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＜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。

＜目次＞ 

○ タイムスケジュール ・・・・・・・・・・・・ 

○ 政策提案の紹介 ・・・・・・・・・・・・ 

１ UHAS.com（人間総合科学大学） ・・・・・・・・・・・・ 

２ 齋藤ゼミ（埼玉大学） ・・・・・・・・・・・・ 

３ 幼児保育学科永田ゼミ（国際学院埼玉短期大学）・・・・・・・・・・・ 

４ KUSHIMA（人間総合科学大学） ・・・・・・・・・・・・ 

５ Therapy（埼玉県立大学） ・・・・・・・・・・・・ 

６ 小林チーム（人間総合科学大学） ・・・・・・・・・・・・ 

７ 福島ゼミナール Bチーム（日本大学） ・・・・・・・・・・・・ 

８ 福島ゼミナールAチーム（日本大学） ・・・・・・・・・・・・ 

９ OT’ASH(おーてぃーあっしゅ)（埼玉県立大学） ・・・・・・・・・・・ 

○ 開催概要 ・・・・・・・・・・・・ 

○ 「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 ・・・・ 

○ 歴代受賞グループ一覧 ・・・・・・・・・・・・ 

※ 文中敬称略 

１ 

２ 

２ 

６ 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

34 

38 

40 

41 



時間

14:30

14:40 ○政策提案の発表（1グループ発表10分、質疑・講評4分、準備1分）

14:40 1 UHAS.com（人間総合科学大学）

14:55 2 齋藤ゼミ（埼玉大学）

15:10 3 幼児保育学科永田ゼミ（国際学院埼玉短期大学）

15:25 4 KUSHIMA（人間総合科学大学）

15:40 5 Therapy（埼玉県立大学）

15:55

16:05 6 小林チーム（人間総合科学大学）

16:20 7 福島ゼミナールBチーム（日本大学）

16:35 8 福島ゼミナールAチーム（日本大学）

16:50 9 OT 'ASH(おーてぃーあっしゅ)（埼玉県立大学）

17:05

17:25

17:35 ○審査委員長による審査結果の発表・講評

17:45 ○表彰・主催者挨拶

17:55 ○閉会

17:56 ○記念撮影

※　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）

タイムスケジュール

内容

○開会

○審査委員による全体を通した講評

休憩（10分）
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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 UHAS.com 

発表テーマ 埼食健美  ～健康ダイエット in さいたま～

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 

○武井 圭佑 

（たけい けいすけ） 

人間科学部  

4 年 

小林 拓樹 

（こばやし ひろき） 

人間科学部 

4 年 

安藤 瑞恵 

（あんどう みずえ） 

人間科学部  

4 年 

石原 佑輔 

（いしはら ゆうすけ） 

人間科学部  

4 年 

小野 和人 

（おの かずと） 

人間科学部 

4 年 

渡辺 康江 

（わたなべ やすえ） 

人間科学部  

2 年 

廣仲 真弥 

（ひろなか まや） 

人間科学部  

1 年 

※ ○は代表者 

-2-



政策提案概要書 

1. 問題提起とその理由

私たちが注目した問題は２つある。ライフイベントごとの若者の流出による人口減少問

題。そして、若年女性のやせ問題だ。若年女性の痩せている者の割合が増加しており、未

来の子供たちを担う女性の健康問題は重大である。

私たちは、今回のテーマである若者の定住化を促進すると共に、これらの問題を解決に

繋がる政策を提案する。

2. 政策概要

私たちの政策目標は、『未来の子供たちを元気にする街にすること』である。未来の子

供たちの健康を守ることのできる街づくりによって、住みやすい、住みたくなる街へ改革

する。

今回のテーマである若者の定住化において、若者達が住居を決めるポイントは何か。私

たちは子育て支援だと考えた。しかし、子育て支援に力を入れている地域は既に数多く存

在し、他地域と差別化する必要がある。そこで、子育て支援の先取りをしようと考えた。

子どもを産んだ後に育てる環境を提供するだけでなく、元気な子どもを産む為に必要な妊

娠前の健康サポートを行うのだ。

ダイエットというと、多くの人が減量や痩せること想像するだろう。しかし、私たちが

提案する“健康ダイエット”とは、健康な体になることだ。

従来のダイエットでは、痩せたけど疲れやすい、貧血気味などといったデメリットがある

ため健康とは言えない。そこで私たちの提案する健康ダイエットにより、程よく筋力のあ

る健康的な体型となることを目的とする。

私たちの健康ダイエット施策は、女性の痩せ問題を解決することで健康的な子育て支援

に繋がる。主に、食事と運動の両面からアプローチを行う政策である。

3. 効果・展望

効果として、短期的効果と長期的効果がある。

短期的効果として主観的健康観の向上、やせ問題の解決などがある。長期的効果としては、

子育て支援に手厚い魅力的な街となり若者の定住化を狙えると考えられる。
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ライフイベントによる若者の流出

