
2020 年度特定非営利活動法人かわごえ里山イニシアチブ 

通常総会議事録 

 

日時：2020 年 6 月 28 日（日）10 時 05 分～12 時 05 分 

場所：ウェスタ川越 南公民館（川越市新宿町 1-17-17） 

出席正会員数：45 人（うち委任状出席者数 23 人）、正会員総数 77 人 

過半数の出席により総会が成立することを確認した。 

 

１． 議事の経過の概要及び議決の結果 

（１） 議長の選任 

 議長については、増田純一代表理事が選任され、議事録署名人について増田

純一代表理事、小瀬博之理事、増田知久会員の 3 名が選任され、全会一致で承

認された。議長が特定非営利活動法人かわごえ里山イニシアチブ総会の開会を

宣言し、議事に入った。 

 

（２） 議事 

審議事項 

議案第 1 号 2019 年度事業報告について、 

議案第 2 号 2019 年度決算報告、2019 年度監査報告について 

 両議案は、関連議案として一括審議された。 

2019 年度事業報告について増田純一代表理事から説明があり、続いて 2019 年

度決算報告について内田聖美理事から説明があった。 

また、2019 年度監査報告について佐藤小百合監事から説明があり、事業に伴

う決算及び会計帳簿の監査を行った結果、適正に執行されていること、事業につ

いても適正に行われていることが報告された。 

両議案の承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 

 

議案第 3 号 役員改選について 

 役員改選案について、増田純一代表理事から説明があった。その承認を求め

たところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 

 

報告事項 

2020 年度事業計画について、藤岡重歳理事から説明があり、2020 年度活動予

算書について内田聖美理事から説明があった。 



 

  これらについて質疑応答が次の通りあった。 

① 会員から田んぼの場所や交流拠点等を記載した全体のマップがあったらよい

のではとの提案があり、増田純一代表理事によりぜひ作成していきたいと回

答した。 

② 会員から子どもの貧困に関する取り組みの紹介があり、市内のお寺でお米の

寄付を受け付けているとの情報提供があった。 

③ 会員からマコモタケの免疫能とは何か、という質問があり、藤岡重歳理事よ

り、単に玄米α化米の商品開発だけでなく、マコモタケによる人間の免疫能

の向上につながる研究についてもあわせて協力していくと回答した。 

④ 会員から役員改選について、後任理事の任期はどうなっているのかとの質問

があり、増田純一代表理事より理事の任期は 2 年であり、後任の場合は前任

理事の任期の残存期間であると回答、そのため、後任理事の任期に関する説

明を追記すると回答した。 

⑤ 会員から団体会員の位置づけや期待することは何かという質問があり、増田

純一代表理事より、現在団体会員は少ないものの、今後協力団体を拡大して

いきたく、団体会員の位置づけや期待することを明確にしていきたいと回答

した。 

⑥ 柏井喜代恵理事より、企業にとっても私たちの団体と連携していることが、

CSR 活動や SDGs の貢献につながると思うので、企業との連携を今後拡大し

ていきたい。 

 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

 

2020 年 6 月 28 日 

 

議長  増田 純一 （印） 

 

議事録署名人 

 

   小瀬 博之 （印） 

 

   増田 知久 （印） 
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2019 年度活動報告（案） 

～稲作・マコモ文化の継承と、人々が結びつく豊かな地域づくりを目指して～ 

 

1. はじめに（活動概要） 

私たちかわごえ里山イニシアチブは、住宅地と田畑が連なる川越市北部

郊外において、人と環境にやさしい田んぼ活動を中心として、都市近郊型

の里山田園環境の保全・創造と、地域の人々の暮らしと調和した有機的な

地域づくりを目標に取り組んでいます。 

活動の背景として、稲作農家の担い手の高齢化や米の低価格化等によ

る耕作放棄田の増加、農薬の使用による環境や人体への影響懸念があり

ます。この為私達は NPO 法人ラムサール・ネットワーク日本と連携、「田んぼの生物多様性向上 10 年プ

ロジェクト」の行動計画を基本とし、環境にやさしいお米とマコモづくりを中心に、農薬や化学肥料を使わ

ない農法の実践を行い、生物多様性豊かな田んぼの恵みを活かした食や環境・文化の普及啓発に寄与

する様々な活動を展開しています。 

稲作・マコモ文化の継承と、人々が結びつく豊かな地域づくりを目指して、田んぼが米づくりだけではな

い価値を伝えるために多様な活動を展開しています。 

2. 事業概要 

NPO 法人かわごえ里山イニシアチブでは、次のような事業を行っています。 

① 田んぼ活動に関する調査研究事業 

・生きもの育む田んぼプロジェクト（環境にやさしい米づくり＆マコモ栽培協力） 

・稲作に関するデータ収集及び分析 

・生きもの調査の実施 

② 講習会・イベント開催事業 

・講習会・イベント・交流会 

③ 情報収集及び情報発信事業 

・田んぼ活動先進地の情報収集 

・ホームページ及びメーリングリスト等による広報 

・チラシ及び冊子による活動の普及・啓蒙 

④ 農業分野における IoT の利活用に関する事業 

・田んぼを見守る田んぼ IoT システムの開発、除草ロボット開発連携 

⑤ 環境にやさしい農産物の頒布事業 

・お米・マコモなどの販売及び販売協力 

⑥ その他目的を達成するために必要な事業 

・田んぼによる田園景観の保全活動、地域の魅力発掘、地域づくりなど 

・ビオトープ＆花壇などによる癒しの空間づくり 

3. 活動実績 

2019 年度は会員 74 名で活動を行いました（2018 年度：70 名）。 

各事業の活動実績は次のとおりです。 
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① 田んぼ活動に関する調査研究事業 

