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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 福島ゼミナール Aチーム(日本大学)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２ 【ＵＨＡＳ.ｃｏｍ】(人間総合科学大学) ・・・・・・・・・・・・・・・ 

３ 国際学院学友会(国際学院埼玉短期大学)・・・・・・・・・・・・・・・・ 

４ ＯＴ‘Ｓ(埼玉県立大学)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５ 共栄大学国際経営学部 堀井ゼミ３年(共栄大学) ・・・・・・・・・・・・ 

６ 福島ゼミナール Bチーム(日本大学)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

７ 齋藤ゼミナール(埼玉大学) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○ 開催概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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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5分、準備1分）

14:40 1 福島ゼミナールＡチーム(日本大学） 

14:56 2 【ＵＨＡＳ.ｃｏｍ】（人間総合科学大学）

15:12

15:22 3 国際学院学友会（国際学院埼玉短期大学）

15:38 4 ＯＴ‘Ｓ（埼玉県立大学）

15:54

16:04 5 共栄大学国際経営学部　堀井ゼミ　３年（共栄大学） 

16:20 6 福島ゼミナールBチーム（日本大学）

16:36 7 齋藤ゼミナール（埼玉大学）

16:52

17:12

17:22 ○審査委員長による審査結果の発表・講評

17:32 ○表彰・主催者挨拶

17:42 ○閉会

17:43 ○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）

休憩（10分）
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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 文化発信による交流拠点都市 

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 

○齊藤 千夏 

（さいとう ちなつ） 
法学部・３年   

 市川 昂 

（いちかわ こう） 
法学部・３年   

 伊藤 匠海 

（いとう たくみ） 
法学部・３年   

髙橋 優太 

（たかはし ゆうた） 
法学部・３年   

 名村 知紗 

（なむら ちさ） 
法学部・３年   

 松田 拓也 

（まつだ たくや） 
法学部・３年   

 三橋 英輝 

（みつはし ひでき） 
法学部・３年   

峰岸 朋宏 

（みねぎし ともひろ） 
法学部・３年   

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

1. 問題提起とその理由

さいたま市には盆栽、漫画、人形、鉄道などのたくさんの魅力がある。それにもか

かわらず、ブランド総合研究所の地域ブランド調査 2015 では、さいたま市の魅力度

は全国政令指定都市 20 都市中 17 位であり（資料①）魅力が十分に認知されていない

のが現状である。

「東日本連携・創生フォーラム」にて、地域資源の相互活用による、相乗的な地域

活性化の促進・交流人口の拡大を目指している。その「東日本連携・創生フォーラム」

で示された事業の 1 つに、ゴールデンルートに対抗するため、「東日本ゴールデンル

ート」の策定に向けた準備を行っているが、そのゴールデンルートに含まれる都道府

県と東日本連携市のある都道府県の魅力度を比較すると、差がひらいていることがわ

かる。（資料②）新たなルートの策定ができたとしても、魅力が十分に伝わっていな

い現状では、創生フォーラムの目的の 1 つである交流人口増加を図ることは難しいの

ではないかと考えている。

2. 政策提言

 さいたま市には、さいたまスーパーアリーナ、埼玉スタジアム 2002、大宮アルデ

ィージャホームスタジアムなど大規模なイベント会場もあり、平成 26 年には

12,027,204 人と、非常に多くの人がイベントのためにさいたま市を訪れている。また

人口数が近い広島市と比較してみても、さいたま市のイベントに多くの人が集まって

いることは明らかである。（資料③）さらに、さいたま市のイメージに関する調査（平

成 27 年）では“コンサートやイベントが多いまち”と答える在勤者の割合は 42.9%
であり、全体で 3 位と高い割合を占めている。

そこで私たちは、この優位性を生かし、さいたま市に来ている多くの人々に、さい

たま市だけではなく東日本連携地域とともに魅力を発信し、さいたま市を東日本の文

化の交流拠点都市としてのイメージ定着を図る政策を提言する。（資料④）

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

 以上の政策を行うことによって、楽しみながらさいたま市をはじめとした東日本の

文化を再発見することができるとともに、市の認知度も高めることにつながる。また、

東日本連携創生フォーラムの目的である地域活性化の促進、交流人口拡大の達成にも

寄与することができる。

 つまり、交流拠点であるさいたま市に東日本の文化を集め発信していくことで、さ

いたま市が東日本の文化の交流拠点都市となることができる。
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魅力度ランキング
（政令指定都市比較）