低出生
体重児

生活習慣病のリスクが高まる
(高血圧・脂質異常症・糖尿病）

母子ともに

総死亡リスク
の上昇

若年女性のやせ
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従来の

ダイエット

健康

ダイエット

意識改善
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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 奨学金返還助成による定住促進 

指導教員 齋藤 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 

○武井 健太 

（たけい けんた） 
経済学部 3 年 

中山 佳織 

（なかやま かおり） 
経済学部 2 年 

石川 香菜 

（いしかわ かな） 
経済学部 3 年 

平山 真悟 

（ひらやま しんご） 
経済学部 2 年 

尾武 良亮 

（おだけ りょうすけ） 
経済学部 3 年 

鈴木 風香 

（すずき ふうか） 
経済学部 2 年 

小林 哲也 

（こばやし てつや） 
経済学部 3 年 

松館 まこと 

（まつだて まこと） 
経済学部 2 年 

孕石 淳也 

（はらみいし じゅんや） 
経済学部 3 年 

宮内 駿斗 

（みやうち しゅんと） 
経済学部 2 年 

東山 桃花 

（ひがしやま ももか） 
経済学部 3 年   

前田 恵実 

（まえだ えみ） 
経済学部 3 年   

大森 航斗 

（おおもり こうと） 
経済学部 2 年   

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

 私たち齋藤ゼミチームは奨学金返還助成による定住促進を提案いたします。現在、日本

全国の人口流出に喘いでいる県や市で若者の就職や定住を目的とした、奨学金返還助成制

度が行われています。さいたま市はいまのところ人口減少の局面にはありませんが、20
～30 歳代の若者の流出が多いことが懸念されています。

そこで私たちは、すでにさいたま市に住んでいる、もしくはさいたま市に住もうと思っ

ている、奨学金の返済途中である若者をターゲットとして奨学金返還助成制度を導入して

みたらいいのではないかと思いました。他の県や市での事例や私たちが実施したアンケー

トなどから、奨学金返還助成制度の需要は高いものであると思われます。また、制度が初

めて導入されたのは極めて最近ですが、急速に様々な都市で制度が導入されはじめていま

す。そのような、今日のニーズにあった制度を、先行事例を基にさいたま市に最も適合し

た形で実施し、今回の政策テーマである若者の定住促進に結び付けるというのがこの提案

の狙いです。

返還助成を受ける条件としましては、5 年間の定住を条件に想定しております。他の都

市では、一定年数の定住に加えてその都市に就職する、あるいはあらかじめ指定された企

業、産業に就職することを条件としていることが多いですが、このような条件をさいたま

市の条件に含めないのは理由があります。それは、さいたま市で就職しなくても公共交通

機関を使って、職場までたどり着くことができるからです。

職場に近いところに引っ越した方が通勤時間なども含めて楽だと思う人も多いと思い

ます。実際に県内から都内に就職する人は多く、それを機に引っ越してしまう人が多いで

す。そのように考える根拠は、就職を機とする県内の純流出は 20.8 千人と全国で一番多

く、隣県である東京都の就職を機とする純流入は 76.3 千人とこれも全国で一番多いため、

埼玉県から東京都に流出していることが推測できるからです。このような人たちに奨学金

返助成制度を知ってもらえれば、さいたま市内から引っ越さずに、さいたま市から都内に

通勤するインセンティブになると考えました。

以上が今回の政策提言のおおまかな概要となっております。
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政策目的

現在さいたま市に在住している若者
これからさいたま市近郊に移住を考えている人をさいたま市へ

現在さいたま市からは20代で約20000人が流出している
将来的に高齢化が進み若者の負担が増加してしまう
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政策の手段 全体の流れ 

１、若者の奨学金返済を支援１、若者の奨学金返済を支援

２、若者の人口流出の減少２、若者の人口流出の減少

３、住民税等により市に利益３、住民税等により市に利益
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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 幼児保育学科永田ゼミ 