農家と非農家（消費者）が会費制で環境にやさしい米づくりに参加する 

『生きもの育む田んぼプロジェクト』 を当会の主要事業と位置付けて活動

しています。2019 年度も主な活動エリアである福田(3.7 反)と府川地区（4

反）＝計 7.7 反の田んぼで米づくりを行いました。 

◇田んぼプロジェクト 2019 参加者数：27 名 （2018 年実績：35 名） 

＜収量結果＞ 

 福田地区： 1,227kg（5.5 俵/反） ※2018 年実績：600kg／2017 年：1,110kg 

 府川地区： 1,050kg（4.4 俵/反） ※2018 年実績：960kg （府川は 2018 年～） 

        合 計 ：  2,277kg （平均反収 4.93 俵＝296kg/反）   

2018 年度は長引く猛暑の影響で不作であった福田地区では今年度は一転して倍の収量に、また 

府川地区でも昨年度を若干上回る収量となる豊作の年となりました。 

② 講習会・イベント開催事業 

    6 月のかわごえ里山の田植えイベントでは約 50 名、支援を行っているスポ

ーツクラブのネイスファーム田んぼの田植えでは 105 名の親子連れで賑わ

いました。 

6 月の総会後に印鑰智哉（いんやくともや）氏を講師に招き、講演タイトル

「いのちを守る種子（たね）の話～食、健康、環境 とのつながりを考える～」を

開催しました（63 名）。前年度に開催した菅野芳秀氏の「いのちを語るなら、土

から語ろう！！」に引き続き“いのち”をテーマに講演会を開催しました。。 

7 月には田んぼのソムリエ林鷹央氏を招き「生きもの観察会を開催しました

（45 名）。 

その他、マコモの葉で七夕飾り、しめ縄かざり（7 月、11 月）、特に 12 月に

は、1000 年の歴史を持つ川越八幡宮で「まこもで正月飾りづくり」を開催しま

した（約 40 名）。 

9 月は台風や大雨で稲刈りなどのイベントは軒並み中止となりました。 

11 月、ミニ収穫祭を JUN ホールで開催しました（約 30 名）。連携している十文字女子学園大学の先

生や学生さんを招き、玄米α化米の研究成果の発表も行いました。また、マコモ感謝祭を開催し、マコ

モ茶&マコモ料理を地域の人に提供し地域との結びつきを深めました。 

1 月に田んぼ文化の継承として、初めての企画としてマコモ葉でどんど焼き（繭玉づくり、お汁粉、焼

き芋）を行いました。地域住民の参加と日本薬科大学マコモ成分分析研究をしている教授と学生さん

たちの訪問もあり約 50 名の参加がありました。 

近隣の定食屋さん「福幸」との共催で 2 月に開催予定の郷土料理教室は延期することとしました。 

③ 情報収集及び情報発信事業 

12 月、東京ビッグサイトで行われた生物多様性アクション大賞 2019「入賞」の

授賞式に代表が出席しました。また、同月にラムサール・ネットワーク日本主催

の「田んぼの生物多様性向上 10 年プロジェクト全国集会」に代表が発表しまし

た。その他、東洋大学で行われた第 1 回 SDGｓエコフォーラム in 埼玉の「森・
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田んぼ・川の生きもの分科会～人と自然の共生を学んで、生物多様性を目指そう～」において藤岡

理事が発表しました。 

2020 年 2 月 7 日は、農林水産省主催の農村×SDGｓカンファレンス

「環境のための大人の食育プロジェクト」キックオフミーティングにプレ

ゼンターとして参加しました。カンファレンスで「わたしたちは、2030 年

までに、持続可能な”農”で、次世代に安心な「食べる」を必ず創り上げ

る。日本が変われば世界が変わる。きっと」の宣言が採択されました。 

このように 2019 年度は全国規模の集会でかわごえ里山の活動を

紹介する機会に恵まれ、広く広報を行うことが出来ました。 

2 月発表予定の第 18 回かわごえ環境フォーラムは新型コロナウイルスの影響で中止となりまし

た。 

ホームページは、維持管理ボランティアの申し出があり、しばらく休止していた更新を頻繁に行う

ことが出来るようになりました。 

④ 農業分野における情報通信技術(IoT)の利活用に関する事業 

かわごえ里山では会員外メンバーを含めた「田んぼ IoT チーム里山」をこの指止まれ方式で募集

し、田んぼの IoT に関する情報を広く収集・交換を行っています。 

稲の生育調査や田んぼの IoT 研究として、2016 年から東洋大学小瀬研究室との共同研究を行っ

ています。小瀬研究室とチーム員の「日経パソコン」や「日経 Mac」などの編集長を歴任した林伸夫

氏が共同開発した「田んぼを見守る田んぼカメラ 1 号機」は設置から 4 年目となり老朽化によりシス

テムの不安定な状況が続いているため、現在原因追及と復旧を行っています。 

現在、1 号機をさらに発展させ各種センサーを搭載した「田んぼを見守る IoT システム」2 号機を開

発しています。開発中のこれらの田んぼ IoT システムは、低コストと超省エネ性を兼ね備え、少ない

予算の中で知恵を絞りながら取り組む市民技術者主導でのプロジェクトとなります。 

2/16（日）に「第 2 回田んぼ IoT セミナー」を開催し、これらの研究成果を発表しました。 

東洋大学小瀬博之教授（副代表理事）は環境コミュニケーションゼミの学生が開発した「無農薬・

無化学肥料の水稲栽培における自動運転除草ロボット」を紹介しました。続いて林伸夫氏が田んぼ

を見守る「田んぼカメラ」の開発状況を発表しました。 

最後に、いのはな電子工房の猪鼻治行氏が「里山のロボット 2～高

精度 GPS 制御 ROBOT～」と題して、高精度「RTK-GPS」制御

ROBOT について発表を行いました。 

この「第 2 回田んぼ IoT セミナー」の模様は CNET JAPAN の記事

に掲載されました。https://japan.cnet.com/article/35149668/ 

⑤ その他目的を達成するために必要な事業 

かわごえ里山の活動は、米づくりだけではない田んぼの多様な機能や価値に着目して活動してい

ます。この目的のために田んぼをフィールドにした多様な連携の輪を拡げ、地域の魅力発掘や地域

づくりに貢献しています。 

大学との連携については、当会発足当初から各種の共同研究を進めている東洋大学小瀬研究室

との他、十文字学園女子大学（新座市）との災害食用マコモタケ入りα化玄米の開発と市販化への

試行、そして 2019 年度新たに日本薬科大学（伊奈町）でのマコモ葉の成分分析研究が始まり、学術

面でも連携の輪が広がっています。 
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地域連携では、4 月に地域との共同活動としての堀さらい、5 月に田んぼ地域の景観づくりを兼ね

