
【日時】平成25年11月24日（日）

13:30～18:00

【場所】武蔵浦和コミュニティセンター

（サウスピア9階多目的ホール）

【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

第３回

inさいたま

学生政策提案フォーラム

開催プログラム

さいたま市を

「選ばれる都市」に

するためには!!?



＜はじめに＞ 

平成２３年度、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、「大学コンソーシアムさいたま」が設立され

ました。 

そして、さいたま市と「大学コンソーシアムさいたま」の連携事業として、大学コ

ンソーシアムさいたま加盟大学の学生が、さいたま市の政策を研究し、発表すること

により、市への愛着と関心を深めるともに市政の発展に寄与することを目的とし、平

成２３年度から本フォーラムを開催しています。 
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時間

13:30 ○開会

13:40 ○政策提案の発表

13:40 1 内田ゼミ（共栄大学）

13:52 2 SD研究会　交通グループ（芝浦工業大学）

14:04 3 Ｌａ　Ｌｕｃｅ～ラ・ルーチェ～（国際学院埼玉短期大学）

14:16 4 福島ゼミナールA（日本大学）

14:28 4グループへの寸評・質疑

14:40 休憩（10分）

14:50 5 社会福祉学科3年（埼玉県立大学）

15:02 6 GOOD　LUCK!!（人間総合科学大学）

15:14 7 佐々木　みつる（放送大学）

15:26 8 久保田ZEMI（埼玉県立大学）

15:38 4グループへの寸評・質疑

15:50 休憩（10分）

16:00 9 川俣ふぉーらむ（埼玉県立大学）

16:12 10 平ゼミ（聖学院大学）

16:24 11 福島ゼミナール　Bチーム（日本大学）

16:36 12 SPU☆OTS（埼玉県立大学）

16:48 4グループへの寸評・質疑

17:00 ○審査員による全体を通した寸評等

17:15 ○審査委員長による審査結果の発表と寸評

17:25 ○市長による表彰及び挨拶

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。

タイムスケジュール

内容
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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 人形の町さいたまの復活 

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 

○青木 孝明 

（あおき たかあき） 

国際経営学部・３

年 

伊藤 宙貴 

（いとう みちたか） 

国際経営学部・３

年 

川井 照哉 

（かわい てるや） 

国際経営学部・３

年 

建部 晋也 

（たてべ しんや） 

国際経営学部・３

年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

1. 【提案の概要：人形の町さいたまの復活】

さいたま市の人形をもう一度、再生させるために新規顧客の開拓を考えた。ターゲ

ットは日本文化に馴染みのある日系人である。実際にフィールドワークに行き、そこ

で得た情報を基にマーケティングの分析ツールを用いて考察していく。

2. 【テーマの選択の背景】

 「さいたま市」の SWOT 分析を行うと、「強み」に「人形の生産量、生産額が日本

１位」がある。さらに「機会」には「日本文化の海外での人気の高さ」がある。これ

らのこと踏まえたうえで、我々は、さいたまの人形を積極的に海外で PR できると考

え人形を基盤とした政策提案を行う。

3. 【目的】

 日本人形を海外で広める場合、日本人形の特徴や素晴らしさを外国人に伝えることは非

常に困難である。そのため、ターゲットを、海外で日本文化に少しでも馴染みのある日

系人とした。まず、興味を持ってもらうため、彼らに向けたイベントを行う。実際に

人形を作るなどの本物の文化に触れてもらい、良さを知ってもらう。そのうえで、「人

形の町さいたま市」にも来てもらい街を活性化させる事が我々の最終目的となる。

4. 【おわりに】

 少子化や節句離れの中、現在、人形業界の売り上げは右肩下がりである。貴重な日

本文化の衰退に歯止めを掛けるため、「日系人」という新規市場を開拓し、重要な文

化を絶やさず後世に残していきたい。
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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 交通グループ 

発表テーマ 人が魅力を与える街へ 

指導教員 松下 潤 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○表 恭平 

（おもてきょうへい） 

システム理工学

部 ３年 

加藤 紘規 

（かとうひろき） 

システム理工学

部 ３年 

西村 翔太 

（にしむらしょうた） 

システム理工学

部 ３年 

小野川 裕太 

（おのがわゆうた） 

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 ３年 

吉原 秀幸 

（よしはらひでゆき） 

システム理工学

部 ４年 

前原 知実 

（まえはらともみ） 

システム理工学

部 ４年 

橋本 敬史 

（はしもとたかふみ） 

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 

私達 SD 研究会交通グループは、大宮の「交通の便に優れ、東北地方の玄関口」という特徴

に着目し、文化を発信する街というテーマを掲げ大宮を選ばれる街にしたいと考えました。

しかし、大宮は基盤整備の遅れや商業施設の一極集中化などの問題を抱えている。それらの

問題を乗り越え、大宮を選ばれる街にするため、様々な都市の調査を行った。結果、歩きや

すい街の代表例として有名な横浜市に着目し比較・分析を行うことにしました。分析から、

横浜では鉄道・路線バスが豊富であり、加えてワンコインバスが通っており、交通に不便は

感じられない。そして大宮にはない特徴として、みなとみらいとの連携や、広い道路幅やボ

ンエルフによる快適な歩行空間の実現が行われている。また、横浜のみなとみらい２１地区

には、コンベンション機能を備えた国際交流拠点が設けられており、様々な機能の有能的な

結合に向けた土地利用が行われている。これらのことから、横浜市には豊富な公共交通と優

れた回遊性、集客力が備わっていることが分かった。大宮を選ばれる街にするためには、横

浜と同等以上の回遊性を持たせる必要があることが分かりました。

大宮の現状分析の結果、氷川緑道西通り線が将来的に整備されることがわかった。この結

果を元に文化を発信する街というテーマの基、３本の柱を作り街の回遊性と魅力を向上させ

る。

①地域の人々の生きがいや活動機会の向上

②盆栽などの地域ポテンシャルの活用

③海外や姉妹都市である南会津などとの国内外との文化交流

上記の柱を踏まえた上で３つの提案を考えました。

1、大宮駅東口大門町２丁目に市街地再開発事業を含む地域住民の交流の場を設置し、

COCOON と新たな商業施設を結ぶ歩道連結拠点として設置する。そうすることで回遊性を生

みだすだけでなく、大宮駅周辺になかった住民の憩いの場が誕生し、地域の活性化につなが

る。老朽化した市民会館おおみやの跡地に図書館や、高齢者生涯学習施設などを備えた複合

施設を建設する。他にも老朽化した建物を取り壊し、新たに商業という機能だけでなく公共・

公益施設という機能を含めた複合施設を造り、連鎖型都市開発を行う。

２、これから行われるのであろう氷川緑道西通り線の道路幅の拡幅に合わせて、歩道を強

化し歩きやすさを向上させる。新たな区役所付近道路を強化、ボンエルフの整備、そして大

宮駅に密集するバス停をさいたま新都心駅に１/3 ほど分配し歩道を拡張し、盆栽並木で彩る

など中央通り付近に新たな回遊性を創る。また氷川緑道や旧中山道などの縦の動線だけでな

く、横方向の道路を整備し、さらなる回遊性を得る。

 ３、大宮は地方から東京に中継するだけでなく、多方面に文化や情報、人を発信するポテ

ンシャルを秘めている都市と言える。このことから、海外や大宮とつながりを持つ姉妹都市

を対象に積極的に文化交流を行い、物産展や展示会等の形で大宮から文化を発信していく。

 私たちは、大宮の特徴を活かしつつ回遊性や魅力を向上させ、大宮がより素晴らしい街に

なるような提案を致します。
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スイーツのまち
さいたまプロジェクト
～スイーツを使ったまちづくりを考える～