発表テーマ 
若者世代・子育て世代への情報支援

SNS を活用した“ゆるく繋がる”“楽しく繋がる”さいたま市 

指導教員 永田真吾 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○岩間 玲香 

（いわま れいか） 

幼児保育学科 

2 年 

 加藤 夢 

（かとう ゆめ） 

幼児保育学科 

2 年 

 三井 愛美 

（みつい まなみ） 

幼児保育学科 

2 年 

 高林 優衣 

 （たかばやし ゆい） 

幼児保育学科 

2 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理由

 政策提案の骨子原案時には、子育て世帯に主眼を置き、働きやすく住みやすいさいたま

市にするためにはどうすればよいか、というリサーチクエスチョンのもと政策について検

討した。しかし、さいたま市関連課の職員の方々との事前打ち合わせから、さいたま市に

おける子育て世帯の取り組みは非常に充実していることが分かった。そのことと同時に、

なぜその支援について私たちは知らないのか、ということをもう一度考え直し、学生とし

て考えるさいたま市のイメージや「住みたい」と考える街づくりについて再検討した結果、

さいたま市の情報発信、特に SNS を活用した施策や取り組みについての情報が私達まで

届いていないのではないかと考え、さいたま市の情報発信について調査・分析を進めた結

果、今回のテーマを設定した。

２．現状の分析

 総務省の「平成 28 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」結果では、

ソーシャルメディアの利用率についての報告がなされている。そこでは、各ソーシャルメ

ディアの利用率及び年齢層のデータが記載されている。よく利用されているのは LINE
をのぞき、facebook と Twitter、次いで Instagram となっている。ここで、年代別の利

用率を見てみると、facebook は 30 代以降の利用率が高い一方で、Twitter は 10 代 20
代の利用率が高い。最近では、自治体の SNS 活用が活発であるが、このツールをどのよ

うに活用するかが若い世代にとって重要であるのだと考える。

 しかし、さいたま市広報課の Twitter 利用を見てみると、フォロー数は非常に多いもの

の、ハッシュタグ利用やアカウント同士の繋がり、といった点であまり活用できていない

のではないか、と考えられる。JR 東日本「住みたい駅ランキング」１位が大宮駅となっ

たことから、10 代 30 代の移動はこれからも多いと予想されるが、継続的にさいたま市

に流入し、定着していくためには、SNS を一つのツールとして活用することが重要だと

考えられる。

３．政策内容

Twitter・Instagram を活用したさいたま市とひととの繋がり

・Twitter における情報発信

・Instagram を活用したフォトコンテスト

 充実した子ども・子育て支援に関する情報を発信していくことでさいたま市ウェブサイ

トへの誘導や安心できる情報を獲得することができる。また、他自治体では既に実施され

ているが、例えば「大宮鉄道博物館フォトコンテスト」、「さいたまスーパーアリーナフォ

トコンテスト」などの開催によるさいたま市としての情報発信と市民の繋がりが期待され

る。
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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 KUSHIMA 

発表テーマ さいたまの農業で婚活「農婚」 

指導教員 桑田 有  梅國 智子 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

石原 佑輔 

（いしはら ゆうすけ） 

健康栄養学科 

4 年 

吉川 青志 

（よしかわ あおし） 

健康栄養学科 

2 年 

小野 和人 

（おの かずと） 

健康栄養学科 

4 年 

菅原 悠里子 

（すがはら ゆりこ） 

健康栄養学科 

1 年 

○久島 出海 

(くしま いずみ) 

健康栄養学科 

3 年 

川澄 祐樹 

（かわすみ ゆうき） 

健康栄養学科 

1 年 

安岡 将 

(やすおか まさし) 

健康栄養学科 

3 年 

長谷川 遥 

（はせがわ はるか） 

健康栄養学科 

1 年 

手塚 綾菜 

(てづか りよな) 

健康栄養学科 

3 年 

菊池 夕奈 

(きくち ゆうな) 

