
令和元年度前期「子どもの提案」一覧

・クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするには？

提案内容

自転車や公共交通機関を利用することで特典が付くサービスや、公共交通機関の利便性を高めることで、公共交通機関を利用することに意欲を持たせるように
したらどうでしょう。また、コマーシャルなどで徒歩、自転車、公共交通機関を使うよう呼び掛けたりしたらどうか。さらに、小学生への授業などで、クルマ
を多く利用することによって生まれる害を教育したらどうでしょうか。

駅を田舎の方に増やせば良いと思う。そうすれば、高齢者などもクルマがなくても移動に困らなくなると思う。

電車の停車駅を増やしたり、車両数を増やしたりすると良いと思います。みんながなぜ電車に乗らないかと考えると、「駅から目的地が遠い」「ラッシュなど
で混むのが嫌い」などだと思うので、駅を増やせば「目的地」が少し近づき（これはエコには関係ありませんが、その地域の活性化にも役立つと思います）、
車両数を増やせば混雑も少しは和らぐと思います。また、「徒歩」を増やすには、歩道の青信号の時間を延ばせば良いと思います。なぜなら、青信号の時間が
減ると必然的に車道の青信号の時間が延びて、時間にゆとりがない現世の人たちは少しの待ち時間が憂うつで、待ち時間が少ないクルマに頼るのだと思うから
です。

例えば、公道でも高速道路のように料金をとったり、自転車の金額を国や県が出したりしたらどうか。公共交通機関（ＪＲなど）に補助金を出し、金額を安く
したり、電車の本数を増やしたらどうか。

徒歩や自転車の楽しさを伝えるために、まちなかでのハイキングやサイクリングによるスタンプラリーなどの行事を行えば良いと思う。

地方や離れた場所にも大きくなくても良いから、道路を作ることが大切だと思います。他にも、足腰の悪い人などが電車に乗りやすくするために、階段をでき
るだけ、エレベーターやエスカレーターなどを増やすと良いと思います。

駐車場の値段やガソリンの値段を高くして、公共機関の値段を安くする。

電車代などを安くし、電車の車両を増やし、快適に乗れるようにする。バスなどの便を増やし、「環境に優しい」ということをアピールしたらどうか。

・雨の日でもぬれずにアクセスできたり、できるだけ席を増やしたら良いと思う。・乗用車用のガソリンをもっと高くしたら良いと思う。

小さい子どもがいると、周りに迷惑をかけてしまうからという理由で、公共交通機関の利用をしないで、クルマを使用することがあると思う。なので、子ども
に対して皆が優しくしてくれれば良くなる。

例えば、バスや電車に乗ったら、その時にポイントをつけ、公共交通機関をたくさん使うと、ポイントがたまるようにする。たまったポイントは、Ｓｕｉｃａ
などのプリペイドカードにお金として入れられ、利用者が更に公共交通機関を使うようにする。

自転車置場を増やしてみたらどうか。色々なところに、太陽光発電により、日中にためておいた電気を使って自動的に暗くなると光がつく物を設置すると夜暗
くても安心して自転車に乗ったり歩いたりできると思う。外国から来た人や、電車、バスの乗り方が分からない人たちのために、何か国語かで乗り方を説明し
たパンフレットを作る。

自宅から駅までの道を歩くのが大変で、職場までクルマを利用する人が多いと思うので、駅に100円で借りられる自転車などを置くと良いと思う。大きな道で
自転車が通るのが危ないので、大きな道に自転車の道を作ると、自転車が道を走りやすくなると思う。駐輪場の料金を安くして、自転車を使う方が得をするよ
うにすると、自転車を利用される人が増えていくと思う。

みんなに公共交通機関である電車を使ってもらうには、電車を便利に使えるようにする必要があります。そのために電車の本数が少ない路線には増やし、電車
の来る時間間隔を狭くすると、もっと良くなると思う。

自転車を所有することに抵抗があったり、自転車は一度に長距離を移動するのに適していないので、さいたま市内でシェアサイクルを普及させ、誰でも手軽に
利用できるようにすると良いと思う。