た緑肥としてのストロベリーキャンドル（正式名称：クリムソンクローバー）ピクニック、7 月天王様祭り

への参加、川越百万灯夏まつり連携協力として小江戸川越打ち水風情に協力して自然水としてのク

ラウドファンディングで掘った井戸水を供給しました。 

9 月には地域の魅力である伝統ある山田のかかし祭りに参加しました。昨秋、大きな水害をもたら

した台風 19 号では、府川田んぼ地域の稲わらが大量に蓄積しその除去作業に多くの会員が参加し

ました。私たちは地域で様々な活動を展開している他団体とオープンな姿勢で連携協力しています。

例えば、「かすみがせき 100 円商店街」（5 月、10 月）での農産物販売や足踏み脱穀体験、「川越ファ

ーマーズマーケット」（12 月）では会員農家さんとの共同出店、そして 10 月に初めて「三芳おなかま

子ども食堂」に参加し私たち自慢の新米を羽釜炊きで子供たちにお腹いっぱい食べてもらうことが出

来ました。 

4. 活動経緯(日常の農作業除く) 

2019 年 

3/10(日)：生きもの育む田んぼプロジェクト説明会(川越会場)（参加者 20 名） 

3/17(日)：田んぼの IoT セミナー(40 名) 

3/26(火)：種もみの温湯消毒(7 名) 

3/31(日)：山田の四季祭り桜祭り（地域連携）（地元民 200 名＆会員 10 名） 

4/ 6（土）：堀さらい（地域連携）(8 名) 

4/14(日)：生きもの育む田んぼプロジェクト説明会(東京会場)（参加者 3 名） 

4/30（火）：種まき(13 名) 

5/3(金)～5/5(日)：ストロベリーキャンドルピクニック 

5/ 6(月）：かすみがせき 100 円商店街 

5/26(土）：マコモ田植え 

5/26(日)：南古谷農園 黒米田植えイベント協力 

5/30(木)：トイレ改修工事終了（上様・南古谷農園支援＆ネイススポーツクラブとの共同事業） 

6/ 1(土）：かわごえ里山田植え（50 名、内 20 名子供） 

6/ 2(日）：ネイススポーツクラブ田植え（105 名、内里山支援 5 名） 

6/9～6/20：府川＆福田除草水上艇試験走行と除草実験(延べ 5 日、10 名) 

6/22（土）：田んぼの草とり大作戦(（10 名） 

6/22（土）：ラムサール・ネットワーク日本 10 周年記念シンポジウム 代表理事発表 

6/23（日）午前：総会（20 名）/午後：講演会、講師 印鑰智哉（いんやくともや）氏 

講演タイトル：いのちを守る種子（たね）の話～食、健康、環境 とのつながりを考える（63 名） 

（かわごえ環境ネット共催事業） 

6/26（水）：かわごえ環境ネットいすみ市バスツアー（4 名） 

小学校全量給食「いすみっこ米」有機田んぼの見学 

6/27（木）：敷島神社用マコモ刈り取り（5 名） 

6/30（日）：第 2 回福田地区堀さらい 

7/ 7（日）：（午前）生きもの観察会開催：講師 林鷹央氏参加 45 名（かわごえ環境ネット共催事業） 

（午後）ホタル生息地域の調査：調査協力 新井治氏 

7/ 8（月）：ヘイケホタル幼虫 31 匹放流：協力 海藤氏（10 名） 

7/13（土）：AI 技術者を交え、田んぼの IoT 懇談会と懇親会（11 名） 
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7/19（金）：農福連携協議会キックオフミーティング代表参加 於 農業ふれあいセンター 

7/20（土）～21 日（日）：天王様祭り（地域連携） 

7/26（土）：川越百万灯夏祭り連携（地域連携） 

（7/27-28 開催→小江戸川越打ち水風情支援→自然水としての井戸水供給） 

7/27（土）：マコモでお盆飾りづくり（牛＆馬）（15 名） 

8/ 3（土）：根岸農園(川島町)見学会 

8/ 4（日）：エコプロダクツ川越 2019  

8/18（日）：浴衣 de ナイト（かわごえ里山広報） 

8/24（土）：かかしまつり支援（地域連携） 

8/29（木）：テレビ埼玉「マチコミ」でかわごえ里山活動紹介（彩の国埼玉環境大賞「大賞」受賞者として） 

9/ 1（日）：山田の四季祭りかかしまつり（地域連携）（地元民 400 名、かわごえ里山 10 名） 

9/14（土）：かわごえ里山稲刈り（手狩りイベントは中止） 

9/22（日）：ネイススポーツクラブ稲刈り支援（105 名） 

9/28（土）：十文字大学竹嶋先生＆ゼミ学生マコモ田訪問 

10/15：川越三芳おなかま子ども食堂訪問(3 名) 

10/20（日）：いのちを守る種子の話～食・健康・環境とのつながりを考える～ 

主催◆愛～ハートクラブ主催 協力◆NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ 

10/25（金）：映画「お百姓さんになりたい」第 1 回トークイベントに参加（7 名） 

10/27（日）：かすみがせき 100 円商店街(8 名) 