国際学院埼玉短期大学

健康栄養学科調理師専攻

代表者：岸田美津子

新たなる地域ブランドの構築

「住みたい都市」
「選ばれる都市」

①スイーツの日

②子育て応援
カフェ

③農業特区

◆なぜスイーツなのか？

ケーキ消費量、購入金額が常に上位

食に関する活動が盛ん

◆さいたま市の強み

都心に近いながらも豊かな自然がある事

価値あるものへ繋げる

（例：さいたまるしぇ、おもてなしカフェ）

（例：見沼田んぼ）

◆目的

「スイーツのまち・さいたま」を知ってもら

い、親しんでもらう。

◆内容

〈１〉コンテストの実施（年２回）

〈２〉イベントの開催（年１回）

〈３〉スイーツ体験授業、特別給食の実施

〈４〉割引や限定スイーツの販売

提案①

スイーツの日を月に一回設定する

・スイーツのアイディアコンテスト

・さいたま市主催で、年２回実施

・幼児の部、小学生の部、中学生の部、

スイーツの日にパティシエを招く権利を

プレゼント

・一般の部（高校生、大学生、専門学校生を含む）

子育て応援カフェにおいて商品化、販売へ

•「スイーツのまち・さいたま」を全国へアピール

•会場：さいたまスーパーアリーナ

•内容：コンテストの実施

ホテル・和洋菓子店・企業ブースの設置

イートインスペースの設置

スイーツに関する講演、実演、体験 など

全身でスイーツを楽しめるイベント
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•子供たちにさいたまスイーツに親しんでもらう

•さいたま市産の材料を使ったスイーツを給食に出す

•コンテストに入賞した園や学校で体験授業や特別給

食を行う

•アレルギー対応食も用意

多くの子ども達が楽しめる一日

・市内の協力店舗において様々なサービスを行う

スイーツのまち・さいたまプロジェクトに参加して頂ける市内

のホテル、和洋菓子店、企業、学校を募集する

賛同団体を立ち上げる

登録した中からパティシエの派遣、イベントの協賛、講演

などをお願いする

これらの運営費を抑えるために…

◆目的

親子連れがゆっくりスイーツを楽しめる場所をつくる

◆内容

コンテストの入賞作品や地産池消スイーツ、アレルギー

対応スイーツなどを安価で楽しめるカフェ。

最初はスイーツの日のみの開店にし、お客様からの評判

などをある程度得られたら常設も検討

提案②

子育て応援カフェの設置
「住みたい都市」にするために
子育て中の世代をメインターゲットにする！

• 子供又は親を対象にしたスイーツ体験教室を行う
子どもを預け少し離れることで、お母さんたちに

ゆっくりスイーツを楽しんでもらい育児のストレス

をリフレッシュしてもらう

• スイーツを楽しみながら聞けるセミナーを開催
（医師、栄養士、保育の専門家などを招く）

講師は賛同団体を通じて依頼する

そのために

・スイーツの材料となる作物を作り、地産池消に協力しても

らえる農家を登録制にして、その契約農家に対して優遇措

置を行う

・耕作放棄地を借り上げ、農業を行う会社を立ち上げる

・農業を学ぼうとする学生に奨学金制度を設ける

（卒業後にさいたま市で農家をすれば返済を一部免除）

提案③

農業特区をつくる

仕事や雇用、新たな農業の担い手が
生まれる

農業特区の作
物でスイーツ
を作る

積極的

地産地消

さいたま市

スイーツは

安心安全

さいたま市ブランドの農作物としての知名度アップ

高付加価値が付く

農業の安定

農家をやりたい人
の増加に がる

さいたま市産
農作物がいい
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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 

発表テーマ ICT による交通政策 

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 

○木下 智絵 

（きのした ちえ） 
法学部・3年   

大坂 みずき 

（おおさか みずき） 
法学部・3年   

下野 愛海 

（しもの まなみ） 
法学部・3年   

杉川 舞 

（すぎかわ まい） 
法学部・3年   

滑川 雄太 

（なめかわ ゆうた） 
法学部・3年   

本間 美穂 

（ほんま みほ） 
法学部・3年   

水澤 久樹 

（みずさわ ひさき） 
法学部・3年   

宮島 弘樹 

（みやじま ひろき） 
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

 埼玉県は交通事故による死傷者数が常にワースト 10 位以内に入っており、中でも

さいたま市は県内で最も交通事故が発生している。そこで、さいたま市は交通安全政

策を数多く取り入れて実施し、事故件数は減少した。しかし、近年では交通事故件数

の減少が停滞している。なぜ停滞しているのか、資料を見直した結果、現在取り組ん

でいる政策が、市民にとって受動的な形で行うものが多く、市民が能動的に動く政策

があまり見られなかった。そこで今回私たちは、「市民が自ら参加することで完成す

る政策」を考えるに至った。この政策を継続して取り組んでいくことで、自分たちが

被害者や加害者になる可能性があることを改めて認識させ、より交通安全に対する意

識を高め、交通事故の発生件数を減少させていくことを目指す。

② 政策内容

 交通事故、危険な箇所(狭い道、暗い道、飛び出し注意など)を市民の視点から見て、

電子地図に入力していくことで手軽にかつ、スピーディに情報の更新ができるように

なる。

詳しい流れとしては、

1)行政が民間に委託して入力用の地図サイトとアプリを作成。

・管理、運営、広報は行政が行う。

2)市民が地図に投稿を行う。

・場所→地図で選択した箇所が表示される。

・時間→早朝、朝、昼、夕方、夜、深夜にわける。

・誰 →巻き込まれた年代と性別をそれぞれ選択する。

・状態→交通事故に巻き込まれた状態。(自動車対自動車、自転車対徒歩) 
・状況→どのような事故が起きたのか、またどのように危険であるかを自由記入する。

以上のような項目を用意して、場所、時間、誰、状態については選択制で入力をして

もらう。それをすぐに反映して、誰でも気軽に閲覧することが出来る。

③ 効果・展望

 交通事故に対する意識の向上が見込まれる。自ら、どこが危険なのかを考えること

で意識を高めていくことができる。従って、事故件数も必然的に減少していくことに

なり、現在の停滞している状況からの脱却が臨まれる。さいたま市全体の事故件数が

減少することで、ひいては埼玉県の交通事故による死傷者数減少も見込まれる。

 以上の効果により、さいたま市は今後交通事故の無い安心安全なまちとして、市内

外から選ばれるまちになる。
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資料１

資料３
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資料２

資料４
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グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 社会福祉学科 3年 