クルマよりも自転車または公共交通機関を利用する社会にするためには、自転車や鉄道を利用させる取組をするのではなく、クルマそのものを、自転車や鉄道
のような乗り物にするべきだと思います。理由は、現在の社会ではクルマが、鉄道や自転車よりも圧倒的に利用されており、それを鉄道や自転車に切り替える
にはお金がかかりすぎてしまうからです。では鉄道や自転車のようなクルマとはどんな乗り物なのでしょう。僕は電気自動車や水素自動車だと考えます。理由
は、これらの自動車全て、ガソリン以外のものを利用して走っており、二酸化炭素を排出しないからです。以上の点から、僕はクルマそのものを自転車や、鉄
道のような乗り物にすることを提案します。

クルマを使わない、という提案ではないが、二酸化炭素を出さないようにするのなら、ハイブリッドカーなどの環境に良いものを多くの人が買うように工夫す
れば良いと思う。

クルマが楽に目的地まで移動できるから、クルマを多くの人が利用しているのだから、徒歩・自転車または公共交通機関を利用した方が有利になるような設備
を付ければ良い。例えば、今より徒歩・自転車が優先的に道を通れたり、電車を利用すれば何かプレゼントがもらえたりするなどの工夫があれば良いと思う。

ガソリン車だけでなく、電気自動車（ハイブリッドカー）を普及させる。

クルマよりも徒歩を多く利用する社会にするためには、駅の近くなどにデパートなどを密集させるのではなく、周りにデパートやコンビニエンスストアなどが
ないような場所に、デパートなどを分散したらどうだろうか。電車やバスを利用する社会にするためには、運賃を削減することによって、気軽にバスや電車に
乗ってもらえるようにすることや、障害者の方のためにバスの入口の段差を低くしたり、手すりをつけたり、点字を置いたりするなど、バリアフリーの要素を
バスや電車にたくさん入れれば、もっと良くなると思う。

都市部は、公共交通機関が多くあり、便利な施設（スーパーマーケット、保育園など）もたくさんあるので、わざわざクルマを使わなくても普通に生活できる
ことが多いが、都市部から離れたところは、施設はあるが数があまり多くないところが少なくないし、交通機関もあまり多くないので、車を使わざるを得ない
場合が多い。なので、便利な施設をもっと増やしたら良いと思う。また、1か月間に使った車のガソリンの量が何リットル以下なら何かもらえるみたいなキャン
ペーンをやっても良いと思う。

・道路をなくして、車が通れなくする。・せめて、歩行者天国みたいな感じにする。・自転車レンタルをどこでもできるようにする。なんか、「定期」みたい
なやつで、安めに…・自転車専用道路？とにかく青い道に時々クルマがとまっている。すっごい迷惑。・坂道なくしてほしい。

・自転車や徒歩、公共交通機関を利用すれば得するような仕組みをつくる。（例：商品券やポイントカードのポイント、ラインポイントなどをプレゼントす
る）・駐車場（一時的に貸し出すもの）の値段を上げる。

電車の行き来（電車が駅に来る数）を増やし、バスの行き来も円滑に進め、急ぎの人でもクルマよりバスとなるようにする。車道を大きくするのではなく歩道
を大きくし、自転車も通れる歩道のようなものも作る。バス自体を大きくする。普通のクルマより、電気自動車、水素自動車の方が得をするようにする。

例えば、電車が1本しか通っていない駅などがある。なので、そういう駅に様々な電車を通るようにして、クルマを使わなくても良くなるように、公共交通機関
の交通の便を良くする。

「クルマよりも徒歩」は確かに徒歩の方が優先だが、クルマで早く行きたいこともあると思います。つまり、徒歩者もクルマもお互い譲り合って生活をし、主
に徒歩の人に迷惑がかからないようにすれば良いと思う。そして短い距離の場所に行くときはクルマより、エコに良い自転車を使ったら自然に優しいと思う。