11/2（土）＆11/10（日）：第 1＆2 回台風被害 府川のわら除去作業（延べ 30 名） 

11/6（水）：「米・食味分析鑑定コンクール」へのエントリー(分析結果：別紙１参照) 

11/8（金）：映画「お百姓さんになりたい」第 2 回トークイベントに参加（5 名） 

11/ 9（土）：マコモ発酵ジュースワークショップ 会員企画（10 名） 

11/16（土）：マコモ感謝祭（50 名） 

11/17（日）：つばさ館まつり参加 於：つばさ館（資源化センター） 

11/20（水）：パソコン寄贈プログラム贈呈式（代表理事参加） 

11/23（日）：しめ縄かざりづくり、ミニ収穫祭、田んぼ懇談会 於：JUN ホール（40 名） 

11/27（水）：十文字学園女子大学マコモα化玄米新聞記事用取材 

12/ 5（木）：生物多様性アクション大賞「入賞」授賞式代表理事参加 於 東京ビッグサイト  

12/ 7（土）：第 5 回「田んぼの生物多様性向上 10 年プロジェクト」全国集会代表理事講演 

主催：ラムサール・ネットワーク日本 

12/ 8（日）：川越ファーマーズ・マーケット参加 於 ウェスタ川越 

12/14（土）：第 1 回 SDGｓエコフォーラム in 埼玉 藤岡理事発表 於 東洋大学 

森・田んぼ・川の生きもの 分科会～人と自然の共生を学んで、生物多様性を目指そう～ 

12/19（木）：田んぼ IoT 勉強会(6 名) 

12/22（日）：「まこもで正月飾りづくり」於 川越八幡宮（40 名） 

2020 年 

1/11（土）：マコモ葉でどんど焼き（繭玉づくり、お汁粉、焼き芋）（25 名） 

1/27(月)：農福連携の試行 

障がい者就労支援ウォームサポートシオンでマコモ茶づくり WS 

2/16（土）：田んぼ IoT セミナー(25 名) 

3/ 6（金）：土壌分析（分析結果：別紙２参照)  
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5. 助成金関連 

  2019 年度（合計 82.8 万円） 

 パルシステム生活協同組合連合会 ............... 30 万円 

 サイサン環境保全基金 ........................................ 38.8 万円 

 武州・入間川プロジェクト .................................... 14 万円 

2020 年度（合計 64 万円） 

 コメリ緑助成金 .............................. 15 万円（ビオトープ＆花壇） 

 サイサン環境保全基金 ............. 35 万円 

（ビオトープ田園整備 5 万、冊子・チラシ作成 7 万、講演会費 9 万、農業資材費 14 万） 

 武州・入間川プロジェクト ......... 14 万円 

（ビオトープ田園整備 5 万、冊子・チラシ作成 3 万、生きもの調査・講演会費 6 万） 

パソコン寄贈プログラム:ネットワーク SAITAMA２１運動から富士通パソコン 1 台の寄贈を受けました。 

6. 成果と課題 

「生きもの育む田んぼプロジェクト」は、国連生物多様性の 10 年委員会主催（環境省・農林水産省後援）

の『生物多様性アクション大賞 2019』入賞、テレビ埼玉での出演（彩の国埼玉環境大賞「大賞受賞」）、ま

た、「情報収集及び情報発信事業」で記述したように全国規模でのセミナー発表の機会が多くなり、活動

が少しずつ認められつつあります。 

また、これらの活動は地域連携での共同活動、地域の魅力の発掘などで街づくりに貢献し、地元の強

力なバックアップに支えられるなど手ごたえを感じつつあります。 

一方、このような活動が活発になるにつれ、活動の運営体制、理事会を含む事務処理活動が手薄に

なり改善が求められています。 

また、農作業や事務所として中心となる活動の拠点を持たないなど、今後その拠点整備が課題です。 

7. 今後の展望 

① 農福連携の取り組み 

高齢者や障がい者が共生できる社会の実現に向け農福連携の取り組みにチャレンジしていきます。 

具体的には、障がい者就労支援施設と連携してマコモ品づくりで 6 次産業化を目指し経済的なウィ

ンウィン関係を築いていきます。 

② ビオトープ＆花壇の整備 

活動田んぼ近隣に地域の人々にも憩いの場

として使って頂けるフラワーガーデンと休憩所

を備えたビオトープ＆花壇を整備していきま

す。 

③ チーム運営が出来る組織体制づくり 

米づくりやマコモ栽培田んぼ活動については  

図のような運営体制で強化を図っていきます。 

④ 拠点の確保 

農作業や事務所としての拠点を確保する。 

⑤ 山田田園環境推進グループとの連携強化 

田んぼの多面的機能に着目して、地元農村グループと連携をして休耕田を少なくし、農村の田園

風景を保全し、生態系豊かな田んぼの環境保全を地元と一体となって活動を行う。 
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2019年度 事業報告書 

 

特定非営利活動法人 かわごえ里山イニシアチブ  

 

１ 事業の成果  

「生きもの育む田んぼプロジェクト」は、国連生物多様性の10年委員会主催の『生物多様性ア

クション大賞2019』入賞、テレビ埼玉での出演、全国規模でのセミナー発表の機会が多くなり、

活動が認められつつあります。 

また、これらの活動は地域連携での共同活動、地域の魅力の発掘などで街づくりに貢献し、

地元の強力なバックアップに支えられるなど手ごたえを感じつつあります。 

田んぼは、単にお米づくりだけではない多様な価値を提供します。稲作文化やマコモ文化、

自然の環境保全や景観といった多面的な機能を有し、経済面では測ることのできない価値を提

供しています。当会はこのような田んぼの多面的機能に着目して活動し、人と人、人と生きも

のを結びつけ豊かな地域づくりの着実な成果を上げています。 

 

２ 事業の実施に関する事項（2019年4月1日 ～ 2020年3月31日） 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従事

