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外部オブザーバーによる現地視察について

【外部オブザーバーに関する検討経緯】

○第37回協議会：H26.8.29

管理目標WGのメンバー以外にも、いろいろな人にオブザーバー参加を呼びかける。

○ 第41回協議会：H27.12.7

外部のオブザーバーの参画･･･一般の方々から見た太郎右衛門地区の魅力と活用の可能性を考えるため、外部オブザー

バーに現地を見ていただくことを提案。

あわせて、オブザーバーに現地を紹介するため、協議会委員に現地の「良いところ」に関する情報アンケートを実施

することを提案。

→ 外部オブザーバーについては、参考となる意見がいただけると思われるので、委員会の提案どおりに現地視察を

実施する。また、そのために必要な情報収集を目的とした協議会委員および知己を対象としたアンケートの実施を了

承する。オブザーバーの選定や実施日の設定は維持管理・環境管理専門委員会で対応する。

→ 今のイベントはコストがかかりすぎている。維持管理・環境管理専門委員会で実施予定のオブザーバー視察にお

ける意見も参考にして、誰を対象に何をするかを考えて、事務局に頼りすぎず、各委員の自力で可能な内容を実施し

たい。今回は一部の自治体の積極的な協力が有効であったが、各自治体に協力してもらうためには、協議会としての

努力が必要である。

○「良いところ」に関するアンケートを実施し、結果をとりまとめて報告済み：第42回協議会：H28.3.17

○第16回維持管理・環境管理専門委員会

オブザーバー視察は、謝金や旅費の必要のない候補を、委員長と事務局で確認した上で、協議会に提案する。なお、

視察は1人・1回ということではなく、その時々にテーマを設定して何回か実施することを想定する。
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外部オブザーバーによる現地視察について

【外部オブザーバーの候補】

【JTB】

○荒川上流河川事務所で関係のある「JTB」に現地に来ていただく場合については、旅費、謝金等のお金が必要と

のことです。

○お金のかからないと考えられた３つの候補について検討しました。

【ミズベリング】

○国土交通省の職員以外の識者に来ていただく場合には、旅費、謝金等のお金が必要とのことです。

○国土交通省の職員で対応する場合は、お金は必要ありませんが、本来の目的としての外部視点という主旨からは

外れてしまいます。

【埼玉応援団（コバトン倶楽部） - 埼玉県】

○旅費等のお金が必要かどうかは、公表資料ではわかりませんでした。

○事務局から問い合わせることも可能ですが、埼玉応援団（コバトン倶楽部） の主旨から考えると、協議会委員自

ら問い合わせを行ったほうが良いと考えられます。

【今後について】

○埼玉県に委員の方から問い合わせする。 → どなたに対応していただくか決める必要があります。

○委員のお知り合いを通じて、協力依頼ができる方にお願いする。 → 協議会委員に依頼する必要があります。

○大学生（立教大学観光学部、埼玉大学地域活性プロジェクト、聖学院大学（上尾市）等の知り合い）

○クラブツーリズム（大人の社会科見学企画担当）、JTB（るるぶ編集担当）などへの荒川太郎右衛門地区の紹介

○他の方法について検討する。



オブザーバー候補 関連する内容 備考

自治体・
イベント関連

桶川市観光協会 おけがわ春のふれあいフェスタ

川島町 生涯学習課 かわじま輪中の里ウォーキング

川島町 まち整備課
健康福祉課

川島町ちびっこフェスティバル・健康福祉まつり
かわじまバラの小径祭り

上尾市 環境政策課 上尾市環境推進大会

自治体・
企業関連

桶川市商工会
おけナビ
桶川市の企業

川島町商工会
川島工業団地
かわじま朝市（カインズホーム川島インター店で開催）

上尾商工会議所 上尾市の企業

環境省
エコツーリズム
埼玉県飯能市（経験者）

エコツーリズムを活用した地域活性化を推進するため、地域が取り組むエ
コツアープログラムの作成やモニターツアー等の活動に対して支援を実施
します。（エコツーリズムに取り組む地域協議会等へ支援、国が地域協議
会に対し事業費の２分の１以内を助成、交付額は１地域当たり２０百万円
を限度）

国土交通省

ミズベリング
国土交通省（実施者）、荒川下流、
富士川、新町川

ミズベリングアドバイザー
大学教授、民間会社等

かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を、創
造していくプロジェクトです。
ミズベリングは「水辺＋RING（輪）」、「水辺＋R（リノベーション）
＋ING（進行形）」の造語。
水辺に興味を持つ市民や企業、そして行政が三位一体となって、水辺とま
ちが一体となった美しい景観と、新しい賑わいを生み出すムーブメントを、
つぎつぎと起こしていきます。

地域づくり活動支援体制事業
国土交通省地方振興課
事業実施経験者（川島町）

地方公共団体・地域金融機関・民間企業・NPO等で構成される「地域づ
くり活動支援体制」を全国各地で構築

参考．オブザーバー候補について

○外部オブザーバー（地域振興、資金確保、組織体制の専門家、経験者の講師等）の候補をいくつかあげました。

4※次頁に続く



オブザーバー候補 関連する内容 備考

埼玉県

産業労働部観光課
（一般）埼玉県物産観光協会
りそな産業経済振興財団、日本アセ
アンセンター、立教大学観光部教授
（ＪＴＢ、るるぶ関連） 等

ちょこたび埼玉、埼玉県観光人材育成講座の講師

（一般）関東地域づくり協会
協会のアドバイザー

国土交通省の河川に関する事業への助成を継続。クリーン大作戦、フォト
コンテスト等に助成

（公）日本観光振興協会
協会のアドバイザー

公益社団法人日本観光振興協会は、我が国の観光振興に関する中枢機関
（ナショナルセンター）として、我が国観光の振興を総合的に図るための
各種事業を行うことにより、観光立国の実現、地域経済及び観光産業の発
展並びに国民の生活及び文化の向上に寄与するとともに、国際親善に資す
ることを目的としております。