駅が古くて、旅客に応えることができていないのではないか。武蔵浦和駅で埼京線から武蔵野線（南浦和・新松戸。東京。南船橋方）に乗り継ぐ時、通路が狭
く、高齢者にはきつそうだった。また、バスが郊外から、大宮、浦和、岩槻といった駅に行くのに、乗り換えがいるため、首都高を使って東京に行った方が速
いのではないか。また、大宮は、宇都宮線と高崎線の乗り継ぎが大変だということから敬遠され、クルマの需要が大きいのではないか。



・バス・電車代を安くする。・バスの停留所を「病院前」にしたら、おじいさん、おばあさんなどの高齢者も喜ぶのではないかと思う。・ガソリン代を高くす
る。・クルマだけど、燃料電池車やハイブリッドカーを使う。

近くの場所に行くときには、徒歩・自転車または公共交通機関を利用したら良いと思う。特に公共交通機関のバスなどを使えばクルマと同じような環境になる
ので良いと思う。バス停の間隔を狭めたり、自転車置場を増やしたりすれば、もっと利用をしてくれるのではないか。

まず、小学校などで、「クルマがあることで、たくさんの二酸化炭素が排出され、地球温暖化の原因になる」ことをその専門の人などに授業してもらった方が
良いと思う。そうすることで、子どもがその家族にそのことを話して、広まると思う。他にも、健康な人には徒歩をしてもらうように万歩計を配って「何歩ま
でいったらエコ製品が当たる」としたりして、たくさん歩いてもらうことによって、大気環境の改善にもなる上、市民の健康のことも守られると思う。そし
て、それ以外にもその環境のことへのポスターを貼ったり、電車にそのような広告を貼ったりしても良いと思う。

・駅（電車）の数を増やす・動く歩道をあちこちに設置する・道路の上に屋根を付ける

埼玉県の人口は715万人。日本の人口は１億2000万人なので、埼玉県の人口は日本の人口の15分の1ほどです。埼玉県だけでどうしようというのではなく、
大都市である東京や横浜に訴えかけることが重要だと思います。特に僕の住んでいる東京都は公共の交通機関もありますが、クルマを皆使用しています。他の
都道府県にもクルマの交通を減らしてもらうにはどうするか。それは日本国の幹部に頼み、罰則付きの法律を制定してもらうのが良いと考えます。

・駅周辺の自転車置き場を増設すれば、駅に自転車で来やすくなると思います。（Ｓｕｉｃａなどのカードで）月40回以上（平均的に１日２回利用すると考え
て）利用すると次の月の（Ｓｕｉｃａなどのカードを利用した場合）乗車料金が割引されるようにする。

都心だけでなく地方にも電車を通らせることで、クルマを使わざるを得ない状況を打破する。また、駐輪場がない関係などで自転車を持っていない人などのこ
とを考え、アプリなどがなくても時間や距離で金額を計算できるレンタル自転車なども増やせば良いと思う。

ガソリン代に対して税を増やしそれで得た分を使ってバス代や電車代を安くする。

さいたま市のマスコットキャラクターの絵が描かれているバスを製造して、子どもたち、または大人たちが振り向くぐらいの派手なバスで、次乗ってみたい
なぁと思わせる。そしたら、バスに乗っていく人を増えると思います。

アップルウォッチや、スマホと連動し、万歩計のようなアプリを作り、歩いた距離だけ、住民税を安くすることができるようにしたり、スポーツ用品と交換
し、さらに、スポーツをしたくなるようなグッズと交換できるようにすれば、健康的になり、その上、二酸化炭素の排出量を減らせるのではないかと思う。

バス・電車の本数を多くして、自転車の駐輪場を増やせば良いと思う。

・地方も東京のようにたくさん電車を通し、自動車を使わなくても大丈夫なようにすると良いと思う。・駐輪場をたくさん作り、自転車の利用をする人を増や
せば良いと思う。・コミュニティバスなどをたくさん運行させればクルマではなく、バスを利用する人が増えると思う。