者の

人数 

受益対象者 

の範囲/人数 

支出額 

(千円) 

田んぼ活動に

関する調査研

究事業 

・環境にやさしい米づくり 

・稲作に関するデータ収集

及び分析 

・生きもの調査の実施 

・週2回 

・毎日 

 

CO 江 戸 か

わ ご え 初

雁の里 

15名 

川越

市民

周辺

都市

住民 

50名 1157 

講習会・イベ

ント開催事業 
講習会・イベント・交流会 

各月 

4月～ 

7月 

9月～ 

1月 

CO 江 戸 か

わ ご え 初

雁 の 里 田

んぼ、公民

館等 

15名 

川越

市民

周辺

都市

住民 

20名 247 

情報収集及び

情報発信事業 

・田んぼ活動先進地の情報

収集 

・ホームページ及びメーリ

ングリスト等の運営 

・チラシ及び冊子の製作及

び配布 

逐次 

・田んぼ活

動先進地 

・インター

ネット上 

・その他 

15名 

全て

の市

民 

1000名 

 

71 

 

農業分野にお

ける情報通信

技術の利活用

に関する事業 

・農業分野における情報通

信技術の利活用の研究及

び試行 

逐次 

CO 江 戸 か

わ ご え 初

雁の里 

5名 

全て

の市

民 

20名 

 

20 

 

環境にやさし

い農産物の頒

布事業 

環境にやさしい農産物の

頒布 
逐次 

CO 江 戸 か

わ ご え 初

雁の里 

15名 

全て

の市

民 

10名 33 

その他目的を

達成するため

に必要な事業 

・ビオトープ＆花壇整備 

・田んぼの景観づくり 

・地域の魅力発掘 

逐次 

CO 江 戸 か

わ ご え 初

雁の里 

10名 

全て

の市

民 

30名 382 
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Ⅰ 経常収益
1. 受取会費

正会員受取会費 172,000
賛助会員受取会費 0 172,000

2. 受取寄付金
受取寄付金 12,445
施設等受入評価益 12,445

3. 受取助成金等
受取民間助成金 678,964
受取公的補助金 0 678,964

4. 事業収益
参加費 81,349
田んぼPJ事業等 1,060,267  
TABICA 0 1,141,616

 公的受託事業 0
受取利息 7
雑収益 92,836 92,843

　　経常収益計（A) 2,097,868
Ⅱ 経常費用

1. 事業費
（1）人件費

給与手当 0
福利厚生費 0
人件費計 0

（2）その他経費
福利厚生費 0
印刷製本費 125,707
水道光熱費 37,364
諸謝金 173,300
旅費交通費 111,508
消耗品費 41,669
地代家賃 60,000
通信運搬費 55,111
雑費 65,468
保険料 6,760
車両費 300,000
支払手数料 3,108
修繕費 92,420
業務委託費 499,392
研修費 0
農業資材費 214,335
食材費 35,445
その他経費計 1,821,587

事業費計 1,821,587
2. 管理費

（1）人件費
給与手当 0
法定福利費 0
人件費計 0 0

（2）その他経費
諸会費 34,000
租税公課 0
会議費 3,303
印刷製本費 0
賃借料 52,480
その他経費計 89,783

管理費計 89,783
　　経常費用計（B) 1,911,370

① 186,498
② 前期繰越正味財産額 1,536,021

次期繰越正味財産額（①＋②） 1,722,519

8

2019年度　かわごえ里山イニシアチブ 活動計算書（案）
　　　　　　　　　     2019年　 4月　　1日  ～　2020年　　3月　　31日　　まで　　 　  　(単位：円)

科　　目 金　　額

当期正味財産増減額（A-B)



合計 / 金額 列ラベル

行ラベル
その他目的

達成
環境にやさし
い農産物頒布

講習会・イベ
ント開催

情報収集及
び情報発信

田んぼ活動
調査研究

農業分野の
情報通信技
術利活用

理事会（含む
例会）

(空白) 総計

収益 21,000 669,542 147,555 1,085,764 174,007 2,097,868
受取利息 7 7
参加費 81,349 81,349
正会員受取会費 174,000 174,000
受取寄付金 1,500 10,945 12,445
受取民間助成金 678,964 678,964
田んぼPJ事業 639,467 12,000 406,800 1,058,267
雑収益 21,000 28,575 43,261 92,836

費用 375,037 33,264 246,849 71,222 1,157,108 20,040 7,850 1,911,370
印刷製本費 905 53,362 69,295 895 1,250 125,707
賃借料 9,400 38,100 4,980 52,480
水道光熱費 765 36,599 37,364
諸会費 31,000 3,000 34,000
諸謝金 13,300 100,000 60,000 173,300
旅費交通費 108,668 2,320 520 111,508
消耗品費 10,849 14,021 7,955 8,844 41,669
地代家賃 60,000 60,000
通信運搬費 4,070 14,305 164 520 16,907 19,145 55,111
雑費 18,104 1,000 17,919 887 27,558 65,468
保険料 5,560 1,200 6,760
会議費 1,683 1,620 3,303
支払手数料 1,440 648 1,020 3,108
修繕費 92,420 92,420
業務委託費 80,000 419,392 499,392
農業資材費 78,983 1,938 433,414 514,335
食材費 10,310 2,000 22,181 954 35,445

9

2019年度会計





議案第3号 

10 

 

役員改選案 

 原慶賢理事の辞任に伴い後任を増田知久氏とする。 

    2020年度の役員は次のとおりとなる。 

 

役名 氏
フリ

   名
ガナ

 

理事 增
マス

田
ダ

 純一
ジュンイチ

 

理事 髙梨
ﾀ ｶ ﾅ ｼ

 耕治
コ ウ ジ

 

理事 小瀬
コ セ

 博之
ヒロユキ

 

理事 内田
ウ チ ダ

 聖美
キ ヨ ミ

 

理事 柏井
カシワイ

 喜代恵
キ ヨ エ

 

