平成 24 年度

見沼たんぼ・さいたま市＆市民ネットワーク

第3回

運営会議

会議概要
日時：平成24年11月21日（水）14:00～15:15
会場：浦和コミュニティセンター第 6 集会室

参加者：猪瀬会長、藤原副会長、小野委員、梶間委員、小島委員、小林委員、島田委員、鈴木委員、
中信委員、中村委員、野代委員、藤木委員、室委員、山崎委員
（市民ネット・五十音順）
河本課長、中尾室長、山田主査、原口主査、冨田主任、野口主任、中込主事、
古暮技師（さいたま市）
西村、下地（有限会社 E－スタヂオ）
配布資料：次第
資料 1 「（仮称）見沼たんぼクリーンウォーク」
（第 4 回見沼たんぼクリーン大作戦）
資料 2 新規イベントの検討
資料 3 「見沼たんぼのホームページ」の更新
資料 4 クイズラリー「来て見て見沼たんぼファイナル」
資料 5 「私の好きな見沼たんぼ 2012」写真コンクール
資料 6 市民ネット設置要綱及び HP 取扱要領の改訂
（その他）
見沼田圃基本計画アクションプラン推進事業
Minucomi 参加者募集チラシ
(みぬこみ)

１

開会
・配布資料の確認
挨拶

２

議事

（1）「
（仮称）見沼たんぼクリーンウォーク」（第 4 回見沼たんぼクリーン大作戦）について
①説明（事務局）
・実施日時、実施場所についての説明
・申し込み方法と受付方法の説明
・今後の予定
昨年度と集合場所・集積場所が異なる場合は事務局へ知らせる。
12 月

チラシ・ポスター作成

1月

市報・ホームページにて告知。チラシ、ポスター配布

2月

一般参加者応募〆切（2 月 20 日予定）

※各団体集合場所・集合時間・当日連絡先、参加者名簿（別紙 4）の確認
（2 月 20 日まで）
清掃活動物品等配布（2 月 20 日の第 4 回運用会議にて配布予定）
（【別紙１】で清掃活動場所を表示）
・ごみの分別や集積と回収について
各市民団体が指定する集積場所に「可燃物」「不燃物」にまとめて集積。
不法投棄は後日回収。
・事前のお願い 事前に参加所の名簿を【別紙 4】またはそれに相当する様式により、事務局へ
FAX 等により回答すること。2 月 20 日までに提出してほしい。
参加者が事前に把握できない場合、またはその他変更が生じた場合は、事務局
へ連絡すること。
・保険について 3 月 9 日に限り、事務局より傷害保険に加入する。
当日、参加者数に変更があった市民活動団体は名簿を管理し、後日事務局へ報
告すること。
②質問・意見
・場所の変更はいつまでに報告すればいいか？
・今月中にお願いしたい（事務局）
・名称が変わるのか？（野代）
・昨年までの名称を副題として付けた。内容は変わらない。
（事務局）
・天候や健康面により参加者が変わる可能性ある。事前の個人名の確認は難しい。
（中村）
・保険をかける関係があるので、名前というより、人数を報告してほしい（事務局）
・高齢者が多いのかと思うが、シルバーポイントの対象にはならないか？
高齢者の会が登録しているので声をかけようかと思うが。（梶間）
・調べます。
（事務局）
→後日確認。ポイントの対象にはならないとのこと。
（2）新規イベントの検討について
①説明（事務局）
・市民ネットで一つのお祭りができればと考えたが、各団体でとても良い活動をしているので、
既存のイベントに市民ネットの活動を知ってもらうためのブースを設け、各団体がそれぞれ
展示や発表などを行ってはどうか？
・出展イベント候補４つについて資料に沿って説明
1）さいたマーチ~見沼ツーデーウオーク~
2）みどりの祭典
3）見沼ウォーク
4）ガッツみぬま
その他

さいたま市農業祭
区民祭りなど
・「さいたマーチ」への出展の要請があった。今後出展の機会が増えると思われる。
・見沼田圃でさまざまな団体が活動しているということを知らない人も多い。
活動内容を案内するといいのではないか？
②質問・意見
・オリジナルで催しをするのは負担。
・さいたマーチはどこが主催なのか？（室）
・観光国際協会です。
（事務局）
・B 級グルメと我々がどう関連しているのか？（室）
・「さいたマーチ」と「さいたまるしぇ」の同時開催という意味合いが強い。
さいたマーチでは、市民ネットの活動の写真を展示する。
さいたまるしぇのおかげで人が来る、というのも狙い。
人が集まるところで、市民ネットを知ってもらいたい。
（事務局）
・秋はイベント続きで人を出すのが難しい。（猪瀬）
・マーチは今年の様子を見よう。（藤原）
・2）や 3）のような定着している活動を新たにやっても定着しないと思う。（藤原）
・ガッツみぬまは、市が関わったのか？（島田）
・大宮周辺の団体の有志でやったそうで、若い人が多い。出展者自体は、大宮の出店団体だっ
た。
（事務局）
・要素的にはおもしろいと思う。（島田）
・「ガッツ」という名前がいい（藤原）
・募金を通じて、見沼たんぼの景観を良くしたいという、長いスパンで実施したいと考えてい
るようだ。（事務局）
・見沼たんぼの HP も紹介してほしい。参加する時に「市民ネットです」と、言うようにしよ
う。
（藤原）
（3）「見沼たんぼのホームページ」の更新について
①説明（コンサル）
●ホームページ改善結果
1）スライドショーの改善
・写真が小さいのでつまらない、トップページのみにしか設置していない
ので目に留まりにくいと考えて改善した。
・どのページからもアクセスできるようにバナーも作成した。
2）コラム

