
「見沼区市民活動ネットワーク第１回交流会」 

日時：令和元年６月１８日（火） 

１０時～ 

会場：見沼区役所１階 多目的室 

次 第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 報告事項 

（１）平成 30 年度見沼区市民活動ネットワーク活動実績 

（２）「第３回見沼区市民活動ネットワークまつり」開催報告 

（３）各団体による活動紹介 

４ 議 事 

（１）第 17 回見沼区ふれあいフェア実行委員の推薦 

（２）見沼区みんなの広場への参加依頼 

（３）令和元年度見沼区市民活動ネットワーク交流会及び事業等 

５ 事務連絡 

・さいたま市見沼区市民活動ネットワーク事業補助金について【別紙１】 

・事業ＰＲについて 【別紙２】 

６ 閉  会 



３ 報告事項

（１）平成３０年度見沼区市民活動ネットワーク活動実績

開催日 内容

2018/6/22 ●第１回交流会

・H29年度見沼区市民活動ネットワーク活動実績
・「第 2回見沼区市民活動ネットワークまつり」開催報告
・各団体による活動紹介

・第 16回見沼区ふれあいフェア実行委員の推薦 
・平成 30年度見沼区市民活動ネットワーク交流会及び事業等
・さいたま市見沼区市民活動ネットワーク事業補助金

・事業ＰＲ

2018/8/20 ●第２回交流会

・第 16回見沼区ふれあいフェア出店内容検討
・市民活動ネットワークまつり概要検討

2018/10/22 ●第３回交流会

・見沼区ふれあいフェア(スタンプラリー・当日の当番・パネル展示の内容) 
・市民活動ネットワークまつり（ステージ発表希望調査結果・チラシ案）

2018/11/10 ●見沼区ふれあいフェア出店

・見沼区市民活動ネットワークラリー

2018/12/19 ●第４回交流会

・第 16回見沼区ふれあいフェア（報告）
・市民活動ネットワークまつり（開催概要・参加希望集計表・ポスターチラシ

案・アンケート案）

2019/2/18 ●第５回交流会

 ・市民活動ネットワークまつり

 ・見沼区区民会議・市民活動ネットワークだより第 32号
 ・H31年度見沼区ふれあいフェア実行委員の選出（案内）
 ・市民活動ネットワーク PRコーナーの抽選

2019/3/14~3/16 ●市民活動ネットワークまつり
・パネル展示

・体験・相談・販売コーナー

・活動発表・実演・演奏





「市民活動ネットワークまつり」開催報告

１ 目的

見沼区市民活動ネットワークに登録している団体が主体的に行っているまちづくり活動に

ついて区民へ情報発信するとともに、団体間の交流による団体の成長と、団体と区民の交流

による区民の市民活動への参加のきっかけ作りとすることを目的として開催する。

２ 開催日時

  平成３１年３月１４日（木）１５日（金）  ８時３０分～１７時１５分

  平成３１年３月１６日（土）        ９時３０分～１２時

３ 開催場所

  見沼区役所 １階 多目的室、ロビー 及び 駐車場

４ 内容

市民活動団体を主体として、以下の日程及び内容で設営・実施。

・１４日、１５日：活動内容展示（８団体）、体験コーナー（１団体）

・１６日  ：活動内容展示・ブース設置（１０団体）、活動発表・実演（３団体）

５ 来場者

  約５００人（前年は約４００人）















◆アンケート回収状況

日 枚　数 比　率 前年
　3月14日（木） 18 16% 23
　3月15日（金） 5 4% 31
　3月16日（土） 91 80% 82

合　計 114 100% 136

1 回答者について

①　性　別

回　答 人　数 比　率 前年
　男　性 38 33% 21%
　女　性 74 65% 77%
　無回答 2 2% 1%

合　計 114 100% 100%

②　年　齢

回　答 人　数 比　率 前年
　９歳以下 13 11% 4%
　１０代 2 2% 1%
　２０代 0 0% 1%
　３０代 15 13% 9%
　４０代 13 11% 11%
　５０代 7 6% 5%
　６０代 30 26% 27%
　７０代 29 25% 33%
　８０代以上 5 4% 9%

合　計 114 100% 100%

③　住まい

回　答 人　数 比　率 前年
　大砂土東地区 45 39% 36%
　片柳地区 9 8% 11%
　七里地区 23 20% 30%
　春岡地区 15 13% 13%
　見沼区（地区名無回答） 8 7% 7%
　他　区 3 3% 0%
　市　外 9 8% 3%
　無回答 2 2% 0%

