
in さいたま 

第 ４ 回 

日時 平成26年11月16日（日）    

     13:30－18:00

場所 武蔵浦和コミュニティセンター

    多目的ホール（サウスピア9階）

主催 大学コンソーシアムさいたま（加盟大学： 

    埼玉大学、埼玉県立大学、浦和大学、 

    共栄大学、慶應義塾大学、芝浦工業大学、 

    聖学院大学、日本大学、人間総合科学大学、 

    放送大学、目白大学、国際学院埼玉短期大学）、 

         さいたま市 

市民一人ひとりがしあわせを実感でき、
市民や企業から選ばれる都市にするために



＜はじめに＞ 

さいたま市内及び近隣１２大学の間で、各大学が持つ多彩な魅力や豊富なシーズを

相互に活用して共に高めるとともに、連携して活力ある地域社会の形成と発展に寄与

することを目的として、平成２３年１０月に、「大学コンソーシアムさいたま」が設

立されました。 

さいたま市と「大学コンソーシアムさいたま」では、加盟大学の学生が、さいたま

市の政策・事業について企画検討・提案することにより、地域社会への愛着と関心を

深め、ひいてはさいたま市の発展に寄与することを目的に、「学生政策提案フォーラ

ム in さいたま」を開催しています。
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時間

13:30 ○開会

13:40 ○政策提案の発表

13:40 1 福島ゼミナールAチーム（日本大学） 

13:52 2 健康栄養＆幼児保育学科 コラボチーム（国際学院埼玉短期大学）

14:04 3 放送大学 埼玉学習センター 佐々木みつるグループ（放送大学）

14:16 4 長阪ゼミ １年（浦和大学）

14:28

14:40

14:50 5 GOOD LUCK!! （人間総合科学大学） 

15:02 6 Let's OT!（OT:Occupational Therapy 作業療法） (埼玉県立大学)

