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ハンノキ周辺の除草とミドリシジミ観察イベント企画書
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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45回協議会で承認

関係機関
機関：特になし

人数：特になし

企画

日時 6月25日（日） 15:00～16:30 予備日：6月28日（水）

名称 「遊ぼう！学ぼう！たろうえもん ～ハンノキ周辺の除草とミドリシジミ観察～」

目的

・ハンノキ移植地に繁茂するハンノキの生育を阻害する草本を除去する。

・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（ミドリシジミ）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 下池ハンノキ移植地のハンノキ周辺の除草とミドリシジミ観察

人数 20名程度 （確定人数：参加者●人・スタッフ4人・事務局） 保険はスタッフ分を含む

参加費 保険代100円/人･･･最低申し込み単位が20人のため、20人で申し込み 申込み担当は堂本委員長

広報
チラシ作成、荒上HPで告知

⇒ 受付開始 春の自治体イベント（4/29～）、申込み〆切 6月15日（水）

使用物品 テント、捕虫網等の協議会保有物 新規購入等は無し

予算
金額 保険代100円/人

支払保険金は20人×50円/人＝1,000円

予定参加費（収入）は●人×100円＝●00円

確保方法 参加者から保険代徴収 スタッフも参加費を負担



イベント会場

樋詰橋

地図は地理院地図

集合

太郎右衛門橋

太郎右衛門地区

自然再生地

開平橋
入間大橋

全体図

全体図
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集合場所と会場

全体図

航空写真は地理院地図 桶川市側（樋詰橋）

川島町側

出丸小学校

除草・ミドリシジミ

観察会場
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集合場所・駐車位置

机
のぼり
誘導員

駐車（想定）

委員4台・事務局2台

（参加者が多い場合は

会場横に置く。または

上池・中池横堤に停め

てピストン輸送。）

受付

徒歩で移動

集合場所・駐車位置



スケジュール

航空写真は地理院地図

時間 内容 担当 備考

14:40-15:10 誘導 事務局 横堤上・駐車場

15:00-15:10 受付 事務局 名簿チェック

事務局（日水コン） 参加費徴収

15:10-15:15 開会 堂本 イベントの目的

予定説明 事務局 スケジュール
注意事項

15:15-15:25 移動 － －

15:25-15:35 説明 事務局（日水コン） 当地の説明
除草の説明

荒木 ミドリシジミ説明
適宜採集、説明

15:35-16:20 除草しながら
観察

全員 除草はハンノキ周り

16:20-16:30 移動
閉会
参加者解散

堂本

片付け、解散

「解散」ののち、希望者のみでシンジュ伐採

時間 内容 担当

13:30 倉庫から物品搬出 事務局（日水コン）

14:00 集合 全員

14:00-15:00 準備（受付設営等） 全員

集合・準備

開会・除草・ミドリシジミ観察

委員

堂本委員

荒木委員

菅間委員

小川委員

除草・観察会場

参加委員

4/27の現地状況
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時間 プログラム内容 堂本 菅間 荒木 小川 A塚本 A栗田 A島﨑 N渡辺 N佐藤

13:30-14:00 資材準備 自宅
13:00
川越駅発

13:45
桶川駅発

13:00
川越駅発

倉庫 倉庫

14:00-15:00 集合・ミーティング・会場設営 設営 設営 会場確認 設営 設営 設営 設営 会場確認 設営

15:00-15:10 受付 受付補助 受付補助 受付補助 受付補助 名簿 受付補助 参加費

14:40-15:10 誘導 横堤 駐車場

15:10-15:15 開会・予定説明 ①開会 ②予定説明

15:15-15:25 移動 先導 最後部 先導 最後部

15:25-15:35 説明 ②ミドリシジミ
説明

①当地・除草の
説明

15:35-16:20 除草・観察 引率 引率 引率 引率 全体安全管理 全体安全管理 タイムキーパー 引率 引率

16:20-16:30 移動 先導 最後部 先導 最後部

16:30
閉会

解散
閉会

16:30-16:40 誘導 横堤 駐車場

16:30- 希望者のみでシンジュ伐採

※ A：荒川上流、N：日水コン

役割分担



物品

物品

内容 責任者（担当者） 備考

腕章 事務局（荒上） 協議会所有物（荒上保管）

救急セット 事務局（荒上） 協議会所有物（荒上保管）

軍手 事務局（荒上） 非持参者用

パンフレット 事務局（荒上）

受付表・領収書 事務局（荒上）

のぼり（10本分）
＊集合場所6本、会場4本

事務局（荒上） 協議会所有物（のぼり：荒上保管）

事務局（日水コン） 協議会所有物（ポール：倉庫保管）

参加費お釣り 事務局（日水コン）

机（2つ） ＊集合場所（受付用） 事務局（日水コン）
協議会所有物（倉庫保管）
（国有地ではないのでテントは無し）

捕虫網（5本） ＊参加人数にあわせて調整 事務局（日水コン） 協議会所有物（倉庫保管）

虫眼鏡 事務局（日水コン）

配付資料 事務局（日水コン）

ブルーシート・ロールシート（2-3枚） 事務局（日水コン） 協議会所有物（倉庫保管） （救護用）
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前々日（6月23日（金））の１7時発表の天気予報により可否の判断

（6/25中止の場合、6/28の可否判断は6/27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

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 各委員 日水コン



配布チラシ
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