様々な人にクルマが二酸化炭素の排出量が一番だということを広め、また、公共交通機関を利用する利点も言っていく必要があると思います。また、バスが、
いつ、どこに来るのかという情報をスマートフォンのアプリなどで知らせれば良いと思います。また、都内の自転車の駐輪場などを増やしたり、歩くことが健
康につながることを教えれば公共交通機関を利用する人も増えると思います。今の社会では、公共交通機関や自転車を使う時に、家からとても遠いことや置い
ておける場所がないなどの不便な点を改善していけばより利用する人も増えていくと思います。

もっと田舎のところの方にも、電車を通した方が良いと思います。理由は、もともと、前住んでいたところは、電車が通っていなくて、クルマぐらいしか交通
機関がなかったからです。また、クルマも、エコなクルマをもっと作って、高い値段でなく、県からの補助で安くして、普及させるべきと思う。

自転車をより安く売って使いやすく、広めるとどうだろうか。ガソリンの値を上げる。

・みんながちゃんと左と右通行を守って歩道を歩くようにする。自転車で行こうとしてもこれを守らない人が邪魔で全然進まない。歩きスマホしてる人は後ろ
に自転車があることに気付かず片方に寄ってくれない。・交通機関がどこにつながっているか分かるようにする。・夜になった時暗い場所が多過ぎる。・電気
自動車が増えるように充電スポットを増やす。

シェア自転車を増やす。高速道路に自転車通路を作り、そちらの方は料金が無料になるようにする。

バスの通る区間、一つのバス停にバスがとまる本数をもっと多くすればもっと良くなると思う。

・歩道などをできるだけ整備して、けがなどの危険を減らすと良くなると思う。・歩道を少し広げて自転車などの事故をなくすようにすると良いと思う。・バ
スが通るところでバス停をもっと増やしとまるところを増やせば良いと思う。

・さいたま市は住宅街が多く、道が狭かったり街灯がなかったりと歩くには危険な場所が多い。また、産業道路は交通量が多いのに歩道が狭い。このようなと
ころを改善すれば良いのではないだろうか？

自転車に乗る人が少ないのは気軽に駐輪する場所が少ないからだと思う。駅前とか、駐輪場増やせば良いと思う。バスについては停留所増やしたらいける。

駅やバス停を増やし、ガソリン代より安い値段で移動ができるようにすれば良いと思う。道幅を広くして自転車が通りやすいようにすれば自転車を使う人が増
える。駅改札口を増やし色々な方向に出られるようにすれば駅を使う人が増えると思う。

自転車専用レーンを必ず作るとともに、歩道も作る。

自転車を安く売る。バスを少し安くする。

・歩道の幅をもっと広くした方が良いと思う。・自転車専用の道路を作ったらどうか。・歩行者天国を増やすと良いと思う。・駅の数を増やし、すぐ乗れる駅
にした方が良いと思う。・自転車のメーカーを増やす。・電車でスタンプラリーを作ると良いと思う。

駅周辺の防犯対策の強化。駅の清掃。歩道などの安全確保。

・電車に週何区画乗ったら景品をもらえる抽選に参加できるようにすると、子どもも楽しめると思う。・公共バスを田舎にも通す（←１日２回程でも）・駅に
ロータリー（クルマをとめる場所）をなくし、駐車場を作る（←わざわざクルマで行こうとしない）

もう少し人が歩く、または、自転車の通る道を広くし、どこの道でも安全に通れるようにするともっと良くなると思います。他にも、夜の暗いところを明るく
して安全にしたり、人があまり通らない道は管理をするなどのことをしたらさらに良くなると思います。

実際にも採用されているが、歩道を歩行者用と自転車用の２つに分けるという方法があると思う。いくら大きな通りでも、例えば道に広がって歩いている人が
いれば、自転車の人が不便であり、逆に自転車の人たちが何台か道を走っていたら、歩行者が通りにくくなる。僕もそのような経験がある。徒歩、自転車の２
つに分けることで、歩行者も自転車も気持ち良く目的の場所に移動できると思う。では、道が狭かったらどうするか。そうしたら、車道を挟んで片方を歩行者
用に、片方を自転車用にすれば良いと思う。