理事 小林
コバヤシ

 順
ジュン

吉
キチ

 

理事 谷道
タニミチ

 輝夫
テ ル オ

 

理事 藤岡
フジオカ

 重歳
シゲトシ

 

理事 増田
マ ス ダ

 知久
トモヒサ

 

監事 七星
ナナホシ

 雄史郎
ユ ウ シ ロ ウ

 

監事 佐藤
サ ト ウ

 小百合
サ ユ リ
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(2) 具体的事業 

※各項目マークの意味：【◎】今年度新規取組み開始、【〇】ほぼ例年通りに実施、 

【△】実施未定もしくは規模縮小、【×】現時点で実施計画または実施見込みなし 

 

①田んぼ活動に関する調査研究事業 

・【〇】生きもの育む田んぼプロジェクト2020 

 CO江戸かわごえ初雁の里（福田）4反＋府川４反＝計8反の田んぼでの米づくり活動 

・【〇】稲の生育調査等（東洋大学総合情報学部との共同研究） 

・【◎：新規】『いのち育むマコモ・オーナープロジェクト2020』4月スタート 

       （現在5名5口参加） 

②講習会・イベント開催事業  

・【△】田んぼの生きもの調査の実施：6/27（土）規模縮小も実施。 

・【×】川越ファーマーズ・マーケット、かすみがせき100円商店街、などに参加  

⇒6月初旬時点で中止の見込み 

・【〇】マコモ関連企画：川越八幡宮での大締縄つくり、等を計画中 

・【〇】会員企画（味噌づくり、盆飾り・正月飾りなど）開催：都度計画実施予定 

・【◎】定食屋「福幸」と連携して郷土料理つくり（2月実施予定を延期計画中） 

③情報収集及び情報発信事業 

・【×】田んぼ活動先進地の情報収集：現時点で実施予定なし 

・【〇】ホームページ、Facebook及びメーリングリスト等の運営：新規協力会員の助

力により適切な情報更新。Googleカレンダーリンクによる作業予定の更新掲示に

も着手。 

・【△】チラシ及び冊子の製作及び配布 

④農業分野における情報通信技術の利活用に関する事業 

   ・【〇】田んぼカメラ1号機（運用中）、田んぼIoT2号機の開発・運用及びサーバ側

のビューワ・ビッグデータ分析用ソフト開発、東洋大学総合情報学部小瀬研究室と

の連携事業（共同研究） 

   ・【◎】ラジコン除草水上艇による田んぼ初期除草の運用開始 

⑤環境にやさしい農産物の頒布事業 

 ・【△】余剰米の頒布、耕福米、マコモの販売支援：新規販売手法及びルート開拓が

必要。 

⑥その他目的を達成するために必要な事業 

・【△】地域の案山子祭り参加、【〇】ストロベリーキャンドルによる田園風景 

・【◎】地域住民の憩いの場となるビオトープ＆花壇の整備：コメリ緑基金等助成金を

活用し本格的な整備作業を実施中。下半期には地域住民主体での管理ボランティア

グループ結成に向けて活動予定。 
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・【◎】農福連携：ウォームサポートシオンでのマコモ茶製造販売支援の継続発展 

・【◎】山田田園環境推進グループとの連携活動（農水省 多面的機能支払交付金） 

 

＜2020年度活動検討事項＞ 

◇2019年度活動報告「今後の展望」にて記した５つのテーマを始めとして、かわごえ

里山は今、多くの課題を抱えながら運営しています。会員の皆さまの知見やご意見

を心からお待ちしております。 

①農福連携：高齢者や障がい者が共生できる社会の実現に向けた農福連携として、か

わごえ里山が無理なくできる範囲を模索しています。 

2020年度は、試行として障がい者就労支援施設と連携し、マコモ品づくりに協力

し、原材料の提供からマコモ品の販売までのルート確立を課題としています。 

②ビオトープ＆花壇：里山主導から地域主導での管理運営移行 

③組織体制つくり：個々の指向を活かした役割と責任分担、実行体制 

④交流拠点づくり：農作業の休憩所、ミーティング可能な事務所、農機具置き場、会

員間・地元民間との交流空間、農産物の臨時販売所など田んぼに隣接するマルチ

機能を持つ交流拠点が長年の課題 

⑤地域グループとの連携：持続的な活動展開が課題となることから、地元農村グルー

プと連携をしていくことが肝要。このため、地元の複数の農業団体で構成する「山

田田園環境保全推進グループ」に加入し連携して活動していく。 

⑥大学との連携活動（共同研究）のあり方 

・十文字学園女子大学：玄米α化米の商品開発協力、マコモタケ（黒穂菌）の免疫

能についての研究協力体制の検討。 

・日本薬科大学：地域つくり連携協力、マコモタケの薬効とその薬学的メカニズム

に関する研究協力、マコモタケ製品の開発・販売等における協力体制の検討。 

⑦経済的基盤の強化：活動範囲拡大の一方で経済的基盤は縮小傾向。主な要因は米PJ

会員の減少（2020年度は2017年比でほぼ半減）。 今後収入財源の多角化等の検

討を要する。 
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2020年度事業計画 
 

１ 事業実施の方針  

川越市や周辺都市すべての住民を対象として「生きものを育む田んぼ」をフィールドにし

た地域活動を行うことで、誰もが安心・安全に暮らせる自然と人間が共生できる環境豊かな

里山・地域づくりを行う。 

 農家・非農家が協力してWIN・WINの関係が築けるモデル田んぼの研究、持続可能な方策、

農法の調査研究を行う。 

 

２ 事業の実施に関する事項（2020年4月1日～ 2021年3月31日） 

(1) 特定非営利活動に係る事業  ☆印：今年度新規又は本格取組みを始めた事業 

 

定款の事業名 

 

事 業 内 容 

実施 

予定 

日時 

実施 

予定 

場所 

従事者

の予定

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数 

支出見

込額 

(千円) 