ブランド総合研究所 地域ブランド調査2015

資料①

札幌市

横浜市

さいたま市

０ １０ ５０４０

（点）

３０２０

大阪市

仙台市

広島市

新潟市

川崎市

魅力度ランキング
（平均値比較）

ブランド総合研究所 地域ブランド調査201６

資料②

東日本連携市の道県 ゴールデンルートに含まれる都県

０

３０

２０

１０

（点）
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イベント来場者数
（さいたま市・広島市比較）

資料③

０

１００００

さいたま市 広島市

１２０００

９０００

１１０００

１３０００

（千人）

広島県平成26年目的別総観光客数

埼玉県平成26年県内市町村観光客入込客数

12,027,204人

9,979,000人

政策の概要
資料④

さいたま市
の
魅力

東日本
連携都市の
魅力
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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】 

ＵＨＡＳとは、大学名の頭文字  

.ｃｏｍは、Commercial ではなく Company(仲間)という意味を込めて 

発表テーマ 
食がつなぐさいたま 

～管理栄養士の卵による政策～ 

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) 

健康栄養学科 

３年 

鈴木 真穂 

(すずき まほ) 

健康栄養学科 

４年 

安藤 瑞恵 

(あんどう みずえ) 

健康栄養学科 

３年 

 小林 拓樹 

 (こばやし ひろき) 

健康栄養学科 

３年 

 久島 出海 

(くしま いずみ) 

健康栄養学科 

２年 

小林 優介 

 (こばやし ゆうすけ) 

健康栄養学科 

２年 

 浜田 倫実 

 (はまだ ともみ) 

健康栄養学科 

２年 

本間 さやか 

(ほんま さやか) 

健康栄養学科 

２年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

１．さいたま市の問題点

私たちは、現在の日本で大きな問題となっている人口減少問題と高齢化問題に着目した。

この二つの問題は、国内でも有数のベッドタウンであるさいたま市へどのような影響を与

えるのだろうか。私たちは、市民の活動量の低下に大きな影響を与えると考えた。高齢者

の健康面の特性として、加齢により様々な病気を併発しやすく、さらに日常生活動作の低

下により骨や筋肉などが衰え、寝たきりの状態に陥りやすい。つまり、さいたま市の高齢

者の割合の増加は、市内の健康状態の悪化に繋がる。このことから、寝に帰る町ベッドタ

ウンから、寝たきりの町ベッドタウンになってしまうと考えた。これらの対策として、介

護士の人数や、さいたま市の定住人口を定着させるための交流人口の増加が必要である。

また、市民の健康状態を改善するための政策が必要であると考えられた。

そこで、さいたま市で盛んに行われている「食育」を活用し、他地域と連携したうえで

「交流人口増加」と「健康改善」にアプローチをし、さいたま市を活性化させる政策を考

案した。

２．政策方法

さいたま市には保健福祉局が主催の「食育を実践しよう」というプロジェクトがある。

このプロジェクトと連携してさいたま市の問題点を食育によって解決していく。

現在、「食育を実践しよう」は市内での活動が主であるが、私たちの考案した大学交換制

度を導入して、他地域との連携を取りながら幅広い活動を行う。この大学交換制度とは、

さいたま市内の管理栄養士の養成大学(以下、栄養大学)が企画した食育を、連携地域の栄養

大学で開催する。また、同時期に連携地域の大学で企画した食育をさいたま市内の大学Ａ

で開催するという交換制度だ。交通の便の良い結節点である大宮を他地域との連携の場と

して活用する。

３．政策内容

  大学交換制度を利用して行う食育企画を、３つ提案する。

１つ目は高齢化が進行する現在、臨床栄養上で注目されている咀嚼・嚥下問題。

２つ目は、海外からの観光客を対象とする。日本食文化、宗教や食物アレルギー等の

対策方法。

３つ目は、主催者に一般の方を募集し、幅広い世代で食卓を囲むことを目的とした料

理教室とする。
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高齢化問題

さいたま市の問題

人口減少問題

寝たきりの町さいたま寝るための町さいたま

ベッドタウン

交流人口
増加

健康問題

改善

寝たきりの町への対策
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食育B

食育A

大学交換制度

さいたまの
栄養大学

連携地域の
栄養大学

食育イベントの提案

外国人

観光客

一般向け

料理教室
咀嚼・嚥下
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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 国際学院学友会 