発表テーマ 都市交
こう

縁
えん

計画～公園から始まる地域のつながり～ 

指導教員 新井 利民 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○工藤 大地 

（くどう だいち） 

保健医療福祉学部 

社会福祉学科 3年 

大木 優美 

（おおき ゆみ） 

保健医療福祉学部 

社会福祉学科 3年 

金子 嘉幸 

（かねこ よしゆき） 

保健医療福祉学部 

社会福祉学科 3年 

木村 友美 

（きむら ともみ） 

保健医療福祉学部 

社会福祉学科 3年 

倉澤 美緒 

（くらさわ みお） 

保健医療福祉学部 

社会福祉学科 3年 

関谷 香菜 

（せきや かな） 

保健医療福祉学部 

社会福祉学科 3年 

高橋 もなみ 

（たかはし もなみ） 

保健医療福祉学部 

社会福祉学科 3年 

舘岡 舞 

（たておか まい） 

保健医療福祉学部 

社会福祉学科 3年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

都市交
こう

縁
えん

計画 ～公園から始まる地域のつながり～

1、はじめに

 私たちは、さいたま市が「住みよい街」として住民に住み続けていただくという形で選

ばれることを目的とし、公園を活性化させることを提案する。公園の持つ土地や人の集ま

りやすさを生かし、活動の場や交流の場としての機能をより高めることにより、住民同士

のつながりを強化する。そして公園が「住民の縁が交わる場所（交縁）」になることを目

指す。

2、背景

 現在、日本では孤独死や近所付き合いがないといった「無縁社会」が問題となっている。

さいたま市でも親しく近所付き合いをしている人の割合は 4 分の 1 程度であり（さいた

ま市の地域福祉に関する意識調査より）住民同士の交流を促進させる必要性がある。

 公園は住民の身近に存在し、さいたま市内で最も利用されている公共施設であるため、

地域のつながりを強化するために公園を使用する。さいたま市は住宅やオフィス、商業施

設が多く都市公園が不足している現状があるが、都市公園を市民 1 人当たり 10 ㎡確保す

ることを目指す『さいたま市緑の基本計画』が存在するため、その計画と並行する形で今

回の提案を行う。

3、提案内容

公園が住民の交流の拠点となるための施策として、さいたま市内に 47 か所ある地区社

会福祉協議会の圏域ごとに 1 か所を目安に、中規模な公園（8000 ㎡程度）を対象として

以下の 3 点を行っていく。

・市民の憩いの場、情報の場として公園敷地内に新たに小屋を建てる。

・住民同士の交流を促進するためイベントを開く。

・公園の環境維持、イベントの企画・運営を行う「交縁コーディネーター」を任命する。

4、期待される効果

公園での交流をきっかけに日常生活でも親しい近所付き合いが生まれることで、高齢者

の孤立を防ぎ、子どもの遊び相手が増え、単身者も身近に助け合える人ができるなど、さ

いたま市が住みよい街となる。それにより転入者の増加や転出者の減少が期待される。

そのうえ、公園が拠点となり住民の活動が活発になることで公園に集まる人が増え、街

に人の目が多くなることによる「防犯」の効果、イベントで植物を植えることによる「緑

化」や「景観の向上」といった幅広い効果も考えられる。
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＜資料＞

＜将来図＞

＜資料＞

＜イメージ図＞

さいたま市の公共

施設の中で公園の

利用率が最も高い
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分類：街区公園

住所：北区本郷町

面積：8202 ㎡

遊具

樹木

グラウンド
防災倉庫 

イベント 

・フリーマーケット ・防災訓練 ・お花見  

・スポーツ大会  ・地域のサークルや学校の発表 

地域住民が自らイベントを提案し、開催していく 

花壇 

・花を植えるイベント 

・住民が水やり 

・地域に合った花（菜の花）

建物 

プレハブ小屋 

・掲示板 

（市の情報、 

地区の活動紹介、

企業ＰＲ） 

・机、椅子 

（憩いの場） 

・貸出 

（遊具や傘） 

・AED、消火器  

設置 
交縁コーディネーター／サポーター 

担い手：地区社協の会員、住民有志 

    小中学校、学生のボランティア 

・イベントの運営企画 ・貸出の管理 

・利用状況の調整   ・お茶出し

＜モデルケース＞

本郷第一公園 

2
1



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「ご当地体操」の作成

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 

○小島 彩 

（こじま あや） 

健康栄養学科 

4 年 

木村 咲 

（きむら さき） 

健康栄養学科 

4 年 

篠崎 哲平 

（しのざき てっぺい） 

健康栄養学科 

4 年 

野村 洋介 

（のむら ようすけ） 

健康栄養学科 

4 年 

宮里 奏恵 

（みやざと かなえ） 

健康栄養学科 

4 年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

【はじめに】

厚生労働省は 2013 年、ライフステージに応じた健康づくりのための身体活動（生活活動・

運動）を推進することで健康日本 21（第二次）の推進に資するよう、「健康づくりのための運

動基準 2006」を改定し、「健康づくりのための身体活動基準 2013」を策定した。これは、身

体活動（＝生活活動＋運動）全体に着目することが重要だからである。この改訂によって、

こどもにおいては幼児期運動指針により「毎日 60分以上、楽しく体を動かすことが望ましい」

とされた。 

近年、こどもの外遊びが減少し、全ての運動の基礎となる「走・跳・投」の筋力の低下も

問題となっている。このため、楽しく体を動かすためのきっかけが必要であると考えた。 

【提言内容】

「健康都市さいたまを目指して」

 幼児期の身体活動は、ライフスタイルの基礎や丈夫な身体の形成、また、大人になってか

らの運動習慣や親子間の絆の形成に繋がるなど、多面的な機能を有する。幼児期から屋内外

で楽しく体を動かすために、親子でどこでも気軽に実施できる、さいたま市のご当地体操を

作成することを提言とする。

現在、全国の多くの自治体で、地域の名所や名産品などを盛り込んだ「ご当地体操」を作

成している。埼玉県内では、羽生市の「ムジナもん体操」や春日部市の「春日部そらまめ体

操」などが挙げられる。さいたま市内には、浦和区に「うなこちゃん音頭」があるが、より

多くの市民に親しみをもってもらうために、さいたま市の体操を作成する。

体操の内容は、「幼稚園や保育園、家庭でも楽しく身体を動かすことができるもの」「親子

や兄弟、友人と 2 人ペアで行うことができるもの」とする。

【計画の展望】

 本計画が実行されることになれば、楽しく体を動かす子どもが増加し、地域住民の健康効

能の維持、健康長寿を創出することに繋がる。また、親子や友人と一緒に行うことにより親

子間のスキンシップや友人などとの社会的なコミュニケーションの架け橋になる。さらに、

体操を行うことによって、適度な空腹感や疲労感が生まれ、運動、食事、睡眠の望ましいラ

イフスタイルが確立できると考えられる。

望ましいライフスタイルが確立している子どもを増加させることで、長期的、継続して日本

一健康な「健康都市さいたま」を発信したい。
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親子で楽しむご当地体操
～健康都市さいたまの実現～

