
令和４年度 見沼区市民活動ネットワーク第２回交流会 

日時：令和４年８月１７日（水） 

１０：００～ 

会場：見沼区役所２階 大会議室  

次 第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 事 

（１）第２０回見沼区ふれあいフェア出展内容の検討 

（２）見沼区市民活動ネットワークまつり開催概要の検討 

４ その他 

・出張！見沼区市民活動ネットワークＰＲ展 

・見沼区市民活動ネットワーク事業補助金 

・動画作成勉強会 

・次回交流会の日程 

５ 閉  会 



３ 議事 

（１）第２０回見沼区ふれあいフェア出展内容の検討 

日時：令和４年１１月１２日（土）９時３０分～１５時３０分 

   ※荒天の場合順延 １１月１３日(日) 

場所：堀崎公園、堀崎中央公園、見沼区役所 

市民活動ネットワーク 出展状況 

Ｈ２３年 なし 

Ｈ２４年 〇各団体の３０秒ＣＭ（希望団体のみ） 

        〇市民活動相談コーナー（希望団体のチラシ配布） 

        〇クイズラリー（希望団体のみ） 

Ｈ２５年 なし 

Ｈ２６年 〇ネットワーク団体のキャッチコピーへの投票 

        （投票してくれた方に、粗品進呈） 

Ｈ２７年 〇各団体のＣＭ上映（前回好評だったため） 

Ｈ２８年 〇パンフレット・リーフレットの展示・評価 

Ｈ２９年 〇スタンプラリー 

        〇パンフレット・リーフレットの展示 

        〇ネットワークまつりのチラシの配布・ＰＲ 

   Ｈ３０年  〇ネットワークラリー 

        〇パンフレット・リーフレットの展示 

        〇ネットワークまつりのチラシの配布・ＰＲ 

   Ｒ元年  〇ネットワークラリー 

        〇パンフレット・リーフレットの展示 

        〇ネットワークまつりのチラシの配布・ＰＲ 
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前回開催時の様子 

①見沼区市民活動ネットワークブース出展 

・団体のパンフレットやリーフレット等の掲示 

・ネットワークまつりの告知(チラシ配布) 

・ネットワークラリーの粗品引き換え場所 

(２会場６か所のスタンプを集めると粗品と交換) 

スタンプラリー台紙 配布数 500 部 

粗品        スチールメジャー180 個 

さつまいも(地域人ネットワークより提供) 

          ボールペン(配食サービスひまわりより提供) 

パーフェクト賞   お米（見沼ファーム 21 より提供） 

<スタンプラリー実施概要> 

・各ブースで説明を聞いてもらい、ラリー台紙にスタンプを押してもらう。 

 各団体の 13ブースの中から、２会場６か所以上のスタンプを集めた方に粗品を進呈。 

・粗品 100 円位のもの×200個程度 

・押印の基準～各ブースで決める 

・台紙の枚数は H30 年度と同じく 500 枚用意 

・台紙には[粗品は無くなり次第終了]と記載する。 

・13 ブース全てのスタンプを集めた人にパーフェクト賞を用意。 

②当日の様子 

・市民活動ネットワークブース(区役所駐車場・堀崎公園)
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R 元年 見沼区市民活動ネットワークラリースタンプ集計結果 