発表テーマ 東日本ノーマライゼーション拠点都市としてのさいたま市 

指導教員 中平 浩介・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 

◎ 小島 英介 

（こじま えいすけ） 

幼児保育学科 2

年 

 中山 京香 

（なかやま きょうか） 
幼児保育学科 1年 

矢田 遼太郎 

（やだ りょうたろう） 

健康栄養学科 2

年 

 横瀬 雪乃 

（よこせ ゆきの） 

健康栄養学科 2

年 

 橋本 華子 

（はしもと かこ） 

健康栄養学科 2

年 

 佐瀬 稔 

（させ みのる） 

幼児保育学科 2

年 

 横川 和美 

（よこかわ かずみ） 

健康栄養学科 1

年 

 井ノ川 久美 

（いのかわ くみ） 

健康栄養学科 1

年 

 横溝 彩 

（よこみぞ あや） 

幼児保育学科 1

年 

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

１．はじめに

 さいたま市では、平成 23 年 4 月に「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利

の擁護等に関する条約（通称：ノーマライゼーション条例）」が施行された。このノーマ

ライゼーション条例は、平成 28 年度に全国で施行された「障害者差別解消法」に先駆け

た、全国の政令指定都市では初めてとなる障害者差別解消条例であった。障害の有無に関

わらず、誰もが安心して地域で共に暮らすことができる街づくりを目指して、様々な取組

が為されてきている。

２．テーマ：東日本の交流拠点都市について

 先述したとおり、ノーマライゼーション条例を全国に先駆けて制定したさいたま市は、

今回の募集テーマの通り、交通の要処としても発展してきた。この物理的環境と「ノーマ

ライゼーション」、既に行われている様々な先駆的施策とを掛け合わせて、さいたま市お

よび埼玉県、東日本地域、ひいては全国においてノーマライゼーションの理念が活性化し

ないかと考えた。

 １）さいたま市ノーマライゼーション×「世界ゆるスポーツ協会」（ご当地ゆるすぽ）

＝東日本大会を目指したゆるスポーツの開発と実施

 さいたま市はこれまで、ブラインドサッカーの国際試合、ユニバーサルスポーツフェス

ティバルを開催している。ここでさらに踏み込んで、さいたま市（もしくは埼玉県）のご

当地のものを活用したゆるスポーツを開発・実施し、年齢・性別・障害の有無に関わらな

い、誰もが平等に取り組めるスポーツを通して、ノーマライゼーションの理念を実際に体

験し、東日本としてのノーマライゼーション拠点を訴えたいと考えた。

 ２）子育て支援×ICT 推進＝教育・保育におけるノーマライゼーション拠点

 さいたま市では、より広い概念から、「さいたま市子ども総合センター（仮称）」計画が

進行しており、乳幼児期から青少年までの幅広い年齢のこどもの支援拠点を作ろうとして

いる。また、さいたま市情報化アクション・プランにより、市の ICT 化を進め、より良

い教育環境の構築に尽力している。以上のことを踏まえて、通常の保育や教育の中で生

活・学習する障害のある（もしくは可能性のある）子どもに対する学習についての実践し、

子ども総合センターがその拠点となり、全国へ発信するような取組ができると考えた。

 以上の２点から、さいたま市が埼玉県のノーマライゼーション・共生社会の拠点となり、

さらには東日本、全国へと発信していく取組を提案したい。
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「ゆる
スポーツ」
コラボ

