平成 25 年度

見沼たんぼ・さいたま市＆市民ネットワーク

第1回

運営会議 会議概要
日時：平成 25 年 5 月 22 日（水）14:45～16:20
会場：市民の森・見沼グリーンセンター中会議室

参加者：野代会長、梶間副会長、中村副会長、岩井委員、大神委員、小河原委員、小野委員、関根委員、島
田委員、水野委員、藤掛委員、藤木委員、藤原委員、山崎委員（市民ネット・五十音順）
金子室長、山田主査、名和主事、古暮技師（さいたま市）
西村、中邨（有限会社 E-スタヂオ）
配布資料：次第
資料 1 「私の好きな見沼たんぼ 2013」写真コンクール
資料 2 「見沼たんぼのホームページ」の更新
資料 3 「見沼たんぼクリーンウォーク」の実施報告
資料 4 見沼たんぼ市民ネットの会員除名
資料 5 新規イベントの検討
資料 6 運営部会構成員の選任

1．開会
・配布資料の確認（資料 1～6）

2．報告
（１）
「私の好きな見沼たんぼ 2013」写真コンクールについて
①

会議風景

説明（事務局）
「私の好きな見沼たんぼ 2013」写真コンクールとして事務局から資料 1 について説明。
主な内容は以下。
・募集期間
・審査および表彰式の日程
・目標数
・応募方法 チラシ裏面の説明
・審査方法
・副賞
なお、副賞の提供及び審査員の推薦について 7 月 19 日までに事務局に提出のこと。

②

質問・意見
・応募の際の注意について。部会にて意見が出たヒナなど生き物に近づいたりしないこと等についての
表記の改善は、チラシ内の「生態系に影響を及ぼす撮影は行わないで下さい」の部分がそれに当たるか。
（中村副会長）
・部会の意見を反映して今年のチラシにはその部分を加えている。
（事務局）

（２）
「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）
「見沼たんぼのホームページ」の更新としてコンサルから資料 2 について説明。
主な内容は以下。
<アクセスログレポート>
・アクセス数･･･全体的に増えている。
・経由･･･検索エンジン経由が増加。
・ページビューの特徴･･･サイト内を回遊していることがうかがえる。
・キーワードの特徴･･･ひらがなでの検索が多いことから子どもの利用が多いのではないかと推測され
る
・閲覧地の特徴･･･新宿、渋谷など都内からのアクセスが多い。
・環境の比較･･･safari（スマートフォン）からのアクセスが伸びている。
<改善結果報告>
・見出しデザインの改善･･･見出しをリンクと間違ってクリックされなくなった。
・トップページに「生きもの」ページへジャンプするバナーを配置･･･トップページからの遷移 5.5 倍
増。
・直売所・農園へのバナーを設置･･･トップページからの遷移はやや増加。離脱率が減少している。
<今年度改善>
・全体の幅をワイドにする。
・より使いやすいサイトとなるようページ構成を再構築する。
なお、今年度は、第 1 回のホームページ運用部会にて出た意見を反映させた改善提案をする。

②

質問・意見
・各団体のホームページにレベルの差がある。そのギャップが問題だと思う。手助けが必要だと思いホ
ームページ運用部会でメンテコストなどを援助してくれないかと提案した。レベルの低いホームペ
ージを公開している団体と見沼たんぼのホームページのギャップが広がっている。（大神）
・コンサルに相談すればできるか。
（野代会長）
・本来はそれぞれの団体がすべきこと。お金の問題もある。
（大神）