健康栄養学科 

3 年 

後藤 光 

（ごとう ひかり） 

健康栄養学科 

2 年 

松井 由香 

（まつい ゆか） 

健康栄養学科 

2 年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

1.さいたま市の現状

現状、さいたま市は生産年齢人口の減少及び、若年層の転出増加により少子高齢化が進

んでいる。生産年齢人口の減少はさいたま市の経済規模の縮小に がり、少子高齢化さら

に進むであろうと言える。

この状況を解決すべく、私たちはさいたま市の産業として確立されている農産業から生

産年齢人口の増加を図ろうと考えた。さいたま市の農産業の特徴として、都心に近い「都

市農業」がある。この「都市農業」を中心とした政策を提案していく。

2.政策概要

農業を通じて仲を深める 3 ステップの婚活「農婚」

① さいたま市で行える農業体験・収穫

② さいたま市で収穫された野菜を使用した料理教室を行う

③ レストランなどで会食を行う

① さいたま市で行える農業体験・収穫

さいたま市のアクセスのよさを活かし、電車で手軽に行ける収穫体験を行う。収穫した野

菜は持ち帰ることができる。

② さいたま市で収穫された野菜を使用した料理教室を行う

さいたま市で収穫された野菜を使用した料理教室を開催する。講師を栄養科である人間総

合科学大学の教員にすることにより、栄養学の観点も体験することができる。

③ レストランなどで会食を行う

さいたま市で生産が盛んである「ヨーロッパ野菜」を使用した料理で交流会形式の会食を

行う。色とりどりのヨーロッパ野菜の料理や収穫のようすのビデオなどでプレゼンするこ

とにより、さいたま市の魅力を知ってもらう。

3.本政策の意義

 本政策により、3 ステップのイベントを通してさいたま市の魅力を知ってもらうことに

より、さいたま市に住んでみたいというきっかけを作る。さらに農産業に興味を持っても

らうことで、さいたま市の農業従事者数の増加により生産年齢人口の増加が見込める。ま

た、定期的に開催することによりさいたま市の PR 効果となり、さいたま市の経済活性に

 がる。
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若年層が
減ってい
る！！

さいたま市の現状

若年層の転出増加

少子高齢化

生産年齢人口の減少

若年層に定住してもらうには…

さいたま市に住む魅力を伝える

さいたま市の魅力とは．．．

さいたま市の都市農業
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なぜ農業．．．？

都心へのアクセスがよい

さいたま市の農業の特徴

都心に近い「都市農業」

直売所が多い

「ヨーロッパ野菜」

都心に比べ土地が安い

多様な農産物の生産

提案する政策

農業を通じて仲を深める3ステップの婚活

「農婚」
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グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 Therapy 

発表テーマ 
さいたま市だよ！みんな集合！！ 

～さい発見 出会って繋がって愛ある街計画～ 

指導教員 朝日雅也 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○金田 来海 

（かねだ くるみ） 

保健医療福祉学

部 3年 

片岡 陽花 

（かたおか はるか） 

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 

私たちは「若い世代の定住促進」に向け、さいたま市に住み続けたいと思ってもらえる

愛ある街づくりを実現させるために、以下の政策をあげます。

1.さいたま市を知って、興味を持ち、訪れてもらう

さいたま市の良さを知ってもらうために、私たちは都会×自然（アーバンパーク）型グ

ランピング（以下：UP 型グランピング）の開催を提案します。UP 型グランピングでは、

鉄道ヴィラや盆栽ツリーハウスなどを用意しさいたま市らしさを出します。そこでは、婚

活（お見合いなど）や若者が集まるようなイベントを開催し、出会いの場や人との繋がり

が生まれる場として活用できるようにします。特に、グランピングならではの婚活にする

ことで、結婚というライフイベントに際してさいたま市に住んでいただくきっかけづくり

を提供します。そして、グランピングで出会って結婚した方には記念品として、名前や記

念日などを彫刻した家具を贈与し、メモリアルなものを贈与することによって、さいたま

市での素敵な思い出にずっと寄り添いながら暮らし続けることを期待します。

また、若者をターゲットにしているということで、いわゆる「SNS 映え」の効果でさ

いたま市の魅力が広まることを狙います。

2.住み心地が良い

若者の子育て支援として、ベビー用品の物々交換を提案します。物々交換では、「エピ

ソードタグ」といって、値札の代わりにその用品についてのエピソードやその用品を使用

していた時の子育てに関するアドバイスなどをつけてもらいます。エピソードやアドバイ

スを交換することによって悩みなども共有でき、子育ての励みになると考えます。

 加えて、この物々交換の場所を、子育てをする親の交流場所になるように工夫し、アナ

ログな交流、生の声を伝えあったり、催事の情報共有ができる場にしたりし、新たなコミ

ュニティ形成の場にしていきます。

また、平成 29 年度第 1 回さいたま市インターネット市民意識調査の回答より、望まれ

る公園のイメージを得たので、そのイメージに沿って、自然を壊すことなく耕地を整え、

施設の一部を公園として開放することを目指します。
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定住に向けてのプロセス

知る

訪れる

住み心地が良い 定住へ
興味を持つ

感じる

アーバンパーク型グランピング

ＵＰ型グランピングで

さいたま市に誘致

さいたま市で婚活

市民の憩いの場

休日の娯楽施設

避難所として

物々交換ブティックを併設

子育て支援

アーバンパーク型グランピング①
～さいたま市外の人にとって～

さいたま市に足を運ぶ さいたまに住むきっかけづくり

グランピング婚活など、イベントを開催し出会いの場に。
その後、結婚し埼玉に住むカップルには記念品を贈呈。

・交通の利便性が良く、首都圏からアクセスしやすい立地。
・市内には鉄道博物館や新都心駅周辺をはじめとする
商業施設など、自然以外の施設もある。
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アーバンパーク型グランピング②
～市民の憩いの場としての公園に～