①田んぼ活動

に関する調査

研究事業 

・環境にやさしい米づくり 

☆マコモオーナー制度 

・稲作に関するデータ収集

及び分析 

・生きもの調査の実施 

 

・週2回 

・毎日 

 

・年2回 

CO 江 戸 

か わ ご え

初雁の里 

15名 

川越市

民及び

周辺都

市住民 

300

名 
1,000 

➁ 講習会・

イベント開催

事業 

講習会・イベント・交流会 
年3回 

以上 

CO 江 戸 

か わ ご え

初 雁 の 里

田 ん ぼ 、 

公民館等 

15名 

川越市

民及び

周辺都

市住民 

200

名 

 

200 

③情報収集及

び情報発信事

業 

・田んぼ活動先進地の情報

収集 

・ホームページ及びメーリ

ングリスト等の運営 

・チラシ及び冊子の製作及

び配布 

逐次 

・田んぼ活

動先進地 

・インター

ネット上 

・その他 

15名 
全ての

市民 

1000

名 

150 

 

④農業分野に

おける情報通

信技術の利活

用に関する事

業 

・農業分野における情報通

信技術の利活用の研究及

び試行 

 

通年 

CO 江 戸 

か わ ご え

初雁の里 

5名 
全ての

市民 

100

名 

 

100 

 

⑤環境にやさ

しい農産物の

頒布事業 

環境にやさしい農産物の

頒布 
逐次 

CO 江 戸 

か わ ご え

初雁の里 

15名 
全ての

市民 

100

名 
50 

⑥その他目的

を達成するた

めに必要な事

業 

☆ビオトープ&花壇整備 

・田んぼの景観づくり 

・拠点整備 

・大学との連携研究活動 

☆農福連携（マコモ茶づく

り） 

☆山田田園環境保全推進 

GPとの連携 

逐次 

CO 江 戸 

か わ ご え

初雁の里 

15名 
全ての

市民 

200

名 
350 
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(2) 具体的事業 

※各項目マークの意味：【◎】今年度新規取組み開始、【〇】ほぼ例年通りに実施、 

【△】実施未定もしくは規模縮小、【×】現時点で実施計画または実施見込みなし 

 

①田んぼ活動に関する調査研究事業 

・【〇】生きもの育む田んぼプロジェクト2020 

 CO江戸かわごえ初雁の里（福田）4反＋府川４反＝計8反の田んぼでの米づくり活動 

・【〇】稲の生育調査等（東洋大学総合情報学部との共同研究） 

・【◎：新規】『いのち育むマコモ・オーナープロジェクト2020』4月スタート 

       （現在5名5口参加） 

②講習会・イベント開催事業  

・【△】田んぼの生きもの調査の実施：6/27（土）規模縮小も実施。 

・【×】川越ファーマーズ・マーケット、かすみがせき100円商店街、などに参加  

⇒6月初旬時点で中止の見込み 

・【〇】マコモ関連企画：川越八幡宮での大締縄づくり、等を計画中 

・【〇】会員企画（味噌づくり、盆飾り・正月飾りなど）開催：都度計画実施予定 

・【◎】定食屋「福幸」と連携して郷土料理づくり（2月実施予定を延期計画中） 

③情報収集及び情報発信事業 

・【×】田んぼ活動先進地の情報収集：現時点で実施予定なし 

・【〇】ホームページ、Facebook及びメーリングリスト等の運営：新規協力会員の助

力により適切な情報更新。Googleカレンダーリンクによる作業予定の更新掲示に

も着手。 

・【△】チラシ及び冊子の製作及び配布 

④農業分野における情報通信技術の利活用に関する事業 

   ・【〇】田んぼカメラ1号機（運用中）、田んぼIoT2号機の開発・運用及びサーバ側

のビューワ・ビッグデータ分析用ソフト開発、東洋大学総合情報学部小瀬研究室と

の連携事業（共同研究） 

   ・【◎】ラジコン除草水上艇による田んぼ初期除草の運用開始 

⑤環境にやさしい農産物の頒布事業 

 ・【△】余剰米の頒布、耕福米、マコモの販売支援：新規販売手法及びルート開拓が

必要。 

⑥その他目的を達成するために必要な事業 

・【△】地域の案山子祭り参加、【〇】ストロベリーキャンドルによる田園風景 

・【◎】地域住民の憩いの場となるビオトープ＆花壇の整備：コメリ緑基金等助成金を

活用し本格的な整備作業を実施中。下半期には地域住民主体での管理ボランティア

グループ結成に向けて活動予定。 
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・【◎】農福連携：ウォームサポートシオンでのマコモ茶製造販売支援の継続発展 

・【◎】山田田園環境推進グループとの連携活動（農水省 多面的機能支払交付金） 

 

