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【ご注意】

本資料は、個人情報保護の観点から個人情報に関わる情報などは

非表示としています。

ご了承下さい。



① 4/8の合同イベント企画(案)

項目 内容 備考

企画

日時
4月8日（土） 9:30～12:00

予備日：4月9日（日）

・広報誌では桶川駅集合のため駅集合が基本
※希望により直接車で現地へ来る方も想定して計画

※路線バス移動は想定しない

名称
「荒川沿いにもある大自然」

サブタイトル（要検討）

「荒川沿いにもある」のもはおかしいとの指摘あり。広報誌掲載
で変更できないため、サブタイトルを設けるべきとの意見あり。

目的
・身近にある自然を地元の人に知って頂く。

・エコロジカルネットワークに関わる活動の推進につなげる。

内容・場所

①太郎右衛門地区自然再生地での観察

②江川サクラソウトラスト地での観察

③三ツ又沼ビオトープでの観察
※移動は、バス、車３台分乗の２パターンで計画

基本はバス移動とする。

移動中の解説（バスの場合：堂本委員、荒木委員、
３台の場合：堂本委員、荒木委員、川島委員）

全体説明：川島実行委員長（開会・閉会挨拶）
リーダー：太郎：堂本委員、サブ●●委員、

江川：小川委員、サブ●●委員、
三ツ又沼：菅間委員、サブ●●委員

受付 ：●●委員
要確認：小川委員は江川常駐（説明）

菅間委員は三ツ又沼常駐（説明）
堂本委員と荒木委員はバスで一緒に移動

人数 20名 ※荒上の車３台の場合も想定して２０名までとしました。

参加費 保険代等100円/人 申し込み担当：●●委員

広報

チラシ作成

協議会HP・荒上HP

自治体広報誌

⇒ 申し込み〆切 3月2１日（火）

申込受付は荒川上流河川事務所（協議会事務局）

使用物品
【準備物】：無し

【参加者持参物】：歩きやすい服装・靴、飲み物など
※鳥観察用に双眼鏡、三ツ又虫観察用に捕虫網を準備

予算
金額 保険代等100円/人☓２0名＝２，000円 保険はイベント実行委員分を含めて申込（スタッフ人数要確認）

確保方法 参加費を集める。 参加人数が少ない場合は委員からも保険代を集める。

その他

参加者の移動はバスまたは車３台で分乗

桶川駅待ち合わせ、参加者の誘導等を考慮するとバス１台が望ま
しい。

バスの借り上げができない場合は、荒上の車３台で移動
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区分 要決定事項 項目 内容 責任者（担当者） 備考

当日
関係

詳細
プログラム

太郎右衛門上池 現地の説明 堂本（） 説明、観察20分程度想定

サクラソウトラスト地 現地の説明 小川（） 説明、観察40分程度想定

三ツ又沼ビオトープ 現地の説明 菅間（） 説明、観察30分程度想定（＋休憩15分程度）

全体役割

集合・誘導

車誘導
桶川駅：事務局
太郎現地：各委員

バス、もしくは車3台

移動中の車内説明
堂本、荒木、
（川島）

生き物解説等（川島委員は車３台の場合）

受付 参加者受付・保険代徴収 ○○ 参加定員20人

開会・閉会挨拶 挨拶 川島

アンケート イベントに関するアンケート調査 事務局 移動中の車内で回答してもらう

必要物品

テント（太郎に設置）？ 事務局 協議会所有物、移動後直ぐに撤去する必要あり。

机・腕章・のぼり・パンフレット 事務局 協議会所有物

観察器具 各自

観察地
紹介資料

サクラソウ 小川

太郎・三又 事務局（荒上）

参加賞
外来種の絵本
観察ノート
スタンプ？

事務局（荒上）

その他
※ 各委員はホンダエアポート近くの横堤空き地に８時４５分集合。
※ 桶川駅９時集合の参加者：のぼり１本をもってバスもしくは車３台まで誘導。駅では名簿チェックのみ実施。事務局３名で対応。

① 4/8の合同イベント企画(案)
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全体図

地図は地理院地図

③三ツ又沼ビオトープ

②サクラソウトラスト地
①太郎右衛門地区：上池

集合場所（横堤）

山ヶ谷戸バス停

① 4/8の合同イベント企画(案)



① 4/8の合同イベント企画(案)