グランピング施設の一部は公園に

市民の声をもとにした

公園づくり

訪問者と市民の交流の場に

自然を壊すことなく
耕作放棄地を整え
ＳＮＳ映えする野菜作り

農業体験
避難所
などに活用

さいたま市民の生の声を届け、
市民一人一人がさいたま市の広告塔に

住みやすい街：子育て支援
～物々交換ブティック～

必要とする人

必要としていない人

必要としていない人

必要とする人

ブティック内で子育て情報を共有できる掲示板・憩いの場をつくる

用品

用品
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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 小林チーム 

発表テーマ カフェ経営による地域活性化 

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 

〇小林 優介 

（こばやし ゆうすけ） 

健康栄養学科 

３年 

吉田 菜摘 

（よしだ なつみ） 

健康栄養学科 

１年 

山田 彩香 

（やまだ あやか） 

健康栄養学科 

３年 

鹿山 千愛美 

（かやま ちあみ） 

健康栄養学科 

３年 

本間 さやか 

（ほんま さやか） 

健康栄養学科 

３年 

高橋 俊輔 

（たかはし しゅんすけ） 

健康栄養学科 

２年 

小原沢 丹捺 

（こはらざわ にいな） 

健康栄養学科 

２年 

山内 琴乃 

（やまうち ことの） 

健康栄養学科 

１年 

正岡 真衣 

（まさおか まい） 

健康栄養学科 

１年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

●背景

 平成２９年度のさいたま市民意識調査によると、さいたま市のイメージについては「居

住・生活環境のよいまち」という項目が 48.3％と高い数値になっている。だが、駅周辺

の商業施設の発展や、住宅街の大型ショッピングモールの開店によりかつての賑わいを失

いつつある商店街がある。

 また、住宅街においても飲食店の店舗が少ない。そのため地域住民の休める場所や、憩

いの場となる場所が少ない。これにより、地域住民同士がつながりが薄弱になることが考

えられる。

●政策内容

 上記のことから、地域活性化を目的として「学生が経営するカフェ」を提案する。

 運営は学生が行う。営業時間を朝早くや午後のお昼休み時などコアな時間帯にすること

で無駄な費用を抑えながら収益をあげる。

カフェは商店街の中に立ち上げる。カフェを経営する店舗は、開業費用を抑えるために

空き家や空き店舗を利用する。カフェでは月ごとにさいたま市内外にある大学のサークル

と連携し、内装の趣が月替わりするようにする。さらに、イベントなどを開催し、地域住

民の新たなる学びの場や世代を超えた触れ合いの場になるように目指す。

●政策の効果

 さいたま市のメリットは、大学との連携を図ることでさいたま市と大学の連携の PR の

一環となる。

 地域のメリットは

・住民同士の結びつきが生まれること

・コミュニティの形成により愛着や情が生まれる

・世代を超えたつながりを期待でき、安心な街づくりにもつながる。

・学生との連携により地域と大学とのつながりが生まれる

ことが考えられる。

 そして、外部には学生都市であることや、地域の治安の良さをアピールすることがで

き、移住の促進も期待できるものである。
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学生が経営するカフェ

提案

地域住民が集まる

提案

住民同士が繋がる

店と住民が繋がる

くつろげる空間・憩いの場所

コミュニティー

地域
に愛着・情が生まれる
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提案

カフェ内イベントスペースにて
様々な大学が住民向けイベントを開催

世代を超えた様々な人々が集まる

提案

人々が集まる新たな学びの場
世代を超えて繋がる

新たな学びと繋がる

世代を超えた交流が可能に

学生が活躍する街としてのイメージ
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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 婚活～新婚世代に向けた定住促進政策 