さいたま市×ユニバーサルスポーツ

さいたま市ご当地
・サッカー ・うなぎ
・野球 ・紅赤
・バスケ ・盆栽 etc

ノーマくんと ライちゃん
（ノーライゼーション条例webより）

ご当地ゆるすぽ

東日本「ノーマライゼーション」交流拠点都市として

「ユニバーサルスポーツフェスティバル」のさらなる拡大・大運動会

-
1
2
-



子育て支援×ICT

（仮称）子ども総合センター
（さいたま市webサイトより）

ICT推進・活用

拠点としての実践
発信・モデル提示

東日本「ノーマライゼーション」交流拠点都市として

-
1
3
-



グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 ＯＴ‘Ｓ 

発表テーマ ウォーキング×イベント～東日本まるごと健幸プラン～ 

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 

○加納 瑞穂 

 (かのう みずほ) 

保健医療福祉学部 

作業療法学科・3年

池上 真理菜 

 (いけがみ まりな) 

保健医療福祉学部 

作業療法学科・3年

 金子 みのり 

 (かねこ みのり) 

保健医療福祉学部 

作業療法学科・3年

 櫻井 香織 

 (さくらい かおり) 

保健医療福祉学部 

作業療法学科・3年

 長嶋 千恵 

 (ながしま ちえ) 

保健医療福祉学部 

作業療法学科・3年

 長谷川 可奈子 

 (はせがわ かなこ) 

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．現状とテーマ設定の動機

近年、生活習慣病のリスク回避のために、運動習慣の重要性が多くの媒体で取り上

げられている。運動の有効性を認識している人は増加していると考えられるが、働き

世代は多忙であり、運動習慣の定着が難しい傾向にある。さいたま市では、こうした

世代が楽しみながら継続的に運動に取り組めるよう、ウォーキングを中心とした「健

康マイレージ」の参加者を募集している。また、東日本地域に着目しても、健康増進

の目的でウォーキングを推進している自治体は多い。

そこで、さいたま市を含めた様々な地域が推進しているウォーキングを利用し、東

日本の交流を活性化できると考える。東日本の交通の拠点であるさいたま市が、その

中核を担えるのではないだろうか。また、現在自治体ごとに行っているウォーキング

の取り組みを発展させることで、東日本地域内での連携をよりスムーズに行えると考

える。

以上のことから、私たちは各自治体の取り組みを生かして交流を生む、ウォーキン

グに関する政策を提案することにした。

2．政策概要

“ウォーキング×イベント”というイベント型ウォーキングを通して、健康づくりの

意識づけが出来る。開催地はお互いの地域とし、イベントにはそれぞれの地域の独自

性を盛り込む。さいたま市でのイベントは、私たち大学生が考えた大人から子どもま

で楽しめる、さいたま市ならではのスポットを行き先としてウォーキングを行う。景

品も設定し、内容はさいたま市の特産物、および見学先の製品・グッズ等とする。ま

た、共同開催の相手地域へ行くことを促す方法や工夫も施し、さいたま市を交流拠点

として活性化させていく。

3．期待される効果

① 工場見学などのイベントを設けることによって、ウォーキング自体には関心の低

い人たちが身体を動かすきっかけになる。

② 運動習慣のない人がイベントに参加して歩くことにより、運動したという達成感

を得て楽しさを感じることができる。

③ 働き世代が運動の楽しさを体感し、運動習慣を身につけることで生活習慣病の予

防に繋がる。

④ さいたま市在住であっても、これまで訪れる機会がなかった場所に行くきっかけ

となり、市の魅力を知ることができる。

⑤ 他の地域と連携したイベント開催によって、広範囲での交流・仲間づくりのきっ

かけとなり、運動のモチベーションにも繋がる。

⑥ ウォーキングの目的地としているスポット独自の製品・グッズを景品に設定する

ことで、それらの地域の紹介になり、宣伝効果が見込める。
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生活習慣病

でも・・・

さいたま市では
健康マイレージの参加者を
募集してるよね！

なかなか運動に関心を
持ってくれない人も
いるよね…
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さいたま市は
東日本の交通拠点！！