・各団体のホームページを市が代行して作ることはできない。（事務局）
・最初プロに頼んで団体のホームページを作ったが、それでは自分で作り直せない。そこで自ら勉強し
て、今はシンプルに作っている。自分で作れるとすぐに情報が出せるのでラク。
（藤原）
・各団体のホームページの更新の実態はこうだということを知っておいてももらいたかった。
（大神）
・見沼たんぼのホームページ内で皆さんの団体の情報をもっと出すようにすることはできる。
（事務局）
・団体の情報発信は、それぞれの問題（野代会長）
・4 年生で見沼たんぼの学習をする。5 年生ではコメ作り。生き物学習の先生を務めることがあるが、
もっと詳しく見沼たんぼのことを知ることができるといいとの意見を聞くことがある。学校の授業
で使えるようなものがあってもいいのかなと思う。子ども対象の何かがあるといい。
（島田）
・
（島田さんなどが）教材に使っているものを貸してもらったり、資料を提供してもらうなどしてホー
ムページに掲載することができればよい。
（岩井）
・電子データになっているので、できると思う。
（島田）
・教育委員会で今、環境のことを盛り込んだ教材を改訂中。見沼たんぼに関する情報を集約して教育委
員会の編集委員に伝えることができるのでは。
（大神）
・私が良く聞かれるのは「見沼たんぼ」という名称。たんぼだと思っているが現実はどうなんだ、と聞
かれる。
（藤原）
・H19 年の調査では田んぼが 6%。土地の歴史からこの地域全体を「見沼たんぼ」と呼んでいる。
（事
務局）
・ホームページに見沼たんぼの現状を知らせるような説明があるといいのでは。円グラフをおいて「以
前はこうだったが今は田んぼが○％になっている」など。
（藤原）
・説明の文章では、難しい言葉をやさしい言葉に置き換えると良いのでは。
（岩井）
・小学生が見ても分かりやすい説明であれば、誰が見ても分かりやすいホームページであるといえる。
そんなページ作りを考えている。
（事務局）
・市民活動の紹介ページのアクセス順位が落ちている。団体によっては作った時そのままのものも。写
真も 4 年間同じ。アクセスのランクが下がるのはいつ見ても同じだからなのではと思った。新しい
情報に更新することが大事ではないか。
（藤掛）
（３）
「見沼たんぼクリーンウォーク」の実施報告
①

説明（事務局）
「見沼たんぼクリーンウォーク」の実施報告として事務局から資料 3 について説明。
主に、日時、場所、参加企業・自治会等、参加総数、ゴミの量、アンケート等の報告であった。

②

質問・意見
・ゆるキャラヌゥを出すのはどうなのか？（野代会長）
・今年度はシティセールス課ができ、ヌゥだけでなく知名度を上げる活動が始まっている。ゆるキャラ
は人寄せのツールなのでシティセールス課に頑張ってもらう。（事務局）

（４）見沼たんぼ市民ネットの会員除名について
①

説明（事務局）
見沼たんぼ市民ネットの会員除名として事務局から資料 4 について説明。
「見沼の自然と環境を守る会」中信代表より、
「体力的に運営が難しい」との理由から、ホームページ
登録取下げ申請書の提出があったことを報告。除名に関する手続きについて説明した。

②

質問・意見
・除名という表現だと悪いことをしたイメージ。「体力的に運営が難しい」ということでの取り下げに
対して「除名」という言葉を使うのはどうか。（中村副会長）
・申請しているのだから、
「それを受理した」ということで良いのでは。（藤原）
・要綱に「除名」と規定されているので、今回はこのような言葉を使った。要領や要綱の言葉の使い方
などで不適切な表現があれば改訂をしていく。表現の訂正については次回の運営会議に諮る。
（事務
局）
・言葉としては、
「退会」
「申請を認めた」程度でどうか。（島田）
・申請書はホームページの掲載登録を取り下げるものなのか、参加団体としての登録が消えるのか。
（島
田）
・参加団体の登録も消える（事務局）

3．議事
（１）新規イベントの検討について
①

説明（事務局）
新規イベントの検討として事務局から資料 5 について説明。
主に、新規イベント名称検討、出展イベントの候補、気球イベント、実行委員会発足についての提案で
あった。

②

質問・意見
・写真コンクールの副賞として気球の搭乗券をあげられないか。
（中村副会長）
・副賞にすることはできる。
（事務局）
・気球イベントはお金がかかるのか。
（中村副会長）
・クイズラリーよりはかからない。
（事務局）
・ヘリウムガスが使えないようだが、今回は熱気球なので大丈夫か。
（野代会長）
・熱気球なので大丈夫。
（事務局）
・イベントの名前、出展内容について、活動紹介の方法について話してほしい（事務局）
・詳細は、実行委員会が決めてくれれば良いと思う。ただ、実行委員会には各団体が入るのが望ましい
と思う。
（島田）
・名称だけは今日決めてはどうか。ただ、実行委員会はどう決めたらいいのか。
（藤原）
・気球は「上げる」だけ。イベントの名称として「空飛ぶ」という表現はどうか。
「空から見沼」とか。

