赤字が要検討・決定部分
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２）鳥類観察：中池 11:00～12:00

時間 内容 担当 備考

11:00～
12:00

観察 ●● 鳥類について観察しながら説明

集合場所に戻って終了、参加者解散

片付け、解散

鳥類観察

2．2/12の維持管理イベント企画(案) 赤字が要検討・決定部分

集合場所

【伐採実施場所】

シンジュ生育場所

写真はGoogleMap

歩きながら鳥類を観察
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前々日（2月10日（金））の１7時発表の天気予報により可否の判断

（2/12中止の場合、2/15の可否判断は2/14に同様に実施）

堂本委員長に荒川上流河川事務所から情報を提供し延期・中止の最終判断

荒川上流河川事務所から

参加者、委員他に連絡

連絡体制

・上尾警察署

TEL：048-773-0110

・東松山警察署出丸駐在所

TEL：049-297-1839

・埼玉県央広域消防本部-

桶川消防署-桶川西分署

TEL：048-786-1190

・川越地区消防組合川島消防署

TEL：049-297-1891

・埼玉医科大学総合医療センター

TEL：049-228-3411（総合案内）
緊急時連絡先

参加者 堂本委員長 川島副委員長 各委員

2．2/12の維持管理イベント企画(案) 赤字が要検討・決定部分