そこで！！！

ウォーキングに
注目している都市は多い！

ウォーキング イベント

東日本の交流
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グループ紹介 

大学名 共栄大学 

グループ名 共栄大学国際経営学部 堀井ゼミ ３年 

発表テーマ 
さいたま市 地方連携 インターンシップ EXPO 

～ 幸すぽ ～の開催 

指導教員 堀井 希依子 

参加学生 

氏 名（ふりがな） 学部・学年 氏 名（ふりがな） 学部・学年 

○布施 颯人 

（ふせ はやと） 
国際経営学部３年

加藤 秋平 

（かとう しゅうへい） 
国際経営学部３年

鎌田 達也 

（かまた たつや） 
国際経営学部３年

高橋 拓也 

（たかはし たくや） 
国際経営学部３年

千葉 真人 

（ちば まこと） 
国際経営学部３年

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

1 問題背景

1-①
近年、日本の人口減少が始まり様々な社会問題が発生することが、予想されている。こ

の人口の減少は労働力人口の減少につながる深刻な問題である。また、関東圏（都心）に

人口が集中しており、地方の過疎化が進行している。現在、日本の約６割の企業が人材不

足であると認識している。このような地方の過疎化は、地方の企業における人材不足をさ

らに深刻なものにすると考えられ、対策が必要となるだろう。

１-②
さいたま市は人口約 127 万人が暮らす（全国９位）、同市内にある JR 大宮駅では新幹

線６路線が乗り入れる（乗車人員数全国９位）ため、さいたま市の強みとして挙げられる

また、スポーツが盛んな健康都市として有名であり、さいたまスーパーアリーナやさいた

まスタジアムなどの大規模なイベント会場を保有している。しかし、東日本の玄関口、交

通の結節点としての特徴がフルに活かし切れていないのが現状である。さらに SNS 等で

は PR 活動が弱く、イベントや情報を上手く発信できていないため、より話題性のあるコ

ンテンツを創造する必要がある。

２ 提案概要

上記の問題背景から、さいたま市が①イベント会場を保有していること、②東日本の交

通拠点となっているという強みを活かした提案を行う。連携都市の中小企業、大企業を集

めた連携都市の大学生向けの就職活動イベントの開催を行うことを提案する。さいたま市

が保有する、さいたまスーパーアリーナ及び周辺地区をイベント会場とすることで地方の

企業と学生を結びつけるとともに、さいたま市を訪れた学生や企業の人々に宿泊や観光、

飲食などさいたま市の魅力をアピールすることができる。連携都市の企業側のメリットは

人材の獲得や自社の PR を行うことを可能にするものである。

３ 本提案の意義

本提案により、進行する人材不足を解消できるきっかけになることが予想される。さら

に連携都市の大学生のメリットは会場までのアクセスが都内に比べて比較的容易になり、

就職活動の体験と周辺地域の観光ができ、近辺の大学生同士の交流の場としても活用して

もらうことも可能になる。この取り組みを通して JR 大宮駅は各地域へのアクセスに利用

してもらえるため、交通の結節点として幅広く機能することができる。このイベントによ

って企業と大学と自治体が密接に関わるため様々な相乗効果を生み出すことができるだ

ろう。
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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 防災による交流拠点都市づくり 