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 

岩井 航 

（いわい わたる） 
法学部 ３年   

佐久間 矩仁 

（さくま のりひと） 
法学部 ３年   

櫻田 萌 

（さくらだ もえ） 
法学部 ３年   

〇千葉 美咲 

（ちば みさき） 
法学部 ３年   

土肥 幸叶 

（どい ゆかな） 
法学部 3年   

室川 大希 

（むろかわ だいき） 
法学部 ３年   

脇田 佳菜子 

（わきた かなこ） 
法学部 ３年   

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

〇前提

・さいたま市は、若者の転入が多いが、一方で若者の転出数も多い。

〇現状

・さいたま市人口ビジョン策定支援業務［アンケート集計結果］より、

 さいたま市に定住するための条件 

下から２位に地域コミュニティがよくなること。

〇課題

 コミュニティの重要性が理解されていない。

〇政策提言

そこで私たちはこの２点に焦点を当てて政策を考えていく。

 ・コミュニティの重要性をアピール

 ・コミュニティの促進する

（新婚式）

結婚してから１年間の新婚の方を対象に開き、さいたま市での地縁コミュニティを形成す

る。
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前提

若者の
転入が多い

若者の
転出も多い

さいたま市
10,589人

9,224人

参考：政府統計の総合窓口住民基本台帳人口移動報告
「都道府県内移動者数，他都道府県からの転入者数及び転入超過数の推移」

平成28年
25～29歳の転出入数

現状
交通環境の向上

地下や家賃の低下

買い物をする場所の増加

子育て支援の向上

教育環境の向上

治安の向上

防災面の安心度の向上

地域コミュニティの向上

その他

18～39歳がさいたま市に
定住するための条件

7.2％のみ
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コミュニティの重要性が
理解されていない

課題

政策

コミュニティの
重要性のアピール コミュニティの促進
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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 定住に向けた地域への愛着の向上化政策 

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 

○長瀬 勘汰 

（ながせ かんた） 
法学部・3年   

 榎谷 彩野 

（えのきだに あやの） 
法学部・3年   

 清水 優大 

（しみず ゆうだい） 
法学部・3年   

 白井 春花 

（しらい はるか） 
法学部・3年   

 長島 くこ 

（ながしま くこ） 
法学部・3年   

 名取 史恩 

（なとり しおん） 
法学部・3年   

 長谷川 彩夏 

（はせがわ あやか） 
法学部・3年   

 森岡 真子 

（もりおか まこ） 
法学部・3年   

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

１．さいたま市の現状

 さいたま市は、若い世代においては転入超過傾向にある。しかし、特に 20 代～30 代

後半の年代は、転入数も多いが、一方で転出数も多くなっている。なので、若い世代の

転出を抑えることが重要である。

 将来的にさいたま市での定住をしないつもりとお答えの、その理由（18～29 歳）と

して、「さいたま市が嫌い、あるいは愛着がないから」と回答した方が、項目第 2 位と

なっている（資料１）。

 そこで、さいたま市の愛着度を（資料２）で確認すると、他の政令指定都市を大きく

下回るポイントであることがわかる。そして、愛着が高い都市と低い都市の定住意向を

比較してみると（資料３）、愛着と定住意向に関連性があることがわかる。

 以上のことから、定住意向を高めるためには、愛着を高める必要があると考える（資

料４）。

２．提案概要

 では、なぜ市民に愛着がない人がいるのだろうか。現在お住まいの地域への愛着がな

い理由として、「街並みや風景、雰囲気が好きではないから」「地域活動に参加していな

いから」があげられる（さいたま市人口ビジョン 策定支援業務 アンケート集計結果）。

 私たちが独自で市民アンケートを実施したところ、上記２項目について改善すること

が、愛着を持つために必要であるという結果となった。

 また、「どのような地域活動に参加したいですか」と尋ねたところ、「子供と参加」、

「イベント系」「負担がない」という意見が多く集まった。

 以上の参加したい条件に沿った政策を提案する。

 具体的な政策内容に関しては、政策提案発表にて発表する。

３．効果・展望

 市民が参加したい条件に沿った政策を実施することによって、市民の参加を望み、政

策により、定住意向がない理由である愛着を高めることによって、市民の定住を促すこ

とができる。

 また、イベント参加が増えることは、地域の行動力や結束力を強化することにもつな

がる。さらに、市民が多く集まれば、情報の周知や地域が抱える問題の共有にもつなが

り、それが問題解決にもつながっていく。

 つまり、定住促進だけでなく、地域の結束力強化にもつながる。

-31-



0 5 10 15 20 25 30

％

定住しないつもりの理由

さいたま市人口ビジョン策定支援業務アンケート集計結果

仕事の都合

嫌い、愛着がない
家族・親戚と遠いから

地域での人間関係が良くない

物価が高い

買い物に不便

職場が遠い

住居に不満がある

行政サービスに不満がある

家賃が高い

その他

（１８～２９歳）

第２位
さいたま市が

嫌い、愛着がない

資料1

愛着を持つ都市ランキング
（さいたま市・政令指定都全市平均値比較）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社（２０１７年２月）

