
平成24年度

比企の川づくり協議会　総会
（事業期間：2012年4月1日　～　2013年3月31日）

議　　案

1．平成23年度事業報告

2．平成23年度決算報告

3．今後の活動について

（1）千葉からの報告

（2）今後の対応・体制（協議事項）

①比企管内での主な河川砂防事業の予定（情報共有化）

・新たな川の再生　都幾川（ときがわ町・乗松山市）H24～28

・河川砂防事業（市野川（羽尾地区）、市野川（松山地区））

②乗松山県土整備事務所との協議窓口、体制

・定例協議、県事業のサポート

・市野川クリーンアップ作戦（11／10（土））

・市野川（羽尾地区、松山地区）

・河川見学会、流域懇談会　など

（3）平成24年度事業計画

（4）平成24年度予算

平成24年4月14日

ときがわ町　玉川公民館講義室



2011（平成23年）比企の川づくり協議会　事業報告（案）

実施日 �内　容 �場　所 �備　考 

4／2（土） �ウゲイのマヤづくり �槻川（小川町） � 

4／16（土） �総会 �羽尾一区集会場 � 

4／17（土） �稚アユ標識放流作美 �都幾川（唐子梼下） �荒川流域再生プロジェクト 

4／20（水） �ウゲイのマヤづくり �都幾川（学校橋周辺） �稲田、白石、■地元 

5／7（土） �カヌー教室下見 �都幾川（鞍掛堰） �山本夫妻、稲田、野原、 白石、初雁、竹間、千葉 

5／15（日） �春の小川プロジェクト、現地協議 �月輪用水路 �渡川、上野、渡辺、稲田、 千葉 

5／23（月） �稚アユ放流 �都幾川（鞍掛上流） �荒川流域再生プロシ●ェクト 

6／4（土） �市野川水系の会　総会 �羽尾一区集会場 � 

6／19（日） �標識アユ追跡調査（第1回） �都幾川（上用水堰、中井 堰、稲荷堰、鞍掛堰） �荒川流域再生プロシ◆ェ外 

6／26・日am �普通救命講習会 �東松山消防署 � 

6／26・日印 �カヌー教室 �都幾川（鞍掛堰） � 

7／3・日am �河川見学会（第11回） �100プラン槻川（小川町） � 

7／3・日Pm �コクチバス駆除作業現場研修会 �都幾川（鞍掛堰） �講師：金澤様 

7／12（火） �新宿小6年生 市野川の生きもの調べ �市野川（流れ川梼） �市野川を再生させ隊 

7／12（火） �兼松山県土との打合せ �兼松山県土整備事務所 � 

7／12（火） �春の小川プロジェクト、現地協議 �月輸用水路 �滑川町、月輪環境を守る会 

7／16（土） �標識アユ追跡調査く第2回） �都幾川 �荒川流域再生プロジェクト 

7／23（土） �市野川川遊び（第4回） �市野川（羽尾） �市野川水系の会 

7／30（土） �カヌー教室　川下り �都幾川 � 

8／6（土） �都幾川で遊ぼう！ �都幾川（玉川小前） �もりんど 

8／13（土） �アユ地曳網大会 �都幾川（二瀬橋） �荒川流域ネットワーク 

8／27（土） �アユ地曳網大会（避難者交流事業） �都幾川（学校楕） �荒川流域ネットワーク 

8／28（日） � �槻川（小川町） � 

8／28（日） �生態協会環境カレッジ　現地説明 �市野川（羽尾） �千葉 

9／22（木） �新宿小3年生（増水のため沸教） テーマ：市野川 �新宿小学校 �市野川を再生させ隊 

10／22（土） �100プラン　お披露目イベント �槻川（小川町） �県主催 

11／12（土） �市野川クリーンアップ作戦 �市野川（吉見百穴前） �実行委員会 

11／26（土） �市野川クリーンエイド活動 �市野川（羽尾） �市野川水系の会 

12／7（水） �兼松山県土との打合せ 議題：市野川（羽尾、松山） �兼松山県土整備事務所 � 

2／23（木） �市野川（羽尾）現地協議、トD区間 �市野川（羽尾） �県土、町、地元、協議会 



2011（平成23）年度　比企の川づくり協議会決算報告書（案）