合　計 114 100% 100%

※「市外」＝伊奈町2・上尾市2・鴻巣市2

④　所属団体（※記載のあったもの）

るぴなす文庫 4
NPO法人 みぬまで暮らす会 2
NPO法人 地域人ネットワーク 2
ボーイスカウト見沼区所在団 2
配食サービスひまわり 1
つくしんぼの会 1
埼玉竹とんぼの会 1
みぬマルシェ実行委員会 1

合　計 14 　※総数の約10％

第３回見沼区市民活動ネットワークまつり　

ー　アンケート集計結果　ー
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2 どちらで市民活動ネットワークまつりを
お知りになりましたか？（複数回答可）

回　答 人　数 比　率 前年
　市報さいたま見沼区版 36 29% 27%
　ポスター 19 15% 10%
　自治会回覧 16 13% 19%
　チラシ 10 8% 7%
　見沼区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 4 3% 3%
　SNS（facebook、twitter） 1 1% 1%
　友人・知人からの紹介 15 12% 17%
　所属団体からの案内 7 6% 5%
　その他 13 11% 7%
　無回答 2 2% 5%

合　計 123 100% 100%

※「その他」の理由　（記載のあったもの）

　・区役所に来て　　…7

　・通りがかった際　…2

　・たまたま来た　　…1

　・会員　　　　 　　 …1

3 今回の市民活動ネットワークまつりはいかが
でしたか？

回　答 人　数 比　率 前年
　とても良かった 37 32% 28%
　良かった 67 59% 54%
　あまり良くなかった 4 4% 4%
　良くなかった 0 0% 0%
　無回答 6 5% 15%

合　計 114 100% 100%
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本日は、ご来場いただきまして、誠にありがとうございます。 

今後の活動の参考とするため、アンケートへのご協力をお願いします。 

記入日：平成３１年３月  日 

１ お聞かせ下さい。 

① ご性別は？   男 性  女 性 

② ご年齢は？   ９歳以下、１０代、２０代、３０代 

４０代、５０代、６０代、７０代、８０代以上 

③ お住まいは？  大砂土東地区、片柳地区、七里地区、春岡地区 

※地区のわからない方は、町名を記入して下さい。（見沼区        ） 

        他区        区 、 市外        市  

④ 所属団体・サークル （                      ） 

２ どちらで市民活動ネットワークまつりをお知りになりましたか？ 

市報さいたま見沼区版３月号 ・ ポスター・ 自治会で回覧していたチラシ ・ 

公共施設に置いてあるチラシ ・ 見沼区ホームページ ・Facebook  ・Twitter ・ 

友人、知人からの紹介 ・ 所属団体からの案内 ・ その他（                ）

３ 今回の市民活動ネットワークまつりはいかがでしたか？ 

とても良かった  ・  良かった  ・  あまり良くなかった  ・  良くなかった 

４ どの団体に興味を持ちましたか？（複数団体回答可） 

団体名  

感 想  

５  見沼区市民活動ネットワークへのご意見・ご感想をご自由にお書きください。 

見沼区市民活動ネットワークまつり アンケート 

ご協力ありがとうございました。 



４ 議事

（１）第 17回見沼区ふれあいフェア実行委員の推薦

◆第 17回見沼区ふれあいフェアについて

○開催趣旨：郷土づくりと郷土意識の醸成及び地域住民の連帯をより一層高めることを

目的に開催する。

○日  時：令和元年１１月９日（土）（予定）９時３０分～１５時３０分

※荒天の場合１０日（日）

○場  所：堀崎公園、見沼区役所

◆実行委員会について

見沼区ふれあいフェアは、円滑な運営を図るため実行委員会を組織しています。

毎年、市民活動ネットワークから２団体、各 1名の推薦をお願いしています。

○内容

・第１回実行委員会：６月２５日（火）午前１０時から

・実行委員会（全 4回）や部会へ参加し、ふれあいフェアの内容・実施方法について検討。 

  ※部会…例年第１回実行委員会にて部会の設置・担当を決定し、第 2 回実行委員会の前に、

ステージ部会、ブース部会、イベント部会の担当に分かれて、内容を協議していま

す。 

・当日（11/９ を予定）実行委員として参加。(開会式・閉会式に参加していただきます) 