さいたま市 全市平均値

全市平均値を

大きく下回る

政令指定都市で

ワースト２位

0

5

10

15

20

25

30

35

１６．５pt

３０．８pt

％

資料２
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愛着と定住意向の関係

愛着が高い市 定住意向が高い

（政令指定都市ランキングとリーサスより計算）

愛着が高い都市
(福岡市・札幌市・仙台市)

愛着が低い都市
(岡山市・堺市・

さいたま市・相模原市)

0 20 40 60 80 ％

８０．８％

６４．９％

資料３

政策概要

定住促進

さいたま市に愛着を持つ

愛着を持てるような取り組み

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 OT ’ASH(おーてぃーあっしゅ) 

発表テーマ 
自分らしく生きられるさいたま市 

～『あいたまアプリ』でさいたま？からさいたま！へ～ 

指導教員 押野 修司 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○菊地 ほのか 

（きくち ほのか） 

保健医療福祉学

部・３年 

小川 結 

（おがわ ゆい） 

保健医療福祉学

部・３年 

 近藤 智子 

（こんどう ともこ） 

保健医療福祉学

部・３年 

 渋井 彩友美 

（しぶい さゆみ） 

保健医療福祉学

部・３年 

 髙橋 亜希 

（たかはし あき） 

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.現状とテーマ設定の動機  

現在、さいたま市の若者の転出数が増加している中で、さいたま市に住む若者は、さい

たま市について、住みやすく魅力を感じているという意見が多い。しかしその内訳は交通

の便が良いなどの利便性についての意見が多く、名所や名産品などがほとんど挙がらなか

った。これは、若者の名産品等に対する認知度が低いか、名産品等を知っていてもそれを

魅力に感じていないからであると考えられる。

そこで私達は、若者がさいたま市を魅力に感じ、愛着を持ってもらえば、住み続けてく

れるのではないかと考えた。よって、さいたまブランドを向上することで、名産品等の認

知度を向上することができれば、若者達はさいたま市の魅力に気付いてくれるのではない

だろうか。だが、それだけでは、転出数を減らし、定住を促進する十分な理由にはならな

いと考え、私達は作業療法という視点から、生活の質を向上することが定住につながるの

ではないかと考えた。そこで、さいたまブランドの向上に加え、趣味活動の充実等、生活

の質が豊かな「自分らしく生きられる街」であることが大切だと考えた。

 以上のことから私達は名産品の認知度向上かつ、自分らしく生きることのできる『あい

たまアプリ』を利用した政策を提案することにした。

2.政策概要

若者のさいたま市への愛着形成を狙い、『あいたまアプリ』を作成する。さいたま市民が、

さいたま市の名産品を購入することで、ポイントがもらえ、貯まったポイントに応じて、

趣味活動に対する割引や参加のチケット、ライフイベントに添った商品との交換が可能に

なる。さいたま市で開催されている各イベントや、趣味サークル、部活動に参加すること

によっても、ポイントが加算される。ポイントの集計・イベントの通知・名産品の紹介は

随時アプリで紹介していく。また、お歳暮やギフト等でさいたま市の名産品を利用するこ

とで、ポイントが倍加算される。

3.期待される効果

①アプリ内の通知や、ポイントを利用することによって新たな活動に参加しやすくなり、

趣味活動の拡大が見込まれ、自分らしく充実した休日を過ごすことができる。

②アプリの使用により、市民がさいたま市の名産品を購入する機会が増え、名産品の認知

度向上につながり、販売店舗の宣伝効果も期待できる。

③アプリ内通知でさいたま市内のイベントの認知度が向上し、各イベントの参加者数増加

により、さいたま市の活性化につながる。

④イベント参加を通して同じ趣味を持った仲間や、同じ境遇の人との交流が拡大する。

⑤アプリ内ポイントに応じてライフイベントに添った特典を設けることにより、住み続け

たいと思う街への発展。

⑥お歳暮やギフト等でさいたま市の名産品を使用することにより、さいたま市外への宣伝

効果が期待される。

①-⑥を通して若者のさいたま市への愛着の形成、生活の質の向上が見込まれる。
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開催概要 