15:14 7 齋藤ゼミ（埼玉大学）

15:26 8 内田ゼミ（共栄大学）

15:38

15:50

16:00 9 福島ゼミナール Bチーム（日本大学）

16:12 10 SD研究会 防災・復興グループ（芝浦工業大学）

16:24 11 長阪ゼミ ３年（浦和大学）

16:36

16:45 ○審査委員による全体を通した講評

17:10 ○審査結果の発表

17:20 ○表彰及び主催者挨拶

17:35 ○閉会

～18:00 ○記念撮影

　※　発表順は、各グループの代表者氏名の五十音順です。

　※　当日の都合により変更する場合がありますので、ご了承願います。

休憩（10分）

3グループへの寸評

タイムスケジュール

内容

4グループへの寸評

休憩（10分）

4グループへの寸評
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グループ紹介 

大学名 日本大学 

グループ名 福島ゼミナール Aチーム 

発表テーマ 振り込め詐欺対策 

指導教員 福島 康仁 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○大坪 栞 

(おおつぼ しおり) 
法学部 3年   

小柴 慶允 

(こしば よしみつ) 
法学部 3年

高麗 雄一朗 

(こま ゆういちろう) 
法学部 3年

鈴木 英里沙 

(すずき えりさ) 
法学部 3年

西島 奈津実 

(にしじま なつみ) 
法学部 3年

平本 和也 

(ひらもと かずや) 
法学部 3年

松橋 千尋 

(まつはし ちひろ) 
法学部 3年

山下 新示 

(やました しんじ) 
法学部 3年

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

1. 問題提起とテーマ設定の理由

 市民がもつ市のイメージは買い物など生活に便利なまちが 1 位だが、今後発展していく

方向性として望んでいるのは高齢者が暮らしやすいまちが 1 位だった。また、さいたま市

の高齢化率(資料①)をみると高齢化が進行しており、今後も進行すると考えられる。した

がって高齢者にとって暮らしやすいまちになることにより、市民が望んでいることを充足

し選ばれる都市となる(資料②)。暮らしやすいまちとは安心なまちであり、安心なまちと

は犯罪に遭わないまちという解釈をした。犯罪といっても様々なものがあるが、60 歳以

上の高齢者の被害がもっとも顕著になっているのが振り込め詐欺だった(資料③)ことか

ら、振り込め詐欺に着目した。実際にさいたま市は振り込め詐欺対策を行っているが、さ

いたま市の振り込め詐欺被害件数は減少せず増加を続けているのが現状である。そこで私

たちは高齢者が振り込め詐欺に遭わないための新たな対策を考えるに至った(資料④)。

2. 政策概要

 現在さいたま市をはじめ、多くの自治体で合言葉の設定が推奨されている。しかし、推

奨されているにも関わらず、さいたま市の振り込め詐欺被害件数は減少していない。また、

犯人がリサーチを徹底していた場合、簡単な合言葉を設定していると、見破られてしまう

可能性がある。そこで私たちは新たな対策案を提言する。

詳しい流れとしては

1)あいうえお作文を改良したものを合言葉として設定

2)詐欺手口情報の共有における一連のプロセス

①警察が詐欺の手口を分析

②市役所が高齢者の家族へメールを送信

③市役所からのメールにより家族が詐欺の手口を確認

④ 家族が高齢者に詐欺の手口を教え、高齢者自らがカードに書き込む

更に「市報さいたま」や回覧板・掲示板にも掲載する。

具体的な政策内容に関しては政策提案発表で発表する。乞うご期待！！！

3. 効果・展望

さいたま市が既に行っている合言葉の設定をより強化することにより、家族と合言葉を

決めることで家族との会話が増え、振り込め詐欺に対して意識を高めていくことができ

る。したがって振り込め詐欺被害件数が減少していくことになり、高齢者が暮らしやすい

まちになる。

以上のことから「市民一人ひとりがしあわせを実感でき、市民や企業から選ばれる都

市」になる
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グループ紹介 

大学名  国際学院埼玉短期大学 

グループ名  健康栄養＆幼児保育学科 コラボチーム 

発表テーマ 
 『さいたま市ヘルスプラン 21 目標達成に向けて』 

～“ヌゥ”ってメタボじゃない！？ このままで大丈夫！？ ～ 

指導教員  中平浩介 ・ 塩原明世 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○小林 敦子 

（こばやし あつこ） 
健康栄養学科 1年

渡辺 沙梧 

（わたなべ さぎり） 
健康栄養学科 2年

青崎 晴花 

（あおさき はるか） 
健康栄養学科 1年

富澤 奈々 

（とみざわ なな） 
健康栄養学科 1年

梅田 絢可 

（うめだ あやか） 
幼児保育学科 1年

永井 裕佳 

（ながい ゆか） 
幼児保育学科 1年

村山 友美 

（むらやま ともみ） 
健康栄養学科 2年

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

１． はじめに

「市民一人ひとりがしあわせを実感でき、市民や企業から選ばれる都市」にするため政策・提

案をするにあたり、さいたま市総合振興計画後期基本計画で掲げる 7 つの分野別のうち、国際学

院埼玉短期大学の健康栄養学科及び幼児保育学科に所属する私達が日頃学んでいることに関連す

る“健康・福祉”の分野について、さいたま市の現状について学び提案することとした。 

２． テーマについて  『さいたま市ヘルスプラン 21 目標達成に向けて』 

特定健康診査・がん検診の受診促進、規則正しい食生活・運動習慣の形成などへの取り組みにつ

いての提案を色々考えた。様々なアイディアを出し合いながら、さいたま市の取り組みについての

現状を調べていると、私達が思いついたアイディアの全てが既に保健所等で実施している事業であ

ったり、『さいたま市ヘルスプラン 21（第 2 次）』というものの中で具体的に計画されていることで

あることを知った。しかし、折角のこうした事業ついて、はたして市民がどれたけ認知しているか

疑問に思った。 

そこで、新たな政策提案を考えるというよりも、既に多くある良い政策や未達成の目標について、

いかに市民に知ってもらい、実行してもらうモチベーションにつなげるかという広報的な戦略を、

私達学生ならではの発想で考えてみることにした。 

～“ヌゥ”ってメタボじゃない！？ このままで大丈夫！？ ～ 

さいたま市のマスコット“ヌゥ”がメタボであると設定し、紙芝居や漫画（アニメ）形式のスト

ーリー仕立てで健康情報を発信するという情報伝達・ＰＲ手段を提案する。その結果、子どもから

大人まで身近に気軽に、さいたま市の健康情報が伝わり、市民の健康意識向上、健康づくりへの行

動が広がることを目指す。 

３． 期待される効果

 食事や運動といった健康に関する情報というものは、人々の関心も高く、多くの人が

規則正しくありたい・改善したいという理想は持っているものの、なかなか積極的に情

報を入手し、実行することができていないテーマである。

 今回、さいたま市の人気マスコット“ヌゥ”が“メタボ”であるという突飛な設定が、

ゆるキャラ人気の話題性や、身近に笑いが起きるような内容に工夫し、既にある多くの

さいたま市の有益な健康情報などが、子どもから大人まで伝達されることを期待する。

なお、さいたま市には漫画会館もあり、漫画で情報を伝えることを様々な場面で活用す

るのも面白いのではないか。

さいたま市報や自治会回覧板、地元テレビ・ラジオ・新聞・フリーペーパー、市内の

幼稚園・保育園を通じた情報発信方法の手段の一つとして、今回例にあげた“メタボ ヌ

ゥ”のようなストーリーをぜひ活用して頂きたい。
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グループ紹介

大学名 放送大学

グループ名 放送大学 埼玉学習センター  佐々木みつるグループ

発表テーマ  児童に対して、安心･安全のまちが よりよくなるために。 

指導教員 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○佐々木 みつる 

（ささきみつる） 

教養学部 4年生 

社会と産業 

永見 洋介 

(ながみようすけ) 

大学院  2 年生 

自然環境科学 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

発表テーマ                       2014-10-24 -2
 児童に対して、安心・安全のまちがより良くなるために。

はじめに 

 将来を担う児童に対し夢を持ち続けて貰うために市は、あらゆる手を差しのべているが、

中でも重要な課題は、安心・安全である。 

 児童に対し学校を核として登下校の見守りは、交通安全協会･地域ボランティア･保護者な

どで行われている、しかし下校後の問題には社会全体が苦慮しているのだろう。 

神戸の６歳児童の事件は、親の充分な注意を受けていたにも拘らず痛ましい事件だった。

子供達の安心・安全の強化と、地域市民が眼差しを以て育む児童生徒の発達も考えたい。 

提案 １ 子供達には遊びを通して交流をもつためにも公園は最適と考える。（手直し行有り）

児童が多い地域で、遊び場の整備と見守りや指導員を増員して配置のために、「あそび指

導員養成講座」を提案します。                資料 ①公園 

-1 保護者と指導員の連携で、遊びの日時を決めて計画し送迎を行う提案。

 遊び場の設置 ： 公園を使用する。 

-2 実施例として生徒の一番多い大砂土小学校地区の公園に指導員派遣を提案。 

資料 ②学校人数

提案 ２ 市立小学校での学童保育・クラブ活動は、送迎を提案。 

 市内の土曜日チャレンジャースクール推進事業がボランティアで行われている。 

学童保育は平日１９時、土曜日午前８時～１７時で保護者が迎えに来る場合もある。

指導員と送迎を担当するボランティアには、謝礼を予算化して支給する提案。 

提案 ３ 市は保護者と協議した上で、塾に防犯体制の協力要請し安全を計る為、送迎を提案。

 ある塾の運営は、小学校４年生で週２日、公立中学校進学希望に対し金・土曜日１８～１

９時であり夜間型は目の届かない危険性がある。         資料 ③塾   

提案 ４ 中学生が、人と接する際の必要な基本的な姿勢・態度・感情の制御抑制の仕方を学

ぶための政策は行われているだろうが、公民館などを利用して数日間の宿泊で通学する

合宿通学を提案。 

 実施案概略 ３０人程度を小グループに分ける、食事班、掃除、風呂沸かしの生活作業を

分担して行う体験をし、共同生活から中学生がボランテァ精神を養い児童の安全協力を担え

るよう指導をする。

支援は大学生、社会教育主事、地域の市民で組織して運営。

                           資料 ④寝坊さん合宿通学 

終わりに  

 社会という大海原に出て行くその道程には、危険が伴うであろう児童生徒に対して地域市

民が温かい眼差しを持ち育み、「さいたま市から担い手を守り育てる」ことを期待したい。

                           資料 ⑤眼差しと育み
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資料①公園

資料②小学校人数

平成２５年度施政概要版による １０３校 

    三橋小学校 １０５８    春岡小学校 １０７６ 

    大成小学校 １０４９   大宮西小学校 １０２０ 

    宮原小学校 １００３    宮原小学校 １０４７ 

   大砂小土学校 １２４１    大谷小学校 １０１０ 

  大砂土東小学校 １１２４                 [ 人 ] 
1000 人以上は９校、児童の多い小学校地区の遊び場へ指導員派遣をする提案。 
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資料③塾 市内の主な塾数        (調査 平成 26-10-22) 