近年の実行委員選出状況

平成 26・27年
度

NPO法人 地域人ネットワーク NPO法人 自然観察さいたまフ
レンド

平成 28年度 NPO法人 地域人ネットワーク ボーイスカウト見沼区所在団

平成 29年度 つくしんぼの会 ボーイスカウト見沼区所在団

平成 30年度 見沼区防災アドバイザー会 NPO法人 健康増進推進会議



（２）見沼区みんなの広場への参加依頼

見沼区みんなの広場

〇目的   区の魅力をより一層高めるため、区民の意見を集め、区の施策を充実させる方

向で区職員と区民が協働の可能性も含めて話し合う場として開催する。

〇テーマ  区長マニュフェストに掲げている事業等、区役所が実施する事業に沿った内

容とし、令和元年度は「見沼区ガイドブックの作成」に関するもの。

〇組織   10人程度

      ・公募 若干名

      ・各種団体、見沼区市民活動ネットワークから推薦された者

      ・大学から推薦された者

〇開催   年 3回程度、平日の日中、区役所にて開催

（8月、12月、2月頃の 3回を予定） 

〇報酬   支給はありませんが、交通費程度をお支払いします。 

◆市民活動ネットワークからは、３団体程度、各１名の推薦を依頼します。

≪参考：過去３期の区民会議における選出団体≫

市民活動ネットワーク 第６期 第７期 第８期 

NPO法人さいたまスポーツクラブ ○ ― ― 

NPO法人自然観察さいたまフレンド ○ ― ― 

配食サービス ひまわり ○ ○ ○ 

ＮＰＯ法人 地域人ネットワーク ○ ○ ○ 

雑学大学 ― ○ ― 

ＮＰＯ法人 みぬまで暮らす会 ― ― ○ 

芝浦工業大学 「場助っ人」 ○ ― ― 

膝子こいのぼりの会 ― ― ○ 

見沼ファーム２１ ― ○ ○ 



【参考】

実施/予定 内容 詳細

6月25日（火） 実行委員会（第1回） 規約の決定

役員（会長・副会長・会計・監事）の選出

事業概要の決定

予算書の決定

部会の設置及びメンバー選出　　

会場設営業務の指名業者選定の決定

今後のスケジュール                    　　

8月下旬 イベント部会 スポーツコーナー、子どもコーナーのイベント内容確認等

～

ステージ部会 ステージ応募団体の確認等

9月上旬 ブース部会 ブース応募団体の確認等

9月中旬 実行委員会（第２回） 各部会の報告

PR活動について

10月上旬 ブース出店者説明会 ブース出店者説明会

ステージ出演団体説明会 ステージ出演団体説明会

10月中旬 実行委員会（第３回） 各部門内容の最終確認

荒天時の対応

駐車場・交通案内

実行委員の役割分担

11月9日 開催当日

11月10日 予備日

12月中旬 実行委員会（第４回） 実施状況

反省課題

第17回見沼区ふれあいフェアスケジュール（案）



（３）令和元年度見沼区市民活動ネットワーク交流会及び事業等

◆見沼区市民活動ネットワークの意義

・ネットワークは目的ではなく、手段である。

・まずは個々の団体の活動がベースであり、その活動を助け、プラスを得る機会

がネットワークである。

・団体同士が活動の悩みや知恵、経験や資源などを共有することにより、団体の

活動を活性化させること

・市民への PRの機会になること
・団体の成長に繋がること

◆令和元年度の活動スケジュール案

月 内 容 備 考

６月

（第１回交流会）

平成 30年度活動報告
令和元年度の活動について

事業 PR・補助金について

８月

（第２回交流会）

ふれあいフェア出店内容検討

ネットワークまつり概要検討

１０月

（第３回交流会）

ふれあいフェア出店内容詳細検討

市民活動ネットワークまつり

（希望調査結果・チラシ案）

１１月９日 ふれあいフェア出店

１２月

（第４回交流会）

ふれあいフェア（報告）

ネットワークまつり内容検討

（開催概要・参加希望集計表・ポス

ター、チラシ案・アンケート案）

２月

（第５回交流会）

ネットワークまつり会場（レイアウ

ト等検討）

PRコーナーの抽選

３月１２日（水）～

１４日（金）

ネットワークまつり