＜2020年度活動検討事項＞ 

◇2019年度活動報告「今後の展望」にて記した５つのテーマを始めとして、かわごえ

里山は今、多くの課題を抱えながら運営しています。会員の皆さまの知見やご意見

を心からお待ちしております。 

①農福連携：高齢者や障がい者が共生できる社会の実現に向けた農福連携として、か

わごえ里山が無理なくできる範囲を模索しています。 

2020年度は、試行として障がい者就労支援施設と連携し、マコモ品づくりに協力

し、原材料の提供からマコモ品の販売までのルート確立を課題としています。 

②ビオトープ＆花壇：里山主導から地域主導での管理運営移行 

③組織体制づくり：個々の指向を活かした役割と責任分担、実行体制 

④交流拠点づくり：農作業の休憩所、ミーティング可能な事務所、農機具置き場、会

員間・地元民間との交流空間、農産物の臨時販売所など田んぼに隣接するマルチ

機能を持つ交流拠点が長年の課題 

⑤地域グループとの連携：持続的な活動展開が課題となることから、地元農村グルー

プと連携をしていくことが肝要。このため、地元の複数の農業団体で構成する「山

田田園環境保全推進グループ」に加入し連携して活動していく。 

⑥大学との連携活動（共同研究）のあり方 

・十文字学園女子大学：玄米α化米の商品開発協力、マコモタケ（黒穂菌）の免疫

能についての研究協力体制の検討。 

・日本薬科大学：地域づくり連携協力、マコモタケの薬効とその薬学的メカニズム

に関する研究協力、マコモタケ製品の開発・販売等における協力体制の検討。 

⑦経済的基盤の強化：活動範囲拡大の一方で経済的基盤は縮小傾向。主な要因は米PJ

会員の減少（2020年度は2017年比でほぼ半減）。 今後収入財源の多角化等の検

討を要する。 



1. 受取会費
正会員受取会費 180,000
賛助会員受取会費 4,000 184,000

2. 受取寄付金
受取寄付金 0
施設等受入評価益 0

3. 受取助成金等
受取民間助成金 640,000
受取公的助成金 0 640,000

4. 事業収益
田んぼ活動に関する調査研究事業 500,000
講習会・イベント開催事業 80,000
情報収集及び情報発信事業 0

農業分野における情報通信技術の利活用に関する事業 0

環境にやさしい農産物の頒布事業 500,000
その他目的を達成するためのに必要な事業 100,000 1,180,000

5. その他収益
受取利息 5
雑収益 5

2,004,005

1. 事業費
（1）人件費

給与手当 0

福利厚生費 0

人件費計 0
（2）その他経費

福利厚生費 0

印刷製本費 120,000

水道光熱費 50,000

諸謝金 170,000

旅費交通費 100,000

消耗品費 50,000

地代家賃 160,000

通信運搬費 60,000

雑費 60,000

保険料 10,000

車両費 0

支払手数料 20,000

修繕費 100,000

業務委託費 500,000

研修費 20,000

農業資材費 300,000

食材費 30,000

その他経費計 1,750,000
事業費計 1,750,000

2. 管理費
（1）人件費

給与手当 0

法定福利費 0

人件費計 0
（2）その他経費

諸会費 40,000

租税公課 0

印刷製本費 10,000

賃借料 50,000

その他経費計 100,000
管理費計 100,000

1,850,000
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Ⅱ 経常費用
　　経常収益計

　　経常費用計

Ⅰ 経常収益

2020年度かわごえ里山イニシアチブ活動予算書
　　　　　2020年  4月  1日 ～ 2021年  3月  31日  まで 　　　(単位：円)

科　　目 金　　額



分析方法 穀粒判別機での測定

概要
胴割れ、着色、被害粒等、

の割合
お米の水分量
瑞々しさ

お米の吸水しやすさ
炊き上り時のふっくら感

米の粘り具合
お米の鮮度

（脂肪分の酸化分解）
項目②~④から導き出される

総合評価値。

主な
影響要因

気象要因（登熟期の気温、日射
量）、害虫影響、適期収穫、乾燥
具合等

籾の乾燥具合、
貯蔵状態

土壌・施肥状態
（窒素過多で増加）

品種・土壌・気候状態 貯蔵期間、貯蔵状態 ー

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ値
読み方

70%以上で1等米相当（食味ｺﾝｸｰﾙで
は75%以上が2次審査進出条件）
高いｽｺｱほど所謂”きれいなお米"

保存性と食味のバランスか
ら14-15%が適切（15%以上
は低温貯蔵が必須）

国産玄米の平均値7.4%だ
が、日本では低めが好まれ
ｺﾝｸｰﾙ上位米の多くは6.5%
以下

低いほど粘り気があり冷めても硬く
なりにくいとされる。最近人気の低ｱ
ﾐﾛｰｽ品種（ﾐﾙｷｰｸｨｰﾝ等）では10%前
後、食味評価の高い新潟県産ｺｼﾋｶﾘで
16-17%、ｻｯﾊﾟﾘ系代表のｻｻﾆｼｷでは
20%程度。

新米や低温貯蔵された玄米
では一般に20以下とされ
る。古米（玄米）では30以
上

70点が標準米の基準値とされて
おり、市販の一般的な常食用国
産米では65-75点程度（食味ｺﾝ
ｸｰﾙでは85点以上で2次審査進
出）。

分析項目 ①整粒値 ②水分％ ③タンパク質％ ④アミロース％ ⑤脂肪酸％ ⑥食味スコア

福田米 66.8 14.5 7.7 18.3 21 78

府川米 66.4 14.4 7.5 18.4 21 80

考察
コメント

この項目に関しては2等米レベル。選
別機器の老朽化もあり、不良米が除
去しきれていないことが最も大きな
要因か。

丁度良い水分量で仕上がっ
ている！

平均ではあるが、市販の高
食味評価米と比較するとや
やさっぱりとした食感か？

ｺｼﾋｶﾘとしては若干高めでやや粘り少
な目ながら、食べ飽きしないあっさ
り系との中庸の食味か（あっさり系
の方が体への負担も少ない？）

やや劣化が進んでいる数値
に見えるが、他ｺﾝｸｰﾙ米と
比較してもさほど遜色なく
合格圏内（収穫後1ヶ月で
の通常の劣化範囲？）か。

概ね77点以上の食味値が「特A
米」相当の目安とされており、
お米としては十二分に美味し
い！と言える。

全体所感

近赤外食味分析計での測定

コンクール応募米の中での里山米の立ち位置はほぼ中間であったが、一般的な市販米全般と比較すると上記の通り食味レベルは高く、各項目のバランスも良いと思われた。 今
後整粒値をより改善する事が出来れば、より付加価値の高い無農薬・無化学肥料米として市場での商品価値（≒価格）も高まるのではないか。

             『第21回 米・食味分析鑑定コンクール(2019)』への里山エントリー米 分析結果解説          別紙１
2020.1.5 かわごえ里山イニシアチブ（藤岡）