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 

○鈴木 拓海 

（すずき たくみ） 
法学部・3年   

 小野 和馬 

 (おの かずま) 
法学部・3年   

 齋藤 靖幸 

 (さいとう やすゆき) 
法学部・3年   

 關沢 賢 

 (せきざわ さとし) 
法学部・3年   

 田中 琴弓 

 (たなか ことみ) 
法学部・3年   

 森 舞雪 

 (もり まゆき) 
法学部・3年   

 山上 桐奈 

 (やまがみ きりな) 
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理由

さいたま市は、他の東日本地域の大都市と比較し自然災害に強いという特徴を持つ市で

ある。また、国からは「広域防災拠点」に位置付けられ、災害発生時においても東北など

東日本地域と首都圏の人的・物的支援をつなぐ連携の拠点としての役割が期待されてい

る。

2011 年 3 月に発生した東日本大震災後、さいたまスーパーアリーナには被災地から多

くの人々が避難してきた。またその際、市内の片柳コミュニティセンターでは、地域住民

が中心となり避難所運営が行われた。しかし、この時の経験から、行政に依存することな

く、住民が主体となった避難所運営の重要性が認識されたのであった。

そこで私たちは、自然災害に強いさいたま市が、その特徴を生かした「東日本の避難所」

となるために、市民レベルでの円滑な避難所運営を行うことが可能な力を養成することが

出来る政策を提言する。

2. 政策概要

私たちは、さいたま市が東日本の交流拠点として機能するためには、さいたま市の特徴

を生かし「東日本の避難所」として機能する必要があると考えた。

 そのためには、市民によって効率的な避難所の運営が行われることが必要である。避難

所の運営では、出来る限り「公助」に依存せず、「自助」「共助」の精神に基づき、市民自

身が避難所の開設・運営などを行える体制づくりをすることが課題となっている。  

ゲームと交流を通して、さいたま市民自身が東日本を守る「自助・共助」の精神を醸成

し、さいたま市が東日本の避難所として活躍することを目的とする政策発表を行う。

具体的な政策内容に関しては、政策提言発表にて発表する。

3. 効果・展望

地域防災における「自助」「共助」「公助」の重要性に関するゲーム前後での認識の

変化を測定したデータによると、防災ゲームへの参加により「公助」から「自助」へと災

害対策における重要性の認識が変化していることがわかっている。

こうしたことを踏まえると、この政策によって防災力を身に付けるゲームを行うことに

より「自助」・「公助」の意識向上が見込まれ、さいたま市民は、災害が起きた際に市民が

主体となって迅速に対応することが期待できる。

また、防災力が高い市民を育成することによって、さいたま市は、災害に強い特性を生

かした「東日本の避難所」として被災地に対する支援や避難者の受け入れを行うことが可

能となる。

従って、さいたま市と東日本地域の連携が深まり、さらに拠点性を高めることに繋がる

ことによって、さいたま市は東日本の交流拠点都市となることができる。
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災害に強いまち

他の都市と比べて災害リスクが低い

政策提言設定の経緯

さいたま市
国の

広域防災拠点

人的・物的
支援の拠点

災害時

ex.東日本大震災では、
スーパーアリーナが
遠隔地避難所に！
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交流の定義

私たちが考えるさいたま市と
東日本地域との交流

さいたま市が災害発生時に「東日本の避難所」
となり、さいたま市民が避難者を支援すること

市民による避難所運営

地域住民の方が主体となって避難所の
開設・運営を行うことが重要

災害時は、行政機能が麻痺してしまい
行政が被災者を十分に支援できない！
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グループ紹介 