各団体スタンプ数 集計結果 

ブース 

番号 

団体名 R 元年 

スタンプ数 

H30 

スタンプ数 

H29 

スタンプ数 

22 自然観察さいたまフレンド 263 179 96 

23 みどり愛護会 267 177 87 

24 ボーイスカウト見沼区所在団 273 169 69 

25 浦和友の会 269 189 104 

26 みぬまで暮らす会 238 176 96 

27 健康増進推進会議 233 173 60 

53 見沼区防災アドバイザー会 238 166 70 

57 地域人ネットワーク 269 163 102 

58 さいたまスポーツクラブ 270 182 112 

59 みぬマルシェ 247 160 ― 

61 埼玉竹とんぼの会 269 190 76 

65 配食サービスひまわり 211 193 55 

66 つくしんぼの会 221 172 113 

 すまいるカフェ ― 184 ― 

 るぴなす文庫 ― 178 ― 

 参加団体合計 3268 2651 1260 

スタンプ押印数別 回収台紙数 

押印数 R 元年 台紙数 H30 年 台紙数 H29 年 台紙数 

～6 41 11 69 

7 16 17 17 

8 21 9 19 

9 24 14 12 

10 0 3 7 

11 3 8 3 

12 3 3 5 

13(Ｒ元年パーフェクト) 189 5 4 

14（H29 パーフェクト） ― 5 19 

15（H30 パーフェクト） ― 119 ― 

回収台紙数合計 297 194 160 

3



見沼区市民活動 

ネットワークラリー 

５８ 

さいたま 

スポーツクラブ 

堀崎公園会場 

区役所駐車場会場 

５９ 

みぬマルシェ 

５３ 

見沼区防災 

アドバイザー会 

５７ 

地域人 

ネットワーク 

６４ 

つくしんぼの会 

６１ 

埼玉 

竹とんぼの会 ６３ 

配食サービス 

ひまわり 

６２ 

見沼区市民活動 
ネットワーク 

粗品引き換え場所 

（※ふれあいフェア 
本部ではありません） 

２３ 

さいたま市みどり 

愛護会見沼区 

連絡支部 

２２ 

自然観察 

さいたまフレンド 

２４ 

ボーイスカウト 

見沼区所在団 

２７ 

健康増進 

推進会議 

２５ 

浦和友の会 
２６ 

みぬまで 

暮らす会 

※スタンプ3つ以上集めてね 

※スタンプ3つ以上集めてね 

＊興味のある団体のブースに行き、団

体の説明を聞いて、スタンプを押し

てもらいます。 

＊どのブースからスタートしても 

ＯＫ！ 

＊各会場で３つ以上、あわせて６つ以

上のスタンプを集めたら、見沼区市

民活動ネットワークのブースで、 

粗品を進呈します。 

（※粗品はなくなり次第終了です。） 
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会場
ブース
番号

22

23

24

25

26

27

53

57

58

59

61

65

66

※62

堀
崎
公
園
会
場

NPO法人地域人ネットワーク

ＮＰＯ法人さいたまスポーツクラブ

さいたま市みどり愛護会見沼区連絡会 大気の浄化と動植物の保護を図るための森林の保全活動

区
役
所
駐
車
場
会
場

浦和友の会

ＮＰＯ法人みぬまで暮らす会

ＮＰＯ法人健康増進推進会議

ボーイスカウト見沼区所在団

高齢期を最後まで自宅で安心して暮らせる社会を作る

衣食住・家計・子育て環境など、家事を通して学び合う

野外活動や社会奉仕などを通した青少年の教育

健康増進に資するイベントや講座の企画・立案・実施

　　※　粗品引き換え場所

市民活動団体の緩やかなつながりをはかる

地域防災・減災の活動・地域防災コミュニティ作りへの貢献

仕事の知識と経験を地域社会へ還元する

地域住民のスポーツ及び文化活動への生涯参加を図る

見沼区産の農産物及び加工品のPR　農産物直売会の開催

心や体の健康づくりに役立つ竹とんぼづくりの体験教室

高齢者の食事作りやデイサービスのお手伝い

埼玉竹とんぼの会

つくしんぼの会

見沼区市民活動ネットワーク

配食サービスひまわり

見沼区防災アドバイザー会

高齢者への手作り弁当の調理・配達・研修会・学習会の開催

みぬマルシェ（地産地消市）実行委員会

見沼区市民活動ネットワーク

団体名

ＮＰＯ法人自然観察さいたまフレンド

第17回見沼区ふれあいフェア参加団体

活動内容

自然保護につながる自然観察　緑地保全の実施

区役所駐車場会場堀崎公園会場
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(２)見沼区市民活動ネットワークまつり開催概要の検討 

第７回見沼区市民活動ネットワークまつり 開催概要(案) 