人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科 ４年

木村咲 小島彩 篠﨑哲平

野村洋介 宮里奏恵

指導教員 桑田有 教授

梅國智子 先生

○幼児期運動指針は、運動習慣の基盤づくりを通して、幼児期に必要な
多様な動きの獲得や体力・運動能力の基礎を培うとともに、様々な活動
への意欲や社会性、創造性などを育むことを目指すものです。
○この指針における幼児とは3 歳から6 歳の小学校就学前の子どもを指
します。
○幼児にとっての運動は、楽しく体を動かす遊びを中心に行うことが大切
です。また、体を動かすことには、散歩や手伝いなど生活の中での様々
な動きを含めます。これらの身体活動の合計が毎日60 分以上になるよ
うにすることが大切です。

1、こどもの体力低下
～30年前と比較して～

昭和56年度 平成23年度

50m走 ソフトボール投げ

2、睡眠

54.3 54.8
59.2

51.8

38.6 39.6

32.9
37.7

41.4

35.5

23.4

17.4

25.7 27.5 29.3

21.8

13
9.7

0

10

20

30

40

50

60

70

1 1.6 2 3 4 5～6

平成12年度

平成2年度

昭和55年度

（％）

（歳）

22時以降に就寝するこどもの割合

22時以降に就寝する
こどもが増えている！！
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幼児期の身体活動は、
多面的な機能を有する

親子の絆

望ましい生活習慣
の確立 運動機能の向上

規則正しい食事

社会的コミュニケーション

ご当地体操マップ
羽生市
「ムジナもん体操

春日部市
「春日部そらまめ体操

越谷市
「ハッポちゃん体操」

坂戸市
「オリジナルさかど体操」

毛呂山町
「TOMORROW体操」

志木市
「いろはカッピー体操」

所沢市
「とこしゃん体操」

狭山市
「すこやか体操」

知育
知識を豊かにし、
知能を高める。

徳育
人格や道徳心を

養う。

体育
健全なからだを
つくる。

食育
知育、徳育、体育
の基礎となるもの。

こどもの教育には・・・

トータルヘルスケア

食事

運動

睡眠

日本一の健康長寿

健康都市さいたまを
目指しましょう！！

親子の絆
こどもの
基礎体力向上

社会的
コミュニケーション

望ましい

ライフスタイルの
構築
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グループ紹介 

大学名 放送大学 

グループ名 

発表テーマ 
さいたま市内の在勤者に、さいたま市に住みたいと感じてもらう為には。 

  そして、東京オリンピック・パラリンピックに向けて。

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   

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

＜ 概要 ＞ 

さいたま市の希望まちづくり「さいたまらしさ」になるために、希望まち交流

拠点都市、さいたまらしい新しい都市のイメージを創設した上で、それに伴う都

市に必要な環境づくりの見沼田圃の保全、活用で水と緑の豊かな空間。

そして現在、地球温暖化が世界で問題となり日本でも対策を進め、ゴミの発生を

抑制、そのことによって生活文化都市となり子育てしやすいまち若い力の育つま

ちも実現され未来ある子供を育成可能となりうる。

そして子供たちによって歴史・文化・スポーツの資源を活用しながら世界と交流

をし、活性化にもつながる。

そのことで市民から見ての個性や魅力ある「都市」となるといえる。 

そこで今回のテーマである、さいたま市で在勤者にさいたま市に住みたいと感

じてもらうためにとして敢えて取り上げたいのは、さいたま市民が「住みやす

い」・「住み続けたい」とも１００％に近いので在勤者を中心に展開し提案した。

さいたま市は行政・商業・文化 等様々な都市機能が集積され人・物・情報の拠

点性も高まり、新しい産業や多種多様な市民活動が行われ、それをさいたま市外

へ発信させ活用して貰えるよう、在勤者を主目的にイメージアップをし、そのイ

メージアップの向上を図るために、さいたま市ゆかりの経済・文化・芸能・スポ

ーツ等の分野で活動している、さいたま市出身の女性アイドルグループ AKB48 小

島陽菜さん他、４人の観光宣伝部長や団体にさいたま市以外の市をはじめ東京２

３区を活動の拠点とする。 

 このことによって、さいたま市に住んでみたい人が多くなり、そして２０２０

年の東京オリンピック・パラリンピックが行われ、さいたま市においても埼玉ス

タジアム２００２でサッカーが行われ近隣の川越市カンツリー倶楽部でゴルフが

行われるのを機会に、さいたま市に来た諸外国の人々が、住んでみたくなるよう

に感じてもらえるように。 

そのためにも「おもてなし」についても、あらゆる面での魅力を考えて行くこ

とが不可欠で、さいたま市を中心に各都道府県と協力し合うことも大切であると

提言したい。 
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第３回学生政策提案フオーラム
inさいたま