く収入＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 
項目 �決算額 �備考 

1．前年度繰越金 �391 � 

2．年会費 �18，000 �現金1，000円×15名＋振込1，000円×3名 

3．参加費 �1，600 �河川見学会100円×16名 

4．雑収入 �72，810 �寄付1，000円＋6，810円＋9，000円＋6．000円 ＝22，810円、荒川ネット地曳網安全監視員謝金 

20，000円＋30，000円＝50，000円 

収入合計（A） �92，801 � 

く支出＞ 
項目 �決算額 �備考 

1．事務費（資料作成・他） �19，788 �コピー1，620円、封筒168円、事務局経費6，000 
円×3名 

2．通信費 �2，850 �切手690円、宅配便等2，160円 

3．傷害保険掛け金 �1，000 �1000円×1回 

4．雑支出 �48，318 �地曳網安全監視謝金7，000円×5＋2，000円×1名 
＋3，000円×1名＝42，000円、収入印紙200円、 

補助金不足分補填786円、電波利用料2，000 
円、資材3，332円、 

支出合計（B） �71．956 � 

＜差引残高＞ 
項目 �決算額 �備考 

差引残金（A－B） �20．845 � 

差引残金（A－B）20，845円は、次年度に繰り越します

上記の通り、報告いたします。
2012年4月14日　　　会計　山本悦男

之



2011年度　比企の川づくり協議会　特別会計決算書（案）

く収入＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

項目 �予算額 �備考 

1．武州入間川プロジェクト助成金 �150，000 �都幾川水系コクチバス撲滅作戦 

収入合計（Å） �150．000 � 

＜支出＞

項目 �予算額 �備考 

1．武州・入間川プロジェクト助成事業 �150，786 �都幾川水系コクチバス撲滅作戦 

支出合計（B） �150，786 � 

＜差引残高＞

項目 �予算額 �備考 

差引残金（A－B） �－786 � 

上記の通り報告致します。
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2011年4月14日



H23年度　武州・入間川プロジェクト助成事業　支出実績

都幾川水系コクチパス駆除作業　比企の川づくり協議会

No． �項目 �単価 �数量 �単位 �金額 �備考 

1 �連続観測用水温計10億 �35，700 �1 �式 �35．700 �KNラボラトリーズ 

2 �ゴム板、シャツクル、結束線 �7，476 �1 �式 �7，476 �水温計国定用 

3 �漁具国定用支柱、10本 �1．000 �1 �式 �1，000 �漁具固定用 

4 �コピー代 �800 �1 �式 �800 �武蔵漁協への説明資料 

5 �ロープ、ネームプレート �1．382 �1 �式 �1．382 �水温計固定用 

6 �ロープ �1．380 �1 �式 �1．380 �水温計固定用 

7 �刺し網、3ケ統 �15，900 �1 �式 �15，900 �コクチバス採捕用 

8 �コピー代 �600 �1 �式 �600 �県庁向け、特別採捕中計 

9 �メール便 �180 �1 �式 �180 �県庁宛、特別採捕申諦 

10 �ホワイトボード、付属品 �4，984 �1 �式 �4，984 �現場周知及び打合せ用 

11 �コピー代 �240 �1 �式 �240 �武蔵漁協向け、特別採捕申請 

12 �メール便 �80 �1 �式 �80 �武蔵漁協宛、特別採捕申請 

13 �のぼり旗 �13．940 �1 �式 �13．940 �作業時、現場周知用 

14 �エアポンプ �3，470 �1 �式 �3．470 �採捕魚類の現場展示用 

15 �メール便 �80 �1 �式 �80 � 