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 

  令和５年３月１６日（木） ８時３０分～１７時１５分 

       ３月１７日（金）  ８時３０分～１７時１５分 

       ３月１８日（土） ９時３０分～１２時３０分 

   ※パネル展示は３月１６日(木)８時３０分から１８日(土)１２時３０分まで常設する。 

３ 開催場所 

  見沼区役所 １階 多目的室・ロビー及び駐車場（土曜日のみ） 

  ※パネル展示はロビーで。多目的室は、体験コーナー、実演等に使用する。 

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・実施する。 

・平日：活動内容パネル展示、体験コーナー 

  ・土曜日：活動内容パネル展示、活動発表、ロビーコンサート、相談コーナー、 

体験コーナー、物品販売 
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感染防止策チェックシートに基づく対策一覧

項目 市民活動ネットワークまつりでの対応

①飛沫の抑制
(マスク着用や大声
を出さないこと)

の徹底

【大声なし】
・掲出物による周知
・ マスク未着用者への個別注意と、マスクの配布
・ ホームページ、事前配布チラシ、ポスター、
  当日パンフレットなどで、マスク着用の周知
・ 観客席とステージは２ｍ以上の間隔を空ける。

③換気の徹底

・正面玄関ドアの常時開放
・多目的室、指導講座室の扉の常時開放
・排煙窓の開放

②手洗、手指・
施設消毒の徹底

【大声なしの場合】
飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク(不織布マスクを
推奨)の正しい着用や大声(※)を出さないことを周知・徹底し、そうした行為をす
る者がいた場合には、個別に注意、退場処分等の措置を講じる。
(※) 大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声
を発すること」とする。

・こまめな手洗やアルコール消毒による手指消毒の徹底を促す(会場出入口等への
 アルコール等の手指消毒液の設置や場内アナウンス等の実施。)。
・主催者側による施設内(出入口、トイレ、共用部等)の定期的かつこまめな消毒
 の実施。

開催に向けた検討事項

 ※イベント開催には、下記の項目(イベント開催時の必要な感染予防策)を満たすことが必要です

・会場出入り口に手指消毒液の設置
・掲出物による周知
・スタッフによる定期的な消毒の実施

県からの要請

・機械換気による常時換気又は窓開け換気。

④来場者間
の密集回避

・入退場時の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設時間差入退場等)の実
施。
・休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や導線確保等の体制構
築。
・大声を伴わない場合には、密にならない程度の間隔、大声を伴う可能性が
 あるイベントは、十分な人と人との間隔の確保。

・スタッフによる密集回避の声掛け
・ブースでは、待機者の間隔を確保
・ステージ観覧席では前後左右の座席を空けて設置

-
 
7 
-
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項目 市民活動ネットワークまつりでの対応

・原則、施設内での飲食禁止
 控室を含み水分補給のみ可、掲出物による周知

・飲食時の感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた
 十分な対策 ）の徹底。
・飲食中以外のマスク着用の推奨。

 能な限り、飲食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛 。
 自治体等の要請に従った飲食 ・酒類提供の可否判断（提供する場合には飲
 酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。）。

・交流会にて健康管理について周知
・団体には２週間前からの健康チェックを依頼
 （提出はなし。団体で保管）
・ブースにおいては、アクリル板またはビニール
 シートの設置
・体験型ブースにおいては、出展者はフェイスシ
 ールドの着用

・有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控えるなど
 日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。
・練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッフ等の関
 係者間での感染リスクに対処する。
・出演者やスタッフ等と観客がイベント前後 ・休憩時間等に接触しないよう
 確実な措置を講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く。）。

・チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者の把握。
・入場時の検温、有症状(発熱又は風邪等の症状)等を理由に入場できなかった
 際の払い戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止。
・時差入退場の実施等イベント前後の感染防止の注意喚起。

・埼玉県LINEコロナお知らせシステム、接触確認
 アプリCOCOAの二次元コードの設置
・会場入り口での検温の実施
・混雑時に時差入退場の呼びかけを実施

⑦参加者の
把握・管理

⑤飲食の制限

⑥出演者等
の感染対策

県からの要請

-
 
8 
-
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