さいたま市内の在勤者に、さいたま市に住みたいと
感じてもらう為には。

そして、東京オリンピック・パラリンピックに向けて。

放送大学教養学部社会と産業
発表者 佐々木みつる

1

状分析現

① 平成２４年４月１日 さいたま市の人口（男女） １,２４５,０７０人
２０歳以上５,０００人を対象に市民意識調査、有効回答数２,７８３

「住みやすい」８１．６％ 「住み続けたい」８２．５％

この結果自論として１００％近く迄にするためにはより努力が必要。

②平成２４年４月１日 在勤者（市内の事業所を通じ無作為に抽出）

２０歳以上２,０００人を対象に市民意識調査、有効回答数７２１

「住んでみたい」３２％ 「どちらとも言えない」５０．２％

この結果「どちらとも言えない」に注目した。

2

③ 在勤者の居住地域は、さいたま市に近い場所がほとんど。

埼玉県東部 ２４．４％ 在勤者の勤務区（さいたま市内）

近隣市北部 １８．７ 浦和区 １８．３％

東京都２３区 １３．７ 大宮区 １５．７

埼玉西部 １１．８ 岩槻区 １３．５

その他の市 １８．０ 北 区 １２．２

県 外 １３．４ 西区見沼区中央区 ３７．０

（無回答を含む） 緑区桜区

浦和区に通勤している人が多いことは、さいたま市は在勤者に

とって交通がとても便利であるからなのだろう。

3

在勤者の意識調査による

上位１０項目から 「魅力について」

「知っているもの」の１位 都心に近い

さいたまスーパーアリーナ 交通の便が良い

（新都心） 都会と田舎が融合している

サッカーなどスポーツが盛ん

下位１０項目から コンサートやイベントが多い

「あまり知らないもの」の下位２位
大宮盆栽美術館 ２０％

その他

在勤者は、「さいたま市を魅力的な都市に感じるようにし

たい」については、「子育てをしやすいまち」を望んでいる。
4

現状分析の「あまり知らないもの」下位2位は大宮盆栽美術館なので、大宮美術館
の井上氏を訪問して調査インタビューを行った。

知名度が低い原因として
大宮盆栽美術館が平成２２年度に開館したために未だ浸透していない。

在住者の知名度も４１．５％である。

年齢別、平成２４年度の来館者 交通利用他

一 般 １９,１２８人 土呂駅 ３０．１８％

６５歳以上 １４,１５２ 大宮公園駅 １２．６４

高校大学生 ４６７ 自動車利用 ３２．７６

小中学生 ７６７ 土呂駅徒歩５分

大宮公園駅徒歩１０分 駐車場４４台

自転車利用もある

• 交通アクセス面で問題がある訳ではない、主目的である在勤者に、大宮盆栽美
術館に魅力を感じてもらうためには、どうしたらよいか。

「近隣施設の知名度を高くするのが先決である。」 との意見であった。
5

近隣の施設

大宮盆栽美術館 盆栽村 鉄道博物館

さいたま市立漫画館

埼玉県立歴史と博物館

氷川神社 氷川の杜文化館 さいたま市立博物館

大宮公園

ＮＡＣスタジアム

6
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政策提案 １
在勤者に、生活・文化・芸術・スポーツ等の魅力を感じてもらう

イメージアップ。

つなが竜ヌウは、日本最大を誇る都市緑地空間“みぬま田んぼ
の主の子孫”、生まれ育った見沼を紹介したい。
それによって、あらゆる課題を解決する。 「PRだ！」

イメージキャラクター「つなが竜ヌウ」 7

政策提案 ２
在勤者である共働き世帯に対して、子育て支援センターや保育所の設置

政策提案 ３
大宮盆栽美術館を中心に、ミュージアムビレッジ「共同事業」として魅力を

感じてもらう取組。

盆栽村の５軒を維持、持続可能にするためにそれぞれの特長を活かして

漫画館への道や、もみじ通り、けやき通り、かえで通を整備する。

8

政策提案 ４
１９６４年以来５６年ぶりで東京において五輪開催地となり、さいたま市

にある埼玉スタジアム２００２でサッカー、

近隣の川越市にある霞ヶ関カンツリー倶楽部でゴルフが行われる、

近隣にある宿泊（オリンピック観戦客用）、商店街などの整備。

東京オリンピック・パラリンピック２０２０年 関連に向けて

相互運行のシャトルバスも、

高速道路直通バスの他に乗り合いバスの運行も、増便する。

春夏秋冬の季節に利用できるようにするなど、利用期間を多くする。

政策提案 5
サッカー場ゴルフ場の建物の整備。

さいたま市はすばらしい都市といえるようにするために、

誰もが使えるエレベータやエスカレータ・ノンステップ化した路線バス、

外国人に解りやすい交通機関の案内表示など。

9

政策提案 6

以上の5提案を踏まえ以下の一致協力して「おもてなしの心」は
ハード、ソフト面の構築を今から積み重ねることを提案。

社団法人さいたま観光コンベンションビューロ

ボランティア

行 政

市民 ＮＰＯ

10

まとめ

在勤者が住みたくなる、そして東京オリンピック・

パラリンピックが開催され、さいたま市が「夢舞台」と

なり、地域経済の活性化にも効果があり、このことを

チャンスとすることで「希望を見つけられる」都市。

そして ”諸外国の人も住みたくなる”   と感じられるこ
とを展望としたい。

11

協力を頂いた関連者は以下のとうりです。

・ さいたま市政策企画部企画調整課

・ 大宮盆栽美術館 井上様

・ 放送大学学生 永見洋介

ご協力ありがとうございました。

12
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グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 久保田 ZEMI 

発表テーマ 作業療法学生が考える園芸を用いた健康について 

指導教員 久保田富夫 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○鈴木 郁美 

（すずき いくみ） 

保健医療福祉学

部 3年 

岩下 茉里子 

（いわした まりこ） 

保健医療福祉学

部 3年 

高野 萌子 

（こうの もえこ） 

保健医療福祉学

部 3年 

齋藤 優花 

（さいとう ゆか） 

保健医療福祉学

部 3年 

佐藤 真実 

（さとう まみ） 

保健医療福祉学

部 3年 

藤沼 結香 

（ふじぬま ゆか） 

保健医療福祉学

部 3年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

政策提案：作業療法学生が考える園芸を用いた健康

＜はじめに＞

 私たちが学んでいる作業療法とは、身体やこころの病気がある人、またはそれらが予測

される人に対して、子供からお年寄りまで、心身機能の向上・維持によりその人らしい生

活ができるようにリハビリを行います。中でも地域の作業療法では、生活の中で困難と感

じている人に対して、生活の再構築のため、環境設定・福祉用具などの提案・導入も行い

ます。

 作業療法学生として、このたびのさいたま市の政策を考えるにあたり、「こころと身体

の健康」を基盤に、今のさいたま市の現状を活かしつつ、作業療法学生の視点から、世代

間を超えた健康づくりを提案したいと思います。

＜政策提案＞

 私たちが考えた健康のための政策提案は、FAHASという生活様式です。Fは Food（食
事・料理）、Aは Area（地域交流）、HはHealth（健康：運動・食事）、Aは Agriculture
（農業：園芸）、S は Self（自分自身）を意味します。FAHAS とは自分自身で食材を作
ることによって、地域単位での健康を目指す生活様式のことで、LOHAS（健康で持続可
能な社会を目指す生活様式）という生活様式を参考にしました。この FAHASという考え
に基づき、さいたま市の少子高齢化、農業の担い手の減少・耕作放棄地など現在の状態を