16 �折り畳み式プール �2．980 �1 �式 �2．980 �採捕魚類の現場展示用 

17 �メール便 �180 �1 �式 �180 �武蔵漁協宛 

18 �速達代 �410 �1 �式 �410 �県庁宛、特別採捕中計（再） 

19 �漁業鑑札券、2枚 �1乙600 �1 �式 �12，600 �刺し網利用のため 

20 �デジタル秤、カウンター10億 �19．478 �1 �式 �19，478 �コクチバス計測用 

21 �宅急便代 �850 �1 �式 �850 � 

22 �ロープ �1，294 �1 �式 �1，294 �漁具固定用 

23 �ロープ止め �1，210 �1 �式 �1．210 �漁具固定用 

24 �コピー代 �640 �1 �式 �640 � 

25 �投網修理代 �14，000 �1 �式 �14．000 �コクチバス採輔用 

26 �のぼり旗用ポール、スタンド �5，094 �1 �式 �5．094 � 

27 �小型アクリル水槽 �4，000 �1 �式 �4．000 �採捕魚類の現場展示用 

28 �塩ビ管、ソケット �419 �2 �式 �838 �もんどり網用 

合計 �����150，786 � 

斗



平成24年度「武州・入間川プロジェクト」活動助成申請霊

入力欄 

活動タイトル �都幾川水系　コクチバス撲滅作戦2012 

団体名 �比企の川づくり協議会 

団体種別 �二 l＝1 �A．市民団体（特定非営利活動法人ではない団体） 

A �B．特定非営利活動法人 

C．小学校 

D．中学校■高等学校 

巳．大学・高等専門学校・その他専門学校等 

F．その他　t 

・HPアドレス �httD・／／hikinokawakuronowishcom／ 

代表書名 �千葉茂樹 

担当者名 �千葉茂樹 

担当者 連絡先 �郵便番号 ��355－0054 

住所 ��東松山市放立合30－49 

電話番号 ��0493－35－2714 

FAX番号 ��0493－35－2714 

E－mail ��chibashigekiO221＠vahoo．co．iD 

設立年丘 �2000年 

申請団体の �比企の川づくり協議会は市民参加の川づくりを進めることを日的とし、埼玉県兼松山県 
土整備事務所と河川見学会、流域懇談会、定例会議等、連携した活動を進めておりま 

概要 �す。 また、地域のこどもたちを対象とした体放イベント、アユ遡上作戦（実施主体：荒川ネッ 

ト）における都幾川等での取り組みにも力を入れております。 

申請活動の概要（助成を希望する活動の具体的な目的や内容等を入力して下さい。） 

・活動期間 �2010年～2012年（3か年）とりあえず24年度で一旦区切りをつける。当初は5ケ年計画。 

・活動場所 �河川名：　　　　槻川 市区町村名：　　小川町 
・りがな　　　　　とち　とせき　した 

地先名等：　　栃木堰下 

・活動種別 �答　A．自然環境調査（水質調査、水辺の生物調査、植生調査など） 
盲‾‾　B．環境保全活動（草刈りなど生物の生育環境の保全活動、施設の維持など） 

C∴環境・体験学習（自然観察会、防災、河川の歴史探訪のなど） 

D．．講演会、シンポジウム等 

E．その他l 

・活動の背 景と目的 �都幾川では、市民調査では2010年、はじめてコクチバスの生息が確認された。渓流性バ 
スといわれ特定外 ��乗生物に指定されているコクチ′くスの繁殖は、河川環境保全上大き 

なリスクと考えられることから、緊急的・集中的にコクチバス撲滅を目指すものである。 

■H24年度の �周知ボードの設置により、特定外来生物rコクチバス」への住民及び関係行政への正し 

活動目標 �い理解と関心を高める。 

㌃



・助成に関 わる実施 内容 ���1．コクチバス駆除対策についての県関係部局、武蔵漁協との協議 2．枚川栃木堪下への周知ボードの設置についての県河川・水産部局、武蔵漁協との協 