・テキストだけだったので、人物の写真を入れて目を引くようにした。
・各記事の上部、下部に「前の記事へ」
「次の記事へ」問リンクを設置して、移動しや
すくなるように改善した。
●今後の改善
1）「農業」 集客力はあるが、この 1 ページで去ってしまう傾向が高いことを改善する。
・フルーツ狩り（観光）のキーワードでページに来ている。
農園・ブルベリー園を探している人が連絡先だけ調べて去っていくことがわかる。
・フルーツ狩りができる旨の情報がない。取りこぼしを防ぐために、直売所・観光農園を直観
的に把握できるようにエリアマップを設置する。
・
「頑張る農家の紹介」からコラムへ直接飛べるようにして、イメージ（画像）を配置し興味を
引くように改善する。
・「農業体験」のキーワードも来ているので、
「農業体験」へのリンクも設置する予定。
2）3 つの活動内容をトップページと「活動報告」のページに明記する。
3) メニュー・幅の改善（来年度作業予定）
・情報ごとに区別されていないので、一般ユーザー対象の情報と、運営側の情報を別メニュー
にする。
・ページ間の移動がしにくい状態なので、ページ幅を少しワイドにして下の階層のメニューも
展開させて表示する。
・見出しの青い文字は、リンクが設定されているのでは？と勘違いされる色なので、今後改善
したい。
●アクセスログレポート
（2011/4/1~2011/10/31 と 2012/4/1~2012/10/31 を比較して）
・アクセス数が増加している。
・検索エンジンからのアクセスが増加している。
「見沼たんぼ」という言葉が定着してきている。
・タブレットとスマートフォンなど、モバイルからのアクセスが増えて、約 3 倍となっている。
②質問・意見
・写真を大きくしたのはいいと思う（中村）
・見やすくなっている（猪瀬）

３

報告

（４）クイズラリー「来て見て見沼たんぼファイナル」について
①説明（事務局）
・
「見沼田圃の散歩みちガイド」のコース⑤と⑥の 2 コースで同時開催とし、参加賞は缶バッジ
2 種類を作成した。

・応募者数は、166 名と少なかった。
・おじいちゃんとお孫さんがいっしょに参加されているという感じがした。
・参加者の居住地はさいたま市（特に見沼区・緑区）が大半で、次いで川口市・川越市・東京
都の順だった。
・感想としては、
「楽しかった」
「問題が難しかった、勉強になった」
「彼岸花やコスモスがきれ
いだった」などがあがった。
（余った缶バッジを、委員に配布）
（５）
「私の好きな見沼たんぼ 2012」写真コンクールについて
①説明（事務局）
・現在、さぎ山記念公園と見沼区役所で展示中。
・展示期間が決まっていないところも、予定を決めて順次展示していく。
②意見
・展示されているのはいいが、市の担当者がいない。忙しいとは思うが、本当は一人くらいい
て、写真の説明をするのもいいのではないか？（野代）
・市民ネットの腕章をつけて、団体がやればいい（藤原）
・ご協力いただける方がいればお願いしたい（事務局）
・是非、協力してください。（藤原）
・我々も協力する。（藤木）
・24 日のツーデーウォークはたくさん人が来るのでしょうから、こういう時にやるといいと思
う。
（島田）
・ガイドクラブや散歩の会が主体となってくれるといいと思う。
（藤原）
・お言葉に甘えてお願いしたいと思います。（事務）
（６）市民ネット設置要綱及び HP 取扱要項の改訂について
①説明（事務局）
（それぞれ、改訂箇所を読み上げて説明した）

４

その他

「見沼田圃基本計画アクションプラン推進事業」について
①説明（事務局）
1) 市民プロジェクト 1
・地域資源情報発信の総合ガイドを作ろうということで記者を募り、市民レポーター10 名と埼
大生 1 名で約 80 か所を取材した。現在編集中。
散歩みちガイドのコース 1、と 2 を併せ、3、4、5 はそのまま使おうと考えている。

2) 市民プロジェクト 2
・交通量及び速度調査は実施済みで、コンサルタントに分析を依頼中。
・見沼代用水管理用道路沿いの道路環境調査は、現在実施中。
3) 市民プロジェクト 3
・「Minucomi(みぬこみ)：見沼田圃の新たな交流の場を語る会」
緑区（2 回）、見沼区（2 回）
、合同（1 回）計 5 回行う。
1 回目は終わったが、参加希望者は申し込みを受け付ける。
②質問・意見
・Minucomi は市報に出しているか？（猪瀬）
・市民団体に出している。
（事務局）
・参加者は緑区在住なのか（島田）
・参加者の居住地を限定しているわけではない（事務局）
・プロジェクト 2 について、見沼代用水管理道路環境とは？
・西縁管理用道路。舗装の具合や桜、柵などを調査する。（事務局）
・調査結果を今後、どのように反映する予定か。
・散策環境だけでなく、周辺の方々にもいいように考えたい（事務局）
・交通量はいつ、どんな形で発表されるのか（室）
・報告書をお配りする予定（事務局）
・大きな車が道路を崩しているので、とても重要。ぜひ、いろいろなことに活かしてほしい。
（藤原）
・いろいろな調査の結果をどう、知らせてくれるか？（猪瀬）
・効果的な広報を考えないといけないと思う。(事務局)

５

閉会

【次回開催日】 平成 25 年 2 月 20 日(水)午後 2 時から／コムナーレ 10 階第 6 集会室