踏まえ、どのような作業をすることで健康的な生活につながるか考え、園芸を活用した政

策を提案したいと思います。この政策は地域全体の取り組みで、市役所・区役所とすべて

の市民、そして農家などの専門職の連携によって成り立ちます。

 私たちが学んでいる作業療法を園芸に用いることにより、こころと身体の健康を目指し

ます。また、福祉用具の提案・導入、園芸を行う環境の設定によって、市と市民の連携だ

けでなく、より幅広い市民の方々が、健康的な生活を意識して活動できることを目的とし

ます。さらに、災害時のオープンスペースにも活用できます。

この提案により、心身の健康維持・予防、世代間交流、教育、農業への関心の向上など、

多面的に働きかけることにより、すべての市民が健康への関心を高めることにつながるこ

とを目的とします。

＜展望＞

 この FAHASを市で取り組むことによって、市と市民をつなげるとともに、市民のここ
ろと身体を健康にし、地域活性するだけでなく、住み続けたいと思える市になると考えて

います。また、今あるものを活かして発展していく都市となることを期待できると考えま

す。
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さいたま市政策フォーラム

ＦＡＨＡＳ計画
埼玉県立大学
久保田ZEMI

鈴木郁美

岩下茉里子

高野萌子

斉藤優花

佐藤真実

藤沼結香

作業療法

身体または精神に障害がある者又はそれが予測されるものに対し、その主
体的な生活の獲得を図るため諸機能の回復、維持、および開発を促す作業
活動を用いて、治療、指導及び援助を行うことをいう。
（作業療法士協会；1985）

地域作業療法

：地域で暮らす人々が、さまざまな生活上の障害をもった場合に、生活
の再構築のため、本人および家族に対して助言・支援・指導を行い、彼
らにとって住みやすい地域づくりをすること。

60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000

0 ～ 4 歳

5 ～ 9 歳

10 ～ 14 歳

15 ～ 19 歳

20 ～ 24 歳

25 ～ 29 歳

30 ～ 34 歳

35 ～ 39 歳

40 ～ 44 歳

45 ～ 49 歳

50 ～ 54 歳

55 ～ 59 歳

60 ～ 64 歳

65 ～ 69 歳

70 ～ 74 歳

75 ～ 79 歳

80 ～ 84 歳

85 ～ 89 歳

90 ～ 94 歳

95 ～ 99 歳

100歳以上

年
齢

平 成 ２４ 年 女

平 成 ２４ 年 男

人口ピラミッド（引用：平成２４年人口さいたま市ホームページ）

団塊世代の高齢化
＋

生産年齢人口（３５～４
４歳）の高齢化により、
さらに拍車をかける

①高齢化による農業従事者の減
少・耕作放棄地の増加が予想さ
れる

②土地の過疎化・放棄

③（単独世帯）健康への関心が低い

④交通の格差⇒区間のつながりが
弱い

⑤（単独世帯）少子高齢化に拍車を
かける

①10区それぞれに特徴がある。

②市内に都市部と自然、両方あ
る。

③３大特産品がある。

④市民の連携がある。

⑤子育てや市民活動サポートな
ど、支援政策が充実。

問題点 強み
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F（Food）：食物・料理
A（Area）：地域交流

H（Health）：健康（運動・食事）
A（Agriculture）：農業（園芸）

S（Self）：自分自身
LOHAS（lifestyles of health and sustainability:ロハス）

：健康で持続可能な社会を目指す生活様式

自分自身で食材を作ることによって、地域単位での健康を
目指す生活様式

この二つに
着目!!

心と身体の
健康

世代間交流
地域交流

体力の
維持・増進

認知症
予防

生きがい
づくり

食育
自然との
ふれあい

親しみ
やすい

さいたま市の現状・問題点＋これらの項目を満たすもの＋FAHASの考え⇒園芸

連携の輪

市役所
区役所

市民

農家
専門家

地域の連携 展望

地域活性によって、住みたいまちへ

FAHASでこころと身体も健康に！

今あるものを生かして市の発展へ
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グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 川俣ふぉーらむ 

発表テーマ 
市民に愛される街 

―市民参加型の新しいフォーラムの形― 

指導教員 川俣実 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○鈴木 梨子 

（すずき りこ） 

保健医療福祉学

部・3年 

鴫田 実咲 

（しぎた みさき） 

保健医療福祉学

部・3年 

杉浦 有紀 

（すぎうら ゆき） 

保健医療福祉学

部・3年

田熊 茜 

（たぐま あかね） 

保健医療福祉学

部・3年

山本 絵美 

（やまもと えみ） 

保健医療福祉学

部・3年

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

１．提案の内容 

新しいフォーラム＝10 区が連携して新しい企画を作るための仕組み 

本提案は、新しいフォーラムを設置することで、10 区の住民の声を市へ取り入れよう
とするものである。また住民の愛着・関心を区から市へと転換させることが狙いである。

我々は、既に新しいフォーラムの形を実践した（当日の発表を参考）。今回は、この試み

を市政に活かして頂きたく提案する。

２．テーマ選択の背景 

地域の活性化・地元志向が叫ばれる昨今、ゆるキャラ、あまちゃんなどのブームは、鮭

が生まれた川に帰るように、また、子どもが親に愛着を示すように、人々が心の故郷、心

の拠り所を求める現象とも考えられる。

全国の政令指定都市市民による都市イメージ調査では、さいたま市の愛着度・行政への

関心は低い傾向にある（資料 1）。しかし、区単位の愛着度・区政への関心度は、北区の
調査によると高く（資料 2）、この傾向は他の区でも同様と推測される。これらの結果か
ら、さいたま市民は、自分が住む区に対しての愛着度は高くても、市民としての愛着度が

あまり育っていない可能性がある。よって、さいたま市民としての愛着を育むため、10
区を 1つの「市」にまとめる仕組みが必要であると考えた。

３．新しいフォーラムの概要（資料 3） 

⇒本フォーラムは、市が依頼し区と連携することで市民の意見を統一する仕組みである。

① 市が各区に対して，（仮称）フォーラム運営委員会への協力依頼をして，構成員を募

る。

② （仮称）フォーラム運営委員会から区民へイベントテーマの募集をかけ、（仮称）フォ

ーラム運営区民会議で区としての意見(テーマ)を統一させる。
③ 集められた区の意見をもとに、新しいフォーラムで市での共通テーマを決定する。

④ 各区で上記の共通テーマに沿ったイベント等を開催する。

４．狙い・展望 

各区が共通のテーマに沿った企画を考えることで、「さいたま市」としての統一感が生

まれる。さらに、区を通して市と市民をつなぐことで、区の枠を超え、さいたま市ならで

はの多様なバックグラウンドを持つ市民の視点が融合され、新たな発想が生まれる。

この過程で、市民にとっては、自分たちも街づくりに関わっているという実感がわくた

め、「市民」としての愛着・関心が高まることが期待できる。
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「政令指定都市市民による都市イメージ比較調査」
におけるさいたま市のポジショニング（平成２２年）

【愛着度関連指標の加重平均値】 【市政評価関連指標の加重平均値】

資料１

市民との協力愛着度 行政への関心

平成25年度北区民意識・意向調査(要約版）

図表１－４区への愛着度 ｐ４

図表４－１区政への関心度 ｐ１１

資料２
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新しいフォーラム

区民の
声・意見

②募集

⇒“市のテーマ”を決定

⇒“区のテーマ”を決定

区役所

市役所

テーマ

①呼びかけ

③区の意見をもとに、
市での“共通テーマ”
を決定する

④共通テーマに沿って、
各区でイベントを開催

さいたま市としての一体化

～住民意識の一体化をいかした

市民政策参加のプロセス～

Presented by プロジェクト Sai

資料３

仮称

フォーラム運営委員会

新たな発想

2013年10月26日(土)、27日(日)

政策運営のど素人、たった5人の女子大生
（しかも、学業はキツキツ…）が、

本政策提案のキックオフイベントの開催に挑戦!