譲及び設置 
3．定期的な現場での周知活動（釣り人などに対し �て） 
4．刺し網、投網などでの駆除作業 
5．水温連続観測技術の構築と観測 

・スケジュール ���4－6月頃コクチバス駆除対策及び周知ボード設置について、県関係部局、武蔵漁協 
との協議 
6月頃周知ボードの制作、設置（槻川　栃木堰下） 
6月以降　現地周知（チラシ配布等）、駆除作業（随時）、栃木堰下、他 

・地域との 関わり ���現場で河川利用者に呼びかけながら活動を進めていく。 

助成希望費目 

予 算 費 目 � ��支出費目 �内訳 �金　額 

（例：活動記録作成費（写真代・コピー代） �（カラーコピー100枚×100円） �（10，000） 

助 成 希 望 費 目 �周知ボード制作、設置 �見稚暮添付 �￥36．750 漁業鑑札券（刺し網1ケ続、投網2ケ統） �21．000円、6300円×2名 �￥33．600 

合　計（≦20万円以内） ��70350 

遇去の実績 ���平成　21年度　コクチバス駆除学習会、現地踏査及び駆除計画策定 平成　22年度　駆除作業の実施、水温連続観測、黒及び武裁漁協との情報交換及び協議 

平成　　年度　上記は武州入間 �川プロジェクト助成事業 

その他の 助成 ���今回の活動内容の中で本助成以外に国、都道府県、市区町村、公益法人等の機関 

から助成金、協賛金、負担金等を受けている場合（または、申請している場合）は、そ 
の内容を記入してください。 

他の助成の有無：1無　　　　　l 

助成等主催者‥l 

助成等の名称：t 

助成等の金額：t 

責科参考資巌反、応募活動の内容に関する補足資古壷圃霊．募集ちらし等）触皿はす 

してください。（A4 ～5枚程度）

アンケート
（○）ホームページ
（）新聞
（）富治律の広報誌
（）チラシ

（）知り合いの紹介

？該当するものに○を付けてください。（複数可

見・感想等　この
選定には関

埼玉県のみどりの県民捷

りませんのでお気軽に

事業のように、

も

中
東
叩
内
海



コクチパス　周知ボード　設置場所

■設置場所、掲示内容について、河川管理者（埼玉県）、水産部局と概ね合意済

■ただし、掲示の色は周辺と調和した色とするよう指導をうけておりますので、パック

は黄色ではなく、水色などに変更します。

リリース（再放流）禁止・移動禁止

日本だけでなく世界各地にすむ生き物は，

とても長い時岬をかけて生存麒争をおこない、

その環境に合うように1化して亡ました．

コクチパスなどの特定外来生物は、外回から

来た魚で．日本の生き物の鶉係を

こわしでしまいます。

とくにコクチパスl
∧■　　　　　‾■

水が冷たい川に

すみついて．

たくさんの

在来生物（もともと、、＼

その喧騒にいる生き執）を

食べてしまうので、一度釣り上げたら丁へ勒ゝ1二鳴

放したり、壷さたままで麺ち由したりせずに

その砲で由めて紬も洩りましょう。

⊃クチパス　北アメリカ狩深

謀わ【！以上に成島し　点れの虎る笥たい

水l　そ好み　璧いt食塩く小匂　エヒ

琴）と議日常蟻力をもつ、

窃わ恕詣謎自然

シメて135鴛ったあと鼠■く■げろ

礎として烏へさと乱lしいですよ！

ブラックバス（蔓孟蔓…詰りの放流は犯罪になります
■　√一†、火付r】－　′↑サーもも．＿1ゝ象る咋■景Ⅰ　　　－11だ

＼＼こ　そ1．Iふっ　lJ言　▲t J貫　1●＼．‘11l　‾．1．二　Jl
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