１ 名称 

第７回学生政策提案フォーラム in さいたま 

２ 開催の趣旨 

「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、もってさいたま市

の発展に寄与することを目的に開催する。 

３ 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・浦和

大学短期大学部、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

４ 開催日時 

平成２９年１１月１９日（日）１４時３０分から１８時まで 

５ 開催場所 

 生涯学習総合センター 多目的ホール（シーノ大宮センタープラザ１０階）

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 提案テーマ 

 「若い世代の定住促進」 

さいたま市では、特に大学進学や就職をきっかけとした 10 代後半から 20 代前半の転入

が多く、また、20 代後半から 30代においても転入超過の傾向にあります。 

一方で、10～30 代の若い世代は、進学、就職、結婚等による転出も多い年代でもあるこ

とから、引き続き、この年代にさいたま市に定住し続けてもらうことが課題となっていま

す。 

そこで、特に若い世代の方々に、さいたま市を住みやすい、さいたま市に住み続けたい

と思っていただけるよう、学生ならではの専門的な知識や新たな視点を活かし、定住促進

につながる魅力的・創造的な提案を求めます。 

（提案内容のイメージ） 

・ライフイベント（結婚、出産、転居など）を契機に、さいたま市を選択してもらえるよ

うな取組 

・地域資源などを活用した、さいたま市の魅力の向上を図る取組 

・さいたま市の強みについて、情報発信力の強化を図る取組 

・さいたま市に愛着を持ってもらえるような取組 

・地域との結びつきを強めるような取組   等 

８ 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）、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）
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別表 「第７回学生政策提案フォーラム in さいたま」審査委員

団体名等 氏名 備考 

1 政策研究大学院大学 教授 高田 寛文 審査委員長 

2 マーケティングコンサルタント 上田 真弓 

3 
東京海上日動火災保険株式会社 

埼玉中央支店 営業課長 
田島 淳 

4 さいたま市都市戦略本部総合政策監 松本 欣也 

5 さいたま市都市戦略本部シティセールス部 荒木 美穂 

参考 「第７回学生政策提案フォーラム in さいたま」運営会議委員 

大学名等 役職等 氏名 

1 埼玉大学 総務部総務課長 福島 謙吉 

2 埼玉県立大学 研究・地域産学連携担当 担当課長 寿川 直美 

3 浦和大学・浦和大学短期大学部 総務課 課長 熊谷 康尚 

4 共栄大学 学務部長 大西 克巳 

5 芝浦工業大学 大宮学事課長 丸山 由香 

6 聖学院大学 管理部長 島村 宣生 

7 日本大学法学部 庶務課長 中村 光宏 

8 人間総合科学大学 地域・産学連携センター委員長 梅國 智子 

9 放送大学埼玉学習センター 事務長 渡邊 賢治 

10 目白大学 庶務部長 篠口 政司 

11 国際学院埼玉短期大学 学生部長・教授 中平 浩介 

12 さいたま市 
都市戦略本部 

都市経営戦略部参事 
浜崎 宏治 

13 さいたま市 
都市戦略本部 

都市経営戦略部主査 
片倉 淳平 

14 さいたま市 
都市戦略本部 

都市経営戦略部主任 
小山内 涼 

15 さいたま市 
都市戦略本部 

都市経営戦略部主事 
倉島 ちひろ 
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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 

 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。 

 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・浦和大学短期大学部、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 

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２８年度の主な連携事業】

 ・大学による地域の課題解決・活性化支援事業 

 ・さいたまトリエンナーレ 2016 のＰＲ協力 

 ・外国人に向けたシティセールス事業への協力 
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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～ 

第４回 平成２６年１１月１６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 振り込め詐欺対策 

優秀賞

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 

『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！？ ～ 

Let's OT! 埼玉県立大学 コミュニティ強化のための「心の視覚化政策」

内田ゼミ 共栄大学 
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 ～ 
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第５回 平成２７年１１月８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 齋藤ゼミナール 埼玉大学 うちわによるオリンピックの暑さ対策 

優秀賞

Shall We OT？ 埼玉県立大学 
Boys, be ambitious 計画～高校生ボランティ

アと医療アプリの普及について～ 

福島ゼミナールＡ 日本大学 文化芸術によるおもてなし 

福島ゼミナールＢ 日本大学 まちの美化によるおもてなし 

第６回 平成２８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 OT’S 埼玉県立大学 
ウォーキング×イベント～東日本まるごと健

幸プラン～ 

優秀賞

福島ゼミナールＡ 日本大学 
かるたを使って発信～東日本の魅力が見つか

るた 

福島ゼミナールＢ 日本大学 
～備えあれば憂いなし～シェルたまプロジェ

クト 

齋藤ゼミナール 埼玉大学 
Relations of Victory～VR を活用した広域連

携による観光促進事業～ 
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このイベントの開催に要する費用は、５４万円です。 

さいたま市は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020年    

市民満足度90％以上を目指す「さいたま市 CS90運動」に取り組んでいます。 

＊CS…Citizen Satisfaction＝市民満足度 