はたして、運営の結果やいかに？
詳しくは当日の発表にご期待下さい！

私たちの試み
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グループ紹介 

大学名 聖学院大学 

グループ名 平ゼミ 

発表テーマ 若い世代による活気づくり 

指導教員 平 修久 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○関根 祥太郎 

（せきね しょうたろう） 
政治経済学部2年

田谷 駿介 

（たや しゅんすけ） 
政治経済学部 2年

溝橋 亮太 

(みぞはし りょうた) 
政治経済学部2年

荒上 和慶 

（あらがみ かずよし） 
政治経済学部2年

加藤 惣大 

（かとう そうた） 
政治経済学部2年

小林 航 

（こばやし わたる） 
政治経済学部2年

岩田 駿介 

（いわた しゅんすけ） 
政治経済学部2年

中村 健一郎 

（なかむら けんいちろう）
政治経済学部2年

中島 和樹 

（なかじま かずき） 
政治経済学部2年

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

提案の内容「若者による活気づけ」

私達は、さいたま市を今以上に活気づけたいという思いから、誰でも楽しめる

イベントを提案します。さいたま市は“若い世代の多い生活都市”という特徴が

あるということなので、私達学生、つまり若者が中心となってイベントをつくり

あげていくことによって、地域を活気づけようという提案です。運営等は学生中

心ですが、もちろんイベントは老若男女問わず楽しめるものです。さいたま市が

誇る、スポーツや文化をふんだんに盛り込んだイベントです。さらにさいたま市

の１０の区で点を競い合うことでそれぞれのコミュニティの団結力を高めるきっ

かけにもなります。
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さいたま☆どん
☆CHAN☆騒ぎ

聖学院大学 平ゼミ

はじめに

•若者による活気づけ
• さいたま市のスポーツや文化を
アピール

•様々な世代の人たちが交流する
ことによる暖かなコミュニティづく
り

イベント概要

• 大宮公園内のスタジアムや競技場
を使用

• 運営等はさいたま市及び周辺の学
生にボランティアでやってもらう

• さいたま市１０の区それぞれのブー
スを設置

• ３つの競技を区対抗で行う

グルたま！！
キックターゲット！！

ルール

• ９つのターゲットを狙ってボール
を蹴る

•持ち球は１２球
• ターゲットを抜いたら裏に書かれ
ていることを実行する
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さいたま☆どん
☆CHAN☆レース

障害物

•ぐるぐるバット
•小麦粉ピンポン
•ネットくぐり
•パン食い
•大縄跳び

ラブ さいたまクイズ

ルール

• さいたま市の様々なことに関してのクイ
ズに○×形式で回答

イベントを通して

•さいたま市のアピール
•地域ごとに団結
•とにかく楽しむ
•さらなる活気づけ
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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 子育て特区政策 

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 

○高田 滋代 

（たかだ しげよ） 
法学部・3年   

伊藤 佑夏 

（いとう ゆか）  
法学部・3年   

 宇都野 香 

（うつの かおり） 
法学部・3年   

 梅田 賢太 

（うめだ けんた） 
法学部・3年   

 香月 広太 

（かつき こうた） 
法学部・3年   

 河内 良介 

（かわち りょうすけ） 
法学部・3年   

 芳賀 奈津美 

（はが なつみ） 
法学部・3年   

 梁 寶允 

（やん ぼゆん） 
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           

さいたま市が発表している「さいたま市の人口の推移と将来推計」（資料①）によると、

平成 22 年現在、65 歳以上の高齢者の割合は 19.2%と全国平均の 23.0%より 3.8 ポイント

低い数値となっている。しかし、さいたま市には団塊世代が多く、同推計によると、平成

27 年には高齢者の割合は 23.4%と高齢社会になり、そして平成 42 年には 29.1%と超高齢

社会になると推測されている。これは、さいたま市にとって深刻な問題である。

 そこで、私たちは若い世代をさいたま市に呼び込むことで、さいたま市の高齢化率の増

加に歯止めをかけられるのではないかと考えた。若い世代の中でも私たちは、子育て世帯

にターゲットを絞る。その理由として、子育てをしている親は一般的に生産年齢に該当し、

地域活性化の中心的な年代であることに加え、年少人口にあたるその子供たちはさいたま

市の次世代を担う宝であることが挙げられる。また、さいたま市の在勤者を対象とした市

民意識調査（資料②）によると、さいたま市にどのようなイメージを持っているか？とい

う質問に対して「子育てのしやすいまち」が 11 位と下位に低迷している。一方で同調査

の、誰もが住んでみたいと思う魅力的な都市になるためには将来どのような方向へ発展す

ればよいと思うか？という質問に対しては「子育てのしやすいまち」が 1 位に挙げられて

いる。このことも私たちが子育て世帯を対象とする理由である。

 以上の理由により、さいたま市が子育て世帯から「選ばれる都市」にするための政策を

提言する。

２．政策概要                    

 さいたま市の中に「子育て特区」を設置し、子育て世帯が子育てしやすい環境を整備す

る。本政策における「特区」の定義は、国が行う規制を緩和するなどの特例措置が適用さ

れる特別区域のことではなく、さいたま市が政策を実施する上で認定した区域のこととす

る。そして今回私たちが提言するのは、子育てに特化した政策であることから、これを実

施する区域を「子育て特区」とする。

 政策はさいたま市の特徴を活かしつつ、よりよい子育て環境を整備し、市外から子育て

世帯を呼び込むことを目的とする。

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．今後の展望                   

市外から子育て世帯が流入し定住することで、さいたま市が今以上に「子育てのしやす

いまち」として全国的に認知され、より多くの子育て世帯から「選ばれる都市」にする。

その結果、若い世代が多い都市となり、地域を活性化させるとともに高齢化率の増加に

歯止めをかけることができる。
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資料①：さいたま市の人口の推移と将来推計