当協会は、会員からの会費とともに、都道府県及び都道府県観光協会
（連盟）からの全国広域観光振興事業拠出金、公益財団法人日本財団及び
一般財団法人日本宝くじ協会からの助成金などを主な財源として運営され
ております。

会員は全国約650 の観光関係者により構成されており、その範囲も地
方公共団体、観光協会、観光関係中央団体、鉄道、航空、観光関連企業等
を網羅しております。

旅行会社

ＪＴＢ るるぶ、ツアー企画

近畿日本ツーリスト ツアー企画の担当

ＪＲ東日本 駅からハイキングの担当

編集社

小学館 環境学習の担当

ソコトコ（月刊誌）
編集者（木楽舎）

ロハスの仕掛け人（２００６年にブレイク）
ローカーボンな暮らしを、知恵を出し合って楽しく実践する時代。さまざ
まなアングルで、ロハスなライフスタイルを提案
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参考．オブザーバー候補について
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○飯能市にはエコツーリズム推進室が設置され、エコツーリズムに取り組んでいます。

○エコツーリズムの申請条件や方法について、推進室の方に講義して頂く。

参考．オブザーバー候補について
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○水辺リングにはアドバイザーがいらっしゃいます。そのアドバイザーにアドバイスをいただく。

参考．オブザーバー候補について
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参考．オブザーバー候補について
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○埼玉県観光課では、「ちょこたび埼玉」として観光に関する人材育成講座を開催しています。その講師をご紹介いた

だいてアドバイスしていただく。

参考．オブザーバー候補について
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参考．オブザーバー候補について
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○日本観光振興協会に、観光地域づくりについて、アドバイスをしていただく。

参考．オブザーバー候補について
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○関東地域づくり協会に、河川に関する活動の組織づくりについて、アドバイスをしていただく。または、関係のある

事例を紹介していただく。

参考．オブザーバー候補について
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参考．オブザーバー候補について
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参考．オブザーバー候補について
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＜参考＞「良いところ」のアンケート回答

【延命地蔵尊】
上池と太郎右衛門橋・池
に水位がある時期が良

い：A

【中池の上流側（ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝ
ﾄﾞ）】

四季を通じて静かな場所です
上流側を写す：A

【下池・最下流側（ﾗｼﾞｺﾝ
場）】

四季を通じて静かな場所です
釣り人も少ない：A

【下池側のハンノキ林】
ハンノキの老木と若木の
コントラストが綺麗で

す：A

【延命地蔵尊】
延命地蔵尊と太郎右衛門橋

新緑・紅葉の時期が綺麗です：A

【延命地蔵尊】
上池と新緑・広葉期 池
に水位がある時期が良

い：A

【中池の上流側（ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝ
ﾄﾞ）】

四季を通じて静かな場所です
下流側を写す：A

【中池・最下流側】
中池に写る新緑・紅
葉期が綺麗です：A

【堤防上・下池入口
側】

堤防の土砂備蓄地の雑
木林の紅葉が綺麗でし

た：A

【回答者（敬称略）】（H27.12.15現在）

荒木三郎および知己3名：略称A、大森秋郎：略称O、菅間宏子：S、川島町：略称K

※埼玉県河川砂防課より「埼玉県として、太郎右衛門の現場がよく分からないため、アン
ケートの回答ができない」との回答あり。

昔の蛇行河川跡そのものが価値があるので全て良い（特に上池全体、下池全
体）：O

【下池全体（旧荒川ビオトー
プ）】

クヌギやハンノキが多く生育し
ているため：K

【旧川】
元荒川は自然が多く
残り動植物も豊富：K

【改修水路】
改修して年月も経
過してきたので往
事の景観が戻って

きた：K

【赤城水路】
昔の水路状況も残っ
ている場所もある：K

【ハンノキ】
試験箇所のハンノ
キが育ってきた：

K

【太郎右衛門橋から見た旧
川】

四季折々の表情が（水と緑、
枯れた荒涼とした原野等）な

ぜかほっとします：K

【県道さいたま武蔵丘陵森林公園
自転車道線から見た田園風景】

原野と田植えが終わった後の水の
張った田んぼのコントラスト（4
月末頃）。この季節に土手の上を

歩くのはとても気持ちいいで
す。：K

【ハンノキ】
ハンノキが植樹されており、
緑の期間も長く、真夏でも涼
しさを感じさせ、貴重な自然
風景を作っている。自然の風

景が心を豊かにしてくれ
る。：K

【三ツ又沼ビオトープ・周辺】
様々な植物を観察することがで
きる。タヌキやキツネなど多く
の野生動物が生息している。：K

【上池周辺】
多様な生物が観察

できる：K

【下池周辺】
多様な生物が観察

できる：K

【河畔林】
ヤマザクラ、エドヒガ
ンなどの多い河畔林：

S

【河畔林の中の水路】
ほぼ1年中水が流れ、種々

の生物が見られる：S

【多様な樹種の河畔
林】

多様な樹種、鳥たちの
生息空間：S

【下池周辺の林】

エノキの巨木：S

【白山横堤】
自然再生地を見学
するのに適地：S

【堤防】
多くの生物を1年中見ることが
出来る。スミレ、ノザザミ、
ノハラアザミ、チガヤ、セン

ニンソウ等：S

【エノキの並木】
S

【ハンノキの自然再
生】

休耕田がハンノキ林に
変化していく様子が観

察できる：S

【荒川から見た富士山】
冬季に見える雄大な富士

山：A