（小河原）
・
「見沼」というより「見沼たんぼ」とした方が良いのでは。
（島田）
・検討するのは、気球を飛ばすイベントの名称ではなく、出展する 3 つのイベントの総称でよいか。
（藤
原）
・3 つのイベントの総称を決めてほしい。（事務局）
・実行委員会は決めなくてよいのか？（野代会長）
・10 月のイベントに向けこのメンバーの中から決めるので、今日はイベントの名前を決めてほしい。
（事務局）
・事務局より提案された 5 案から挙手で決めることにする。
（野代会長）
<挙手の結果>
案 1 見沼たんぼ広報室…9
案 2 空飛ぶみぬま…2
案 1 みぬま展覧会…1
案 1 見沼たんぼ今でしょ！…0
案 1 いつだって見沼！…2 （ただし、「いつだって見沼たんぼ」が良い）
・
「案 1 見沼たんぼ広報室」に決定。
（野代会長）
・続いて「情報」か「広報」かを決めてはどうか。
（中村副会長）
・
「広報室」
「情報局」
「情報室」で決をとる。
（野代会長）
<挙手の結果>
広報室…6 名
情報局…3 名
情報室…3 名
・イベントの名称は「見沼たんぼ広報室」で良いか。（事務局）
・そのように決定した。
（野代会長）
・続いて、どのイベントに出展可能かを決める。
（野代会長）
・全て出られないとか、この日は出られないなど、今わかる範囲で参加を確認したい。
（事務局）
・ガッツ見沼は収穫祭のため全員参加できない。ツーデーマーチは可能。
（島田）
・秋、平日出られる人がいない。土日は自分たちの活動となる。
（藤原）
・今日中に決めないといけないか。
（野代会長）
・今日中に必ずというわけではないが、おおまかな状況が知りたい。
（事務局）
・事務局が各団体に質問を出してくれれば、団体に戻り考える。
（藤原）
・日付、参加項目（展示のみ、展示説明者、気球補助など）について、後日、各団体に一斉照会する。

（事務局）
・照会の際、実行委員会に参加できるかも確認してほしい。
（藤原）
・実行委員会への参加については、別途、各団体に一斉照会させてもらう。
（事務局）
・パネル展示の場合の条件を提示してほしい。
（大神）
・条件は特にない。
（事務局）
・それでは、事務局から後日アンケートを提出してもらい、各団体が検討して戻すということで進める。
（野代会長）
（２）運営部会構成員の選任について
①

説明（事務局）
運営部会構成員の選任として事務局から資料 6 について説明。
どちら部会に入りたいかを各団体に確認したい。

②

質問・意見
・両方出ても良いのか。
（中村副会長）
・よい。
（事務局）
・今、決められないということであれば後ほど各団体に問い合わせるということもできる。イベント事
業と合わせて照会させてもらうということで良いか。ただ、偏りがあった場合は事務局で調整させ
てもらいたい。
（事務局）
・事務局提案のように進める。各団体は、検討のうえ後日回答を。（野代会長）
・この会（運営会議）は傍聴が可能か？何人まで？2～3 年前は傍聴者が来ていた。（大神）
・議決権がないので議決には加われないが、傍聴は可能。（事務局）

４

その他
・本日、
「見沼たんぼ見どころガイド」を配布した。市民リポーターを募集しているので興味がある人
はぜひ応募してほしい。
（事務局）
・
（市民リポーターの応募に）資格はあるか？（藤木）
・カメラ、パソコン等の使用ができること、年 3 回の会議に参加できるなどの応募条件がある。
（事務
局）
・さいたまツーデーウォークは、できれば桜が咲くころがいいのでは。（中村副会長）
・さいたまツーデーウォークの実行委員会ではそのようなことも考えているようだ。
（事務局）

５

閉会