        北区 26   中央区 19   南区 37
       大宮区 35    桜区  8   緑区 21
       見沼区 24   浦和区 38  岩槻区 12  合計 220

防犯体制   一部分で実施

Y 塾 ： メールで入出状況、総合保険加入

T 塾 ：    〃    、

S 塾 ：    〃    、防犯ブザ提供 

資料④寝坊さん合宿通学  小学高学年から中学生、公民館を利用して行う。

資料⑤ 眼差しと育み
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グループ紹介 

大学名  浦和大学 

グループ名  長阪ゼミ 1 年 

発表テーマ 健康カフェを起点とした笑顔あふれる町づくり 

指導教員 長阪裕子 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○ 髙
たか

橋
はし

 寿騎
かずき

総合福祉学部・１年 君 山
きみやま

 直樹
なおき

総合福祉学部・１年 

川 上
かわかみ

 由
ゆ

貴
き

総合福祉学部・１年 古賀
こが

 凌 二
りょうじ

総合福祉学部・１年 

秋葉
あきば

 貴
たか

裕
ひろ

総合福祉学部・１年 小 林
こばやし

 璃
り

歩
ほ

総合福祉学部・１年 

磯部
いそべ

 光 明
みつあき

総合福祉学部・１年 島田
しまだ

 祐伍
ゆうご

総合福祉学部・１年 

遠 藤
えんどう

 弘
ひろ

康
やす

総合福祉学部・１年 関 川
せきがわ

 翔
しょう

平
へい

総合福祉学部・１年 

大 谷
おおたに

 祐樹
ゆうき

総合福祉学部・１年 

金子
かねこ

 大地
だいち

総合福祉学部・１年 

木 下
きのした

 直也
なおや

総合福祉学部・１年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

【はじめに】 

1990 年から 2014 年までにさいたま市の人口は 20 万人以上増えている．さらに 30 年後の

推計では，圧倒的に 65 歳以上の層が増えると見込まれている．このことからも健康長寿の街

づくり対策は必須である．

高齢者が元気でいるためには，生きがいをもつことが大事だと考える．内閣府の「高齢者

の地域社会への参加に関する意識調査」（平成 21 年）によると，高齢者が生きがいを感じる

のは「趣味やスポーツに熱中している時」，「孫や家族と団らんしている時」，「友人や知人と

食事や雑談をしている時」がであった．つまり，趣味や娯楽などができ，気軽に立ち寄りコ

ミュニケーションが取れる場が求められていると考えた．我々が調査したところ，現在，さ

いたま市には 60 歳以上の方々が趣味や娯楽などを楽しめる憩いの場が約 50 カ所であった．

そこで，さいたま市の高齢者層の増加に対し，さらに充実した「高齢者の生きがいの場」

つまり「居場所づくり」が求められることを予想し，我々は交流の起点として「健康カフェ」

を利用した政策を提案する．

【提案内容】 

 今回の提案の最大の目的は，気軽に日常的に立ち寄れて，人との関係を築ける「居場所づ

くり」である．そこで，各地域に既存の公民館などを利用することを考えた．公民館に「健

康カフェ」を設置することで，お茶を片手に地域の人が交流し，日常的な相談や健康づくり

に関する正しい情報提供が得られるようにする．また，いつでも誰でも一人でも参加しやす

く，多世代が集えるように季節に合わせた定期的イベント（交流のきっかけの場）も企画す

る．なお，健康カフェの運営は，さいたま市内にある大学や専門学校の協力の下，専門分野

を学んでいる学生達や元気な高齢者が担う．

【期待される効果】 

自分がいつでも立ち寄れる「健康カフェ」ができることにより，コミュニティが生まれ安

心感につながるだろう．人生経験豊富な高齢者が多世代交流において相談役になることや，

健康カフェの運営に関わることで「役割」が作られ，社会参加意識が向上し，生きがいにも

つながる．また，学生達が自らの専門分野に関して働くことは実学教育にもなる．大学と地

域が密着することで町全体が活性化する．

「健康カフェ」が地域コミュニティの場となることで，カフェからつながるネットワー

クが期待される．元気な高齢者が増え，さいたま市民に笑顔があふれるだろう．

15



６５歳以上の老
年人口層の増加
が圧倒的に増え
ることが予想！

孤独化などの問題
の可能性大

居場所づくり

↓

『健康カフェ』

市民が気軽にコミュニケーション
をとれて人との関係を築ける場

さいたま市の公民館等の配置図

各公民館は駅から近い
地域住民でも認知度がある程度はあり、気軽に
コミュニケーションをとれる場所となる！

人材人材

イベントイベント

情報提供情報提供相談相談

緑化緑化
健康
Cafe
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人材

大学生や専門学校生：専門分野を学習

農業系 →集団菜園
健康・運動系 →健康情報提供・指導
心理系 →カウンセリング
調理・製菓系 →軽食・ドリンク提供

実学教育

コミュニケーション・日常生活
のサポート（健康情報提供）
相談
人間関係（家族・友人・会社）
進路相談
育児

情報提供
介護系
健康（運動指導、食事・栄養バランス）
観光

交流のきっかけの場（イベント）

春夏秋冬
文学・音楽祭（趣味披露）
スポーツ観戦会 笑顔あふれるみんなの町

さいたま市
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グループ紹介 

大学名 人間総合科学大学 

グループ名 GOOD LUCK!! 