桶川駅集合

桶川駅

西口（９：00集合）

・のぼりをもって車まで誘導

・名前チェック

・遅れた方の確認のための連絡

航空写真は地理院地図

２名配置

車：１名待機

ファミリーマート前（車停車）

・8:58（車：停車）

・9:05（出発、遅くとも9:10まで）

※長い時間の停車は警察に注意を受けた

経験あり。
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１）太郎右衛門地区自然再生地

6

上池旧流路
整備地

時間 内容 担当

8:45 集合（事務局は倉庫からのぼり・机を運搬して集合） 全員

9:00
-9:15

準備 のぼり、机 全員

受付表、配布物（パンフ等） 事務局

お釣り 担当●●

集合・準備

時間 内容 担当 備考

12:00 閉会挨拶 川島委員長 －

－ 参加者解散 － 桶川駅へ送る
名簿チェック

片付け、解散

終了・解散

時間 内容 担当 備考

9:15-9:30 受付 事務局 名簿チェック

担当●● 参加費集め

9:30-9:31 開会
川島委員長

開会

9:31-9:33 全体説明 イベントの目的説明

9:33-9:35 予定説明 事務局 工程や注意事項等の説明

9:35-9:45 説明 堂本委員 横堤：事業説明

9:45-9:50 移動 － －

9:50-10:00 説明 堂本委員 上池旧流路整備地：事業説明

10:00- 出発 － 江川サクラソウトラスト地へ

開会・観察

集合・受付場所（駐車場） 横堤

① 4/8の合同イベント企画(案)

航空写真は地理院地図



航空写真は地理院地図

２）江川サクラソウトラスト地

時間 内容 担当 備考

10:15-10:55 観察 小川委員 －

10:55- 出発 － 三ツ又沼へ

観察
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観察

① 4/8の合同イベント企画(案)

約1km

航空写真は地理院地図

時間 内容 担当 備考

11:１0-11:45 観察 菅間委員 親子塾開催中
生き物観察（昆虫？）
しのてっぽうづくり

11:45- 出発 － 太郎駐車場へ

３）三ツ又沼ビオトープ



広報誌掲載内容 案内チラシ

●４月８日の江川・三ツ又沼ビオトープと合同の観察会は、下記概要で自治体広報誌(3月号)へ掲載されます。

→ 現地集合希望者も想定して計画

① 4/8の合同イベント企画(案)
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アンケート(案)

●アンケートを配布します。

① 4/8の合同イベント企画(案)
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前日（4月7日（金））の１１時発表の天気予報により可否の判断

（4/8中止の場合の4/9の可否判断もあわせて実施）

川島実行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 川島実行委員長 各委員

担当 携帯電話

荒上 ０９０－８９４９－１１７４

① 4/8の合同イベント企画(案)

非公開



区分 活動内容 開催日 内容と担当 準備物 備考

イベント
江川・三ツ又沼ビオトープ

合同観察会
• 4/8（土）
（予備日4/9）

• 前述の計画検討参照 ・前述の計画検討参照

イベント かわじま輪中WG • 4/29（土・祝）

延命地蔵の場所で参加
• リーダー（堂本委員）
• 生き物展示（荒木委員）
• 自然再生、場所の説明（川島実行委員長）
• 誘導・安全確認員

堤防降りる場所（ ）
堤防へ戻る場所（ ）
延命地蔵への誘導（ ）

• その他（ ）

・テント、机、のぼり
・腕章、パネル、拡声器
・タライ
・パンフレット、チラシ

イベント 桶川ふれあいフェスタ • 5/7（日）
ブース参加
・生き物展示（荒木委員）
・自然再生広報等（ ）

・テント、机、のぼり
・腕章、パネル、タライ
・パンフレット、チラシ

維持管理 未定
• 5月中旬
※予備日含めた開催日

協議会委員による維持管理作業
・内容検討 ・未定

イベント 上尾市環境推進大会 • 6/3（土）
ブース参加
・生き物展示（荒木委員）
・自然再生広報（ ）

・机、のぼり
・腕章、パネル、タライ
・パンフレット、チラシ

維持管理
下池ハンノキ移植地

つる性草本除去
（ミドリシジミ観察）

• 6/25（日）
予備日（ ）

イベント形式
• ミドリシジミ観察（ ）
• スタッフ（ ）

・未定

イベント
維持管理・自然観察イベント

（子ども向け）
• 10月○日
予備日11/23

イベント形式
• 上池の昆虫観察（長畑委員）
• その他の内容の具体化 → チラシ配布

・未定

イベント 川島町農業商工祭 • 11/23（祝）
ブース参加
• 生き物展示（荒木委員）
• 自然再生、場所の説明（ ）

・テント、机、のぼり
・腕章、パネル、タライ
・パンフレット、チラシ

維持管理 巡視 • 2月○日

12

②．平成29年度のイベント計画

※協議会委員の任期が平成30年３月31日までであり、協議会委員の募集を行う必要があります。

大々的に募集するとしたら、イベントで募集チラシを配布する方法も考えられます。