資料② 

19.2％

23.4％ 

29.1％
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資料④ 

資料③ 
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グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 SPU☆OTS 

発表テーマ コミュニティバスがつなぐ地域の輪 

指導教員 佐藤章 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○福原 淳史 

（ふくはら あつし） 

保健医療福祉学

部・３年 

古澤 諭 

（ふるさわ さとる） 

保健医療福祉学

部・３年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

はじめに

 現在わが国では、今後の大きな課題である少子高齢化の社会にいかに対応していくかが

問われている。さいたま市においても同様の課題を抱えていることは否定できない。むし

ろ今後のさいたま市の高齢化率は他市に比べより高いと言われている。このような状況の

中で、いつまでも介助を受けずに生活をしていけるという健康寿命という考え方が強調さ

れるようになってきている。この健康寿命を延ばす一つの方法として、日常の生活におけ

る外出等を含めた活動性を高めていくことの重要性が言われている。私たちがコミュニテ

ィバスに目を向けたのは、外出・移動手段である公共交通機関としてバスは最も身近にあ

る交通手段と考えたからである。さいたま市は電車や路線バスが充実した街であるが、そ

れでも交通不便地区は多数残っている。そこで、市の運営するコミュニティバスの利便性

をより高め、市内・区間の移動がより円滑になり、高齢者をはじめ市民の各々の区を超え

ての活動性を高めることにつながることを目指す必要がある。

現状

 現在運行している路線は西・桜・南・北・見沼・岩槻区の 6 区に各 1 路線ずつの計 6
路線であるが、これらの路線は直接つながっておらずそれぞれ独立した状態になってい

る。また、サービスの主体はバス事業者にあり、市は市民からの提案の技術的支援やバス

運行の財政的な支援を担っている。一方、利用状況は導入から年々増加傾向にあるが、一

部の市民にしか利用されていないことや運行経費が運賃収入だけでは赤字であることも

指摘されている。

政策提案

コミュニティバスは既存路線バスを補助する役割として以下の政策を提案する。

市民の活動性をより高めることを目指すことができるように、現在想定されている市

民・市・事業者の各々の役割について、運営形態の変更を含めて見直しを行う。

コミュニティバスを市民の方々に幅広く知られるように、コミュニティバスの PR 事

業及びコミュニティバスを利用した地域の行事や特徴等のＰＲを展開する。

コミュニティバスを市民の方々に根強く利用してもらえるように、より生活に密着し

た新たなサービス制度を設ける。

政策展望の期待

運営主体を市にすることで、より市民の要望が強く反映される運営が可能になると予想

する。さらにコミュニティバスの認知度をあげることで、外出するための手段として市民

に広く利用されると考える。また、交通の利便性が上がるということは市民の地域参加や

経済向上など様々な分野に好影響を与える。その足がかりとして、コミュニティバスが長

い間市民に親しまれ、他の公共交通機関との連携を強化してより交通網を発展させていく

ことを期待する。
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1. 現在の検討主体と役割分担
(コミュニティバス等導入ガイドラインより)

地域公共交通について検討
・積極的に利用する
・利便性を高めるための計画を作成
・アンケートへの協力

検討の技術的・財政的支援 運行実施・専門的な助言
・アンケート調査の実施 ・バスの本格運行
・計画実施の精査・判断 ・利用者増加と経費削減への取り組み
・運行事業者への補助 ・運行計画へのアドバイス

市民

市 事業者

さいたま市コミュニティバスの現状 2. 交通空白・不便地区とバス路線図
[さいたま市都市交通戦略調査中間報告書(案)より]
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3. 利用者数の変化（平成１９年度～平成２４年度）
(さいたま市ホームページより)
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4. 収支率の変化（平成２０年度～平成２４年度）
（さいたま市ホームページより)
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政策提案

運営形態の変更

コミュニティーバス及び地域のPR 生活に密着したサービス

・コミュニティバスが市民の生活に浸透す
るように愛称の募集・イベントを開催する
・コミュニティバスの内装や外装を利用し
て各区の行事や特徴を広告する

・市民が利用しやすいように均一運賃
や各種割引サービスの導入
・地域のつながりを強めるためにコ
ミュニティボード（回覧板）を設置
・市内企業の宣伝広告の募集

市が事業の主体となり利用者増加やコスト削減の努力を主に行う
事業者はバス車両や運転士、運行計画の助言などの専門的な技術支援を行う

政策提案により期待されること

• 運営主体を市にすることで収益を主な目的としない交通補助の公共サー
ビスとなり、市民の要望が強く反映される運営が可能になる

• コミュニティバスを広く市民に知ってもらうことで、市民の外出の動機づけ
(特に高齢者)につながる

• 交通の利便性を上げることで市民の地域参加やさらなる交通網の発展を
促進させる

コミュニティバスで地域がつなが竜ゥ～!!
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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

について検討・議論することにより、地域社会への愛着と関心を深めるとともに、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 

さいたま市内及び近隣の大学の学生が、さいたま市を「選ばれる都市」にするための政

策・事業について、学生の視点で検討し、さいたま市長へ提案します。

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２５年１１月２４日（日）午後１時半から６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：定員 194 名）

６ 参加対象 

「大学コンソーシアムさいたま」加盟大学の学生グループ（ゼミ等）又は個人の学生

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３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２５年 ５ 月２０日 第３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２５年 ６ 月２８日 参加申込み締切（１２グループから応募） 

  平成２５年 ８ 月 ５日 代表者連絡会を開催 

  平成２５年１０月３１日 政策提案の締切（１２グループから提出） 
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別表１ 「第３回学生政策提案フォーラム in さいたま」審査員一覧

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 審査員長 

2 埼玉大学 教授 平林 紀子   

3 有限会社Ｅ－スタヂオ 取締役社長 中邨 登美枝   

4 さいたま市 
政策局理事 

（シティセールス担当） 
岡田 博之   

5 さいたま市 政策アドバイザー 桐淵 博   

別表２ 「第３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 総務課広報室長 岡田 勉 

2 埼玉県立大学 地域産学連携担当課長 堀江 勲 

3 浦和大学 総務課長 野沢 正博 

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 管理局総務部総務課長 浅見 幸枝 

7 日本大学 教授 福島 康仁 

8 人間総合科学大学 健康栄養学科 講師 梅國 智子 

9 放送大学 客員教授 松崎 博 

10 目白大学 事務局次長兼庶務部長 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 企画係長 
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」が設立しました。 

   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」と市との包括協定締結に基づく連携内容 

  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 24 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 

ＥＶバイクの実証実験 

 ・市と大学の共催によるイベントの開催 

カーフリーデーの開催

 ・学生の地域社会活動への参加 

観光ルートマップの作成、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
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この「第３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 、131 円

（概算）です。 