発表テーマ さいたま市まるごと家族計画 

指導教員 桑田 有 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○近野 絢香 

(ちかの あやか) 

健康栄養学科 

4 年 

田中 悠 

(たなか ゆう) 

健康栄養学科 

3 年 

菊池 広大 

(きくち こうだい) 

健康栄養学科 

4 年 

橋本 優奈 

(はしもと ゆうな) 

健康栄養学科 

3 年 

染谷 祐介 

(そめや ゆうすけ) 

健康栄養学科 

4 年 

杉原 節子 

(すぎはら せつこ) 

健康栄養学科 

4 年 

堀越 隆之介 

(ほりこし りゅうのすけ) 

健康栄養学科 

4 年 

山川 エリカ 

(やまかわ えりか) 

健康栄養学科 

4 年 

砂生 祐規子 

(さそう ゆきこ) 

健康栄養学科 

3 年 

坂本 拓哉 

(さかもと たくや) 

健康栄養学科 

3 年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

はじめに

 さいたま市の今回のテーマである「住みたい都市」「選ばれる都市」にするためにはど

のようにしたらいいのかを考えたときに、少子高齢化問題に着目した。子育てをしやすい

環境の仕組みをつくることで「この街に住んで子育てをしたい」と思ってもらうことでさ

いたま市が「住みたい都市」「選ばれる都市」になるのではないかと考えた。

背景

 子育て世代が悩んでいる問題を解決するためにはどのような政策が必要か。

現状として、さいたま市で行われた「さいたま市幼児教育のあり方に関するアンケート調

査報告書」(平成 24 年 3 月)では、子育て支援センターを利用者の相談相手として配偶者

や自分の親が多く、近所に相談できる相手がいないのが現状となっている。このことから、

地域での交流関係が希薄ということが考えられる。また、相談内容として子育てに対する

不安や子どもとの接し方についてわからないという問題がある。

 また、さいたま市の一部の郵便局では市民のニーズに合わせた認可保育所を行う予定で

ある。郵便局は、駅前の好立地が多いことから通勤途中に預けやすいというニーズが高い

と考えられる。現代の子育て世代が育てやすい環境を整える必要があると考えた。

提案内容

 地域全体で身近で包括的に子育てできる環境をつくるために、子育て支援ボランティア

を創設することで幅広い世代交流が生まれ、不安を抱え込まずに子育てが可能となる。具

体的なボランティアの構成としては、学生ボランティア団体(さいたま市内の大学が連

携)・一般ボランティア(幅広い年代構成)である。役割としては、毎月の企画に対する補助

や、子どもの見守り、参加者との積極的交流を行ってもらう。事業内容としては 2 通り考

え、どちらも親子そろって参加することで子供との接し方について学ぶことができると考

えられる。

期待される効果

 地域で子育てする環境があることによって、世代間交流が生まれ子育て世代の不安な気

持ちに対する相談相手ができることで子育てがより楽しくできるのではないだろうか。ま

た、地域内のネットワーク構築をすることで、困ったときの助け合う気持ちが働き地域全

体で子どもを育てようという気持ちが生まれるのではないかと考えられる。
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グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学

グループ名 Let's OT! (OT:Occupational Therapy 作業療法)

発表テーマ コミュニティ強化のための「心の視覚化政策」 

指導教員 押野 修司 (おしの しゅうじ)

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○仲田 海人 

(なかた かいと)

保健医療福祉学部 

作業療法学科 3年

坂本 大悟 

(さかもと だいご)

保健医療福祉学部 

作業療法学科 3年

佐々木琴乃 

(ささき ことの)

保健医療福祉学部 

作業療法学科 3年

與那嶺 佑紀 

(よなみね ゆうき)

保健医療福祉学部 

作業療法学科 3年

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

1.提案動機 

 地方から埼玉に移ってきた学生と都市部に住んでいる学生も共通して地域との繋がりが希

薄であると感じ、同時に繋がるきっかけも欲している。他の世代も感じているのではないか。

2.さいたま市の現状と課題

地域活動の参加意向の高さと低い参加状況 

さいたま市の H２２～H２５年度の調査によれば、地域活動（まちづくり活動、学校活動、

ボランティア団体による活動、趣味や娯楽活動）においての参加意向に対して参加状況は低い

傾向にある。例えば、趣味や娯楽活動において参加意向は 49.1％と半数近いが、実際の参加

率は 15.8％である。市は後期振興計画、交流コミュニティ分野においてふれあいある地域活

動と活性化のための『学校体育施設開放事業』を行っており、市内 160 校のうち 152 校が開放

しているが、実際の参加率は低い現状がある。参加したい気持ちと参加する行動が結びつかな

い事が課題であると考える。 

3.政策提案内容 

「心の視覚化政策」 

本提案は【あなたと繋がるロゴマーク】を個人と企業(団体)の 2 種類に分けて作成し、物

として持つことで、交流を持とうとする時に、会話を始めるきっかけを提供する政策である。

共通 ●市内の区の色を基調の色として使用する 

●バッチ、キーホルダーの作成する 

●年に数回、区毎にイベントを開催し企業や団体と個人が繋がる場を設ける 

(企業の条件に適応してもよい) 

●LINE スタンプによる存在の宣伝。 

●不動産契約時、市の手続き時の現品支給 

個人 ●ロゴマークを使用したいという人であれば使用できる 

   ●周知活動(駅、電車広告、バス、公民館、新聞、学校、Web、ショッピングモール) 

企業 ●さいたま市における地域貢献の一定の条件を課す 

●条件を満たす企業はロゴマークの使用の権利を与えられる 

4.期待される効果 

私が地域に住んでいるのだ 地域を構成しているという実感と愛着の獲得 

① 繋がりの強化 

会話の発生による、人間関係の形成が地域活動への参加を促進させる。 

②社会的な役割意識の獲得・再獲得 

交流のきっかけを提供することで、社会的役割の獲得に結びつく。 

③市の宣伝効果 

 市の行っている事業や支援に対してイベントをきっかけに宣伝、周知する。 

④企業の取り組みの宣伝と競争効果 

 業の宣伝と同時に、同じイベントに多数の企業が参加することにより生じる競争意識を、 

さいたま市における地域貢献活動の促進に活用する。
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話しかけやすい！