大学名 埼玉大学 

グループ名 齋藤ゼミナール 

発表テーマ VR（Virtual Reality）を活用した広域連携による観光促進 

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 

○高田 暁 

（たかだ あきら） 
経済学部・３年 

大城 爽世 

（おおしろ そうせい） 
経済学部・２年 

田川 伽月 

（たがわ かづき） 
経済学部・３年 

東山 桃花 

（ひがしやま ももか） 
経済学部・２年 

森山 浩平 

（もりやま こうへい） 
経済学部・３年 

 山本 美優 

（やまもと みゆう） 
経済学部・２年 

江面 悠己 

（えづら ゆうき） 
経済学部・３年   

佐藤 大暉 

（さとう はるき） 
経済学部・３年   

小林 哲也 

（こばやし てつや） 
経済学部・２年   

奥山 千晶 

（おくやま ちあき） 
経済学部・２年   

佐々木 太郎 

（ささき たろう） 
経済学部・２年   

※ ○は代表者 
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政策提案概要書 

VR（Virtual Reality）を活用した広域連携による観光促進

埼玉大学 齋藤ゼミナール

１.現状分析

 現状、さいたま市は人口密度が高く交通の便が良いという特徴があるものの、観光地と

しては未だ発展段階にあると言える。また、地方では人口減少が顕著に進展し、経済規模

が縮小している。地域資源を活用し、地域経済圏の外部から人を呼び込める観光業は、地

域活性化のために重要な産業であると言える。

さらに、２０１６年はＶＲ元年と呼ばれるほど、ＶＲ事業が進展し、観光・ゲーム・医

療・防災・教育など様々な分野でＶＲ利用され始めている。とくに、観光は VR の活用が

最も期待されている分野の一つである。

２.政策内容

 私たちは、以上の現状から、近年、様々な分野で利用され始めているＶＲを活用して、

連携都市の観光ＰＲを実施することを提言する。

VR を体験することができる設備を、広域連携事業の一つである「（仮称）東日本連携

支援センター」に併設する。VR 体験は有料とする。VR のコンテンツは、各連携自治体

が作成し、さいたま市に提供する。コンテンツの内容は、観光地の PR とエンターテイメ

ント性を兼ね備えたものを目指す。また VR のコンテンツ内でセンターの物販の販売促進

を行う。得られた収益の一部は連携自治体に還元する。

３.政策の効果

 さいたま市のメリットは、VR のコンテンツをエンターテイメント性の高いものにする

ことにより、VR 体験施設を単なる観光 PR 手段ではなく、さいたま市の新たな観光資源

とすることができるようになることである。連携自治体のメリットは、VR 体験施設の収

益の一部が得られること、物販の販売促進が見込めること、VR というツールそのものの

訴求力によって、観光に興味がなかった層にも観光地の PR をすることができるようにな

ることである。また「（仮称）東日本連携支援センター」の利用促進にもつながると考え

られる。このように、本政策はさいたま市と連携自治体双方にメリットがもたらされるも

のである。
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VRで体験したいコンテンツ

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

その他

教育

ドラマ

ショッピング

アニメ

音楽

エンタメ

観光 ４６０

４１１

３３２

２７０

２００

１４５

４

２９０

WIN-WINの関係とは

つまり 勝利の関係

Relation of Victory 

Ｖ Ｒ
WIN

WIN

WIN

WIN

ＶＲでWIN-WINを目指す！
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VRとは
バーチャルリアリティ（Virtual Reality）のこと。

―現実ではないが現実と同じような環境をユーザーの五感に訴える
システムによって人工的に作り出す技術

―仮想現実、人工現実感とも。

HMD（ヘッド・マウント・ディスプレイ）
頭部に装着するディスプレイ型端末。
両目を完全に覆うことで視界を映像が独占。

没入感・臨場感を演出！

連携自治体

・映像
・物販
・情報

・宣伝
・観光促進

さいたま市
東日本連携支援センター

施設化
観光地化

収益
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開催概要 

１ 名称 

第６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２８年１１月２０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 

 「東日本の交流拠点都市」 

さいたま市では、新幹線６路線などが集まる「交通の結節点」・「東日本の玄関口」と

いう特性を活かし、新幹線でつながる東日本地域（北海道、東北、関東信越（東京都、

神奈川県、千葉県を除く。）、北陸の各地方）との連携を深め、本市と当該地域の活性化

及び本市の拠点性を高める取組を推進しています。 

そこで、子育て・健康・福祉・雇用・経済・観光・防災・まちづくりなどの幅広い分

野から、行政の連携に限らず、住民・大学・企業などとも連携・協力しながら、本市を

含めた東日本地域全体の活性化を一層進め、連携・協力による相乗効果を生み出せるよ

うな取組について、専門的知識や新たな視点を活かした創造的な政策提案を求めます。 

（提案内容のイメージ） 

 ・ 地域資源（物産・文化・祭・イベントなど）などを活用し、交流人口を拡大させる取組 

・ 観光需要を喚起するなどして、地域経済の活性化や雇用機会の増大などを図る取組 

・ 子育て支援や健康増進策など定住を促進させる取組   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６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副学長 横道 清孝 審査委員長 

2 さいたま観光国際協会専務理事 阿部 順平   

3 マーケティングコンサルタント 上田 真弓   

4 さいたま市都市戦略本部総合政策監 濱里 要 

5 さいたま市経済局経済部長 吉沢 浩之   

参考 「第６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 木崎 一美 

2 埼玉県立大学 
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 
総務課長 熊谷 康尚 

4 共栄大学 事務局長 斉藤 秀則 

5 芝浦工業大学 大宮学事部学事課長 神田 純一郎 

6 聖学院大学 
学務部副部長 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 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 小川 英朗 

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 事務局次長兼庶務部長 松村 敦子 

11 国際学院埼玉短期大学 教授・学生部長 中平 浩介 

12 さいたま市 
都市戦略本部 

都市経営戦略部副参事 
浜崎 宏治 

13 さいたま市 
都市戦略本部 

都市経営戦略部主任 
小山内 涼 

14 さいたま市 
都市戦略本部 

都市経営戦略部主事 
藤倉 泰喜 
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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２７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 

  ・若い有権者を対象とした選挙啓発用動画の制作 
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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 
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このイベントの開催に要する費用は、５３万円です。 

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 