関わりたいけど…

※イメージ

を作成！

市が

市民に周知する方法
駅、電車広告、バス、公民館、新聞、学校、
Web、ショッピングモール、LINEスタンプ

あなたと繋がるロゴマーク

キーホルダー、
バッチとして配布

持ちたい！
繋がりが生まれる
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イベント

一般の目があるから
競争する

個人同士の繋がりが
生まれる

他の取り組みの
宣伝

ロゴマークの存在や
事業を知る機会となる
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グループ紹介 

大学名 埼玉大学 

グループ名 齋藤ゼミ 

発表テーマ 市民参加型アプリによる放置自転車対策 

指導教員 斎藤友之 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○贄田 理沙 

（にえだ りさ） 
経済学部・３年 

東村 朔也 

（ひがしむら さくや） 
経済学部・２年 

佐藤 慎 

（さとう しん） 
経済学部・３年 

田谷 優貴 

（たや ゆうき） 
経済学部・２年 

鶴木 遼太 

（つるき りょうた） 
経済学部・３年   

田中 美咲 

（たなか みさ） 
経済学部・２年   

杉本 佳穂 

（すぎもと かほ） 
経済学部・２年   

榎本 亮 

（えのもと りょう） 
経済学部・２年   

原 伊吹 

（はら いぶき） 
経済学部・２年   

布施 雄基 

（ふせ ゆうき） 
経済学部・２年   

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

テーマ：市民参加型アプリによる放置自転車対策

埼玉大学 経済学部 社会環境設計学科

代表：贄田理沙

指導教員：齋藤友之

＜政策目的＞

 私たちは、さいたま市が抱える問題のうち放置自転車問題について取り組むこととしま

した。平成 24 年度における、放置自転車対策にかかった費用は、約 2 億 8,900 万円であ

り、これは決して少ない額ではありません。市の放置自転車台数は減少傾向にありますが、

放置自転車の抑止力である監視・撤去活動の持続は免れず（抑止力がなくなれば、放置自

転車は増加すると考えられるため）、毎年これだけの費用がかかってしまっているのが現

状です。放置自転車問題の根本的解決には、市の監視・撤去活動だけでなく、市民一人ひ

とりの放置自転車防止への理解が必要だと考えられます。しかしながら、それは自然に実

現されるものではありません。そこで私たちは、放置自転車の減少、ひいては市民の放置

自転車への意識の改善につながるような政策を提言したいと思います。

＜政策内容＞

 私たちは、スマートフォンなどで利用できるアプリを使った放置自転車対策を提案しま

す。放置自転車対策の流れは 2 段階に分けられます。第 1 段階の目的は自転車利用者の

意識・行動の改善であり、それを達成するため、自転車利用者がルールを守ることがメリ

ットであると感じられる環境づくりをします。まず市民にこのアプリを無料でダウンロー

ドしてもらいます。なお、ここで市民には個人情報を登録していただきます。アプリの機

能として、駐輪場（位置、空き状況、価格など）や自転車等放置禁止区域の情報を地図情

報と併せて掲載し、また駐輪場の適正利用者へのポイント等の付与を行うことで駐輪場の

利用促進を図ります。第 2 段階の目的は人件費削減です。これは第 1 段階を講じた上で、

放置自転車問題が改善されなかった場合の対応として位置付けています。市民が市内で放

置自転車を発見したら、該当自転車の防犯登録番号と位置情報を、このアプリを通して、

自転車等放置禁止区域内であれば市に、区域外であれば警察署に報告をしてもらいます。

報告された放置自転車は、持ち主への通告などをし、業者に撤去してもらいます。この仕

組みによって、市民の能動的活動を可能にすることで、現状維持のために費やし続けなけ

ればならない人件費を徐々に減らすことができます。また、これは放置自転車の多い時間

帯・場所の情報収集及びデータ化による有益情報の提供と対策の効率化、監視員の業務効

率化、職員の事務処理の簡素化にもつながると考えられます。

このアプリを広めることにより、市民の放置自転車に対する意識が徐々に高まって改善

されると共に、監視員が行っていた放置自転車の監視を、市民が相互に担うことになるた

め、従来かかっていた監視・撤去費用のうち試算上 1 億 4,500 万円を削減できることにな

ります。
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市民参加型アプリ
～新たな放置自転車対策～
埼玉大学齋藤ゼミ

（概要版）

アプリ概要（１）二つの柱
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アプリ概要（２）機能

貯めたポイントは、
商店街での買い物や
駐輪場使用料の割引等に使える!

①駐輪場案内とポイント制度による駐輪場利用促進

②防犯登録番号読み取りとGPSによる放置自転車発見通知機能

駐輪場の位置や空き状況、価格等をアプリ
地図に掲載

駐輪場の適正利用者にポイント付与

利用者の意識改革（駐輪場の利用促進）

放置自転車の発生抑止に！
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グループ紹介 

大学名 共栄大学 

グループ名 内田ゼミ 

発表テーマ 
低糖質でメタボ中年からスイーツ紳士へ 

～ 健康都市 さいたま ～

指導教員 内田 学 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

廣瀬瑞生（ひろせみずき） 
国際経営学部 

2 年 

山内智博（やまうちちひろ）
国際経営学部 

2 年 

水谷賢史（みずたにけんじ）
国際経営学部 

2 年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

今回私たち内田ゼミが提案するのは、「低糖質でメタボ中年からスイーツ紳士へ

～ 健康都市 さいたま～」です。

今日、日本全体でメタボリックシンドロームを患う中高年の人たちが増えてい

ます。これはさいたま市だけの問題ではなく日本全体の問題です。その問題を改

善するためにはどうすべきでしょうか。

今回、私たちが注目したのは「男性のスイーツ需要」と「低糖質食品」です。

最近は甘いものを好む男性を「スイーツ男子」と呼びますが、甘いものを好むの

は若者だけではなく、中高年の男性も同じです。しかし、中高年が甘いものを摂

取しすぎることで、メタボリックシンドロームなどを促進していることも否定し

きれません。そのような中、今注目されているのが「低糖質」の食品です。

今回我々が考えた政策は、「男性のスイーツ需要」と「低糖質食品」の二つを組

み合わせ、男性のメタボリックシンドロームを低糖質スイーツで改善し、WHO
の定めている健康都市連合への加入を目指そう！というものです。この政策を実

現することで、さいたま市は「市民の健康に意識の高い都市」として認知されて

いくでしょう。

■メタボリックシンドローム：

肥満に関連しておきる症候群であり、現在中年だけでなく若者にも広まっていて、

日本全体の問題になっています。

■スイーツ男子：

甘い食べ物を好む若い男性。最近では、コンビニなどでも男性客をターゲットに

したオリジナルスイーツを販売しています（例、『ファミリーマート俺のスイー

ツ』）。スイーツ男子へ向けた通販サイトなどもあります。

■健康都市連合：

それぞれの居住者の健康を守り、生活の質の向上のために取り組む複数の都市の

ネットワークです。国際的な協同を通して相互にその目的の達成を目指していま

す。
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さいたま市のSWOT分析

Ｓ(強み)

O(機会) Ｔ(脅威)

・名物が少ない。

・周りの県が観光地が多い。・ さいたま市スイーツフェアが開催
している。

・自然が多い。

・イベントが多数あるので他県か
ら人が集まりやすい。

・スポーツへの関心が高い。

• スイーツの消費量が1位

さいたま市の30～50代の男性を中心に
低糖質なスイーツで肥満を改善し

健康都市連合への加入を目指す政策

概要
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スイーツ紳士

「スイーツ男子」とはスイーツ好きの10～20代のこと
を指しています。

私たちは、この度、30～50代でスイーツを好む男性
のことを

「スイーツ紳士」と名付けました。

健康都市連合

• 人も都市も健康になることを目標にする
国際的な活動をしている。

• 海外で10か国１５２都市が加盟しており
現在、日本では２８都市が加盟しています。
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グループ紹介 

大学名 日本大学 

グループ名 福島ゼミナール Bチーム 

発表テーマ 結婚支援計画 

指導教員 福島康仁 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○府川 寛樹 

（ふかわ ひろき） 
法学部 ３年   

小澤 里美 

（おざわ さとみ） 
法学部 ３年   

梶 雅人 

（かじ まさと） 
法学部 ３年   

加藤 里菜 

（かとう りな） 
法学部 ３年   

関根 大将 

（せきね ひろまさ） 
法学部 ３年   

二宮 麻莉 

（にのみや まり） 
法学部 ３年   

堀江 華織 

（ほりえ かおり） 
法学部 ３年   

八重田 優 

（やえだ ゆう） 
法学部 ３年   

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

【問題提起】

 さいたま市では、「次代を担う人材をはぐくむ都市さいたま」の創造、「高齢者が元

気に活躍する都市さいたま」の創造を重点戦略に挙げて、子育て支援から高齢者支援

まで切れ目のない取り組みを行っている。しかし、組み込まれていない政策がある。

それは「結婚支援」である。さらに、全国的に見ても婚姻数は減少傾向にあるが、結

婚への意識が低下しているわけではなく、約 9 割の人は結婚願望があると回答してい

る。そこで、さいたま市で結婚支援を行うことで、市内外問わず結婚希望者の需要を

満たし、かつ、市の掲げた切れ目のない取り組みをより効果的なものとすることを目

指す。

【政策提案】

 私たちの結婚支援の内容は、以下の 3 点である。

① 婚活を支援する。現在さいたま市で行われている婚活には多くの人が来ているが、

市民若しくは市内に勤務している人に限られている。そこで、市外の人も対象とし、

出会いのきっかけづくりを図る。

② 結婚式のサポートをする。結婚願望があるが、経済的事由により結婚式を挙げられ

ない人がいる。そこで、さいたま市の特徴を活かした結婚式を各アクターが支援を

行う。

③ 結婚後のアフターケアを行う。結婚後に引っ越ししてきた人や、市内の暮らしに不

安がある人がでてくる可能性がある。そこで、情報共有の場やコミュニティスペー

スの提供を行う。

【効果】

以上のような政策を行うことで、さいたま市の切れ目のない取り組みに組み込まれ

ていなかった「結婚支援」を行うことにより、切れ目のない取り組みをさらに充実さ

せることができる。

したがって、結婚世代をはじめ、どの世代も支援を受けることができ、より住みや

すいまちとなる。その結果、選ばれる都市さいたまとなる。
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グループ紹介 

大学名 芝浦工業大学 

グループ名 SD 研究会 防災・復興グループ 

発表テーマ 帰宅困難者対策～S3作戦～ 

指導教員 中村 仁 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○眞船 聖吾 

(まふね しょうご) 

システム理工学部 

3年 

鈴木 正好 

(すずき まさよし) 

システム理工学部 

3年 

細渕 勝 

(ほそぶち まさる) 

システム理工学部 

3年 

飯島 卓也 

(いいじま たくや) 

システム理工学部 

4年 

小野川 裕太 

(おのがわ ゆうた) 

システム理工学部 

4年 

加藤 紘規 

(かとう ひろき) 

システム理工学部 

4年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

1,はじめに

今回提案をする際に,さいたま市が求めているものの中に「しあわせを実感できる」,「選ば

れる都市」という要素が含まれている中でどのような提案をすれば,この 2 つの要素を満た

すことが可能なのだろうかと考えながらさいたま市の現状を調査した結果,現在さいたま市

が行っている「帰宅困難者対策」に新たな提案をすれば 2 つの項目を満たせるのではないの

かと結論づけた。

2,帰宅困難者対策に関する現状と課題

現状

・文部科学省地震調査研究推進本部の調べによると 30 年以内に首都直下地震(M7 ｸﾗｽ)が発

生する確率は 70％程度であること。

・さいたま市が想定している帰宅困難者は 12 万人を超えること

・現在帰宅困難者向けの備蓄がおよそ 2 万人分用意されている

・大量の情報が様々な媒体を通して発信される

課題

 ・正確な情報の提供手段,提供場所の確立

 ・やむなき理由で帰宅を余儀なくされる人に対する安全の確保

 ・2 次災害を発生させない

3,提案内容「さいたま市 S3作戦」

S3作戦とは「さいたま(SAITAMA) せーふてぃー(SAFETY) さーびす(SERVICE)」の略称

で,我々の提案事項によりさいたま市が少しでも安心できる場所になるようにといった願い

が込められている。この作戦の意図としては現在さいたま市が行っている帰宅困難者対策

の改善並びに地域の防災力向上を目的とし,以下に要点のみ記述する。

・情報の収集・発信機能の向上

・帰宅を余儀なくされた市民に対する支援

・子どもに対する支援

・市民も考える防災

4,展望

この提案により市民は安心感を得ることは確かでありそれが市民にとっての「しあわせ」を

感じる 1 つの要素となり得るであろう。また,企業側にとっても有事の際に執るべき行動が

判明していれば無益な混乱を避ける事が見込まれる。加えて,「子ども」を通じ日常から防災

意識を持つようになり,市全体で防災意識の向上に繋がるであろう。これらをさいたま市内に

いる人全員に認知してもらえば,最終的に市民と企業から選ばれることにつながるのであろ

うと考える。
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グループ紹介 

大学名  浦和大学 

グループ名  長阪ゼミ 3 年 

発表テーマ 歩いて発電！～床発電システムを利用した健康支援～ 

指導教員 長阪裕子 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○ 森 園
もりぞの

 智
さとし

総合福祉学部・３年 鶴見
つるみ

 梨奈
り な

総合福祉学部・３年 

山田
やまだ

 摩
ま

弥
や

総合福祉学部・３年 奈良
な ら

 彩
さや

花
か

総合福祉学部・３年 

金子
かねこ

 和 弘
かずひろ

総合福祉学部・３年 橋 本
はしもと

 円
まど

花
か

総合福祉学部・３年 

金子
かねこ

 恒
こう

輝
き

総合福祉学部・３年 三宅
みやけ

 赳
たけ

央
ひろ

総合福祉学部・３年 

倉 繁
くらしげ

 大地
だいち

総合福祉学部・３年 武藤
むとう

 一 博
かずひろ

総合福祉学部・３年 

鈴木
すずき

 淳 也
じゅんや

総合福祉学部・３年 

瀧 本
たきもと

 恭
きょう

平
へい

総合福祉学部・３年 

丹治
たんじ

 美咲
みさき

総合福祉学部・３年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

【背景】 

近年、さいたま市内において 70 歳以上の高齢者の歩数が減っているというデータがある。

さいたま市の人口の総数は約 126 万人在住しており、70 歳以上の高齢者はそのうち約 20 万

人いる。当然この中には元気に動ける高齢者もいれば、寝たきりや入院し続けている状態で

動けない高齢者もいる。しかし何もせずに時間がたてば健康な高齢者もふとした原因で寝た

きりになり動けない状態になってしまうかもしれない。それを防ぐためにはまだ健康に生活

できている 70 歳以上の高齢者や、5～60 歳代の方たちが歳をとっても健康なままでいられる

ように介護予防をすることが必要になっている。そして、一番手早く行える運動のひとつは

ウォーキング、つまり歩くことである。

【政策内容】

高齢者にウォーキングまたは運動をしてもらいながら床発電をするために、まず床発電の

設置場所は市で費用を負担してくれそうな場所で尚且つどこの地域にもあり、地域の人々や

高齢者が手軽に利用できる小中学校のグラウンドや体育館に設置する。

床発電を踏まえた活動内容としては、少年野球やサッカーのクラブチームのように定期的

に行える活動を、高齢者を対象に行う。高齢者を対象としたクラブチームを作る。

引きこもりの方や、そういった活動に参加したくない方への対策方法としては、近所の方

が交流を踏まえて誘うほかに、活動のつど割引券や商品券を配ることや、スタンプカードな

どでポイントをためて景品をもらえるシステムを導入する。

【今後の展望】

今回の政策を考えることで高齢者が健康になり、床発電を利用することで運動しながら発

電することができる。更に、床発電で発生した電気をためておく事により台風や地震などの

緊急災害時にためておいた電気を利用することも可能になる。この政策を継続することで、

高齢者と地域との交流ができ社会参加や生きがい作りにもつながる。これらの活動を小中学

校でおこなうことで学区内の見回り活動につながり、そのことが高齢者の生きがい作りの一

環や、小中学生を狙った犯罪の減少などにも繋がる。床発電の装置を設置した体育館は、高

齢者の健康運動をおこなう場合以外でも小中学生が体育館を利用することで、常に床発電を

おこなうことができるので市の費用への負担が減る。
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開催要領及び募集要領（要約） 

１ 趣旨 

「大学コンソーシアムさいたま」とさいたま市は、地域の課題解決や活性化を目的に連

携し、相互の知的資源を活かしたまちづくりに取り組んでいます。 

本フォーラムは、「大学コンソーシアムさいたま」加盟大学の学生が、さいたま市の政策・

事業について企画検討・提案することにより、地域社会への愛着と関心を深め、ひいては

さいたま市の発展に寄与することを目的に開催するものです。 

２ 主催 

大学コンソーシアムさいたま（加盟大学：埼玉大学、埼玉県立大学、浦和大学、

共栄大学、慶應義塾大学、芝浦工業大学、聖学院大学、日本大学、人間総合科学大学、

放送大学、目白大学、国際学院埼玉短期大学）、さいたま市

３ 提案テーマ等 

「大学コンソーシアムさいたま」加盟大学の学生が、さいたま市を「市民一人ひとりが

しあわせを実感でき、市民や企業から選ばれる都市にするために」をテーマに、政策や事

業を学生の視点で検討し、さいたま市へ提案します。

提案内容は、市が計画の策定や事業を実施する際の参考にさせていただきます。

４ 開催日時 

平成２６年１１月１６日（日）１３時３０分から１８時まで 

５ 開催場所 

 武蔵浦和コミュニティセンター 多目的ホール（サウスピア９Ｆ）

６ 参加対象 

「大学コンソーシアムさいたま」加盟大学の大学生・大学院生（グループ（ゼミなど）

又は個人）

７ 審査及び表彰 

フォーラム当日にプレゼンテーションしていただき、その内容を有識者及び本市職員が

審査し（別表１）、優秀な提案を表彰します。（最優秀賞１グループ、優秀賞３グループ）

８ 運営会議の開催 

  フォーラム運営に係る具体的な事務等を行うため、各大学の担当者（教職員又は学生）

及び市職員により第４回学生政策提案フォーラム in さいたま運営会議（別表２）を開催し

ます。

【フォーラム開催までの流れ】 

平成２６年 ５ 月１３日 第４回学生政策提案フォーラム in さいたま運営会議の開催  

  平成２６年 ６ 月３０日 参加申込み締切（１１グループから応募） 

  平成２６年 ７ 月１８日 代表者連絡会の開催 

  平成２６年１０月２４日 政策提案の締切（１１グループから提出） 
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別表１ 「第４回学生政策提案フォーラム in さいたま」審査委員一覧

大学名等 役職等 氏名 備考 

1 政策研究大学院大学 副学長 横道 清孝 審査委員長 

2 山形大学 大学院理工学研究科教授 野長瀬 裕二   

3 Ｅ－スタヂオ 取締役社長 中邨 登美枝   

4 
三菱 UFJ リサーチ&コンサ

ルティング 
主任研究員 西尾 真治 

5 さいたま市 政策局長 榎本 肇   

別表２ 「第４回学生政策提案フォーラム in さいたま」運営会議委員一覧 

大学名等 役職等 氏名 

1 埼玉大学 総務課課長代理 岡田 勉 

2 埼玉県立大学 地域産学連携担当課長 東 顕彰 

3 浦和大学 総務課長補佐 熊谷 康尚 

4 共栄大学 副学長 岡田 道程 

5 芝浦工業大学 学事課長 神田 純一郎 

6 聖学院大学 
地域連携・ボランティア 

支援課長 
神吉 乃三巳 

7 日本大学 法学部庶務課長 石崎 和文 

8 人間総合科学大学 
人間科学部健康栄養学科 

准教授 
梅國 智子 

9 放送大学 客員教授 安藤 陽 

10 目白大学 事務局次長 中山 雅弘 

11 国際学院埼玉短期大学 学生部長 中平 浩介 

12 さいたま市 
政策局 政策企画部 

企画調整課長補佐 
大竹 芳明 
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「大学コンソーシアムさいたま」とさいたま市との連携について 

１ 大学コンソーシアムとさいたま市との包括協定の締結 

（１）概要 

平成２３年１０月２６日、さいたま市内及び近隣の１２大学により、「大学コンソー

シアムさいたま」が設立されました。 

   また、同日開催された市と大学との座談会で、市と「大学コンソーシアムさいたま」

が、幅広い分野において密接な協力と連携を図り、双方の発展や地域社会の発展に寄与

することを目的として、包括協定を締結しました。 

（２）大学コンソーシアムさいたまの概要 

①目的 

大学相互の自主性を尊重しつつ、大学が有する知的資源を活用した活動を行うととも

に、大学相互の連携及び交流と活力ある地域社会の形成及び発展に寄与することを目的

とします。 

②連携内容 

教育及び研究分野における連携に関すること、会員と地域社会の民産学官との連携及

び交流の促進に関することなどを行います。 

③加盟大学 

埼玉大学、埼玉県立大学、浦和大学、共栄大学、慶應義塾大学薬学部、 

芝浦工業大学、聖学院大学、日本大学法学部、人間総合科学大学、 

放送大学埼玉学習センター、目白大学、国際学院埼玉短期大学 

２ 「大学コンソーシアムさいたま」と市との包括協定に基づく連携内容 

  福祉・教育・経済等の幅広い分野において、互いが有する人材、施設、情報等の活用に

ついて連携しています。 

【平成 25年度の主な連携事業】

  ・市長と学長等による「市と大学との座談会」の開催 

  ・大学教授等がもつノウハウを活かした共同研究 

  ・学生の地域社会活動への参加 

区民まつりへの参加、食育事業への支援  等 
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歴代受賞グループ一覧

第１回 平成２３年１１月２０日（シーノ大宮センタープラザ １０階多目的ホール）

賞 グループ名 大学名 発表テーマ

最優秀賞 内田ゼミ 共栄大学
ツール・ド・さいたま

～日本最大級のサイクルイベントへの開催～

優秀賞

花盛り

（はなざかり）
聖学院大学 さいたま市空き地・休耕地活用事業

埼玉県立大学

作業療法グループ
埼玉県立大学

義務教育におけるノーマライゼーションをめ

ざして

外山ゼミナールチーム

～100 年の絆～
日本大学

さいたま市これからの 100 年

～官学協働計画～

第２回 平成２４年１１月１８日（シーノ大宮センタープラザ １０階多目的ホール）

賞 グループ名 大学名 発表テーマ

最優秀賞 内田ゼミ 共栄大学 さいたま発の盆栽ブランドの開発

優秀賞

ＳＰＵ☆ＯＴ９ 埼玉県立大学
さいたま１０の区地域の輪

～地域交流活性化を目指したシステム構築～

外山ゼミナールＡ 日本大学 『鉄道のまち ルネッサンス計画』

外山ゼミナールＢ 日本大学 さいたま１１
イ イ

区を創ろう！しあわせタウン

第３回 平成２５年１１月２４日（武蔵浦和コミュニティセンター ９階多目的ホール）

賞 グループ名 大学名 発表テーマ

最優秀賞 福島ゼミナールＡ 日本大学 ＩＣＴによる交通政策 

優秀賞

内田ゼミ 共栄大学 人形の町さいたまの復活 

社会福祉学科３年 埼玉県立大学 
都市交縁（こうえん）計画～公園から始まる

地域のつながり～ 

川俣ふぉーらむ 埼玉県立大学 
市民に愛される街～市民参加型の新しいフォ

ーラムの形～ 
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この「第４回学生政策提案フォーラム in さいたま開催プログラム」は 250部作成し、1部あたりの印刷経費は 、

135 円（概算）です。 