行政が主体となって万歩計のアプリを作り、ある一定以上の歩数を超えた人にはＬＩＮＥのポイントをあげる。

歩道を広くしてほしい。信号を渡る人のために青の時間をクルマが通る時間よりも歩行者が通る時間を長くしてほしい。バスもポイント制にして、何回も乗る
ことでポイントがたまり、たまったポイントで無料で乗ることもできるようにしたら良い。道路の脇に一定間隔で木を植える。バスの来る時間の密度を多くし
てほしい。歩道を整備して、歩いていて気持ちの良い景色を作る。

駅を住宅街のすぐそばに建てたり、切符をちょっとずつ安くしたり、ガソリン自動車だけでなく、ハイブリット自動車などを増やしたら良いじゃないかと思
う。

細かいところまで公共交通機関の交通網を張り巡らせる。また田舎などにも暮らしていくのに必要な建物を建てておく。また、そのような二酸化炭素を出さな
いような燃料電池自動車の開発を進めていく。また二酸化炭素を少しでも減らすように都市部などに植物を植える。

電車を利用する人は、自動車で駅に来る人も多いと思う。その自動車→駅の人を減らすことから始めたらどうだろうか。例えば、駅の自転車ロータリーの拡大
や、夜になっても安心してロータリーに行けるように防犯カメラの設置、室内ロータリーにして、夜はライトを常につけておくなど駅利用者に安心感を持たせ
ていくべきだと思う。

道の街灯を増やして暗くて歩きにくいところなども歩けるようにする。

国公認の歩いた距離を記録できるアプリを作り、ある一定距離を超えていたら、役所に行きお金がもらえるという制度があれば良いと思う。



電車が混んでいて、クルマで通勤・通学している人もいると思うので、電車の本数を増やした方が良いと思う。徒歩で移動する人を増やすためには、万歩計と
連動してたくさんの人と歩いた数（その数値）を競い合い、商品をもらえるようなアプリを作れば良いと思う。自転車で移動する人を増やすためには電動自転
車をもっと増やしたり、もっと少しの力で進むことができる自転車を作るような努力をすると良いと思う。バスで移動する人を増やすためには、バスの中にテ
レビを作り、テレビでニュースを流せば、通勤・通学をする人が乗りたいと思えるようになると思う。

街灯が少ない道や狭く、暗い道が多々ある。それだと、わざわざ歩いたり、自転車をこいだりしたくなくなるから、もう少し街灯を多く設置した方が良いと思
う。また、バスの定期と電車の定期を一緒にして、手続を簡単にして、値段も安くすれば良いと思う。（例：××前バス停→◯◯駅経由→△△駅　要するにバ
ス会社とＪＲ等の連携）、また、徒歩、自転車、公共交通機関を利用するよう呼び掛けるポスターを街の各所に貼付する。もちろん、なぜ徒歩、自転車、公共
交通機関を使用することを励行するのかの理由も書く。（書くというか訴える）

みんなの間に、近い場所に行くときにはクルマをあまり使わないという考えが広まれば良い。自転車が通れる道をたくさん作る。少しずつ過疎化の進む場所に
も、電車やバスを通す。電車やバスなどの間隔を少しずつ短くしていく。

運転免許を返納する年齢を決めれば、クルマに乗る人は減ると思う。（少子高齢化が起こっているから）

車道を狭くする。大宮駅などにあるような二重構造のような歩道を増やし、行ける場所が増えるようにすれば、信号がないので少しの距離なら歩こうとする人
が増える。またバスの会社と連携し、積極的に宣伝・アピールをする。

クルマではないと行けない、田舎や山に住んでいる人のためにも、近くにバスや電車を通した方が良いと思う。その理由は、車ではないと行けない人もいるの
で。

バスをガソリンを使って走るのではなくハイブリッドカーなどと同じようにあまり二酸化炭素を排出しないようにする。また、足が悪い高齢者のために、地面
とバスとの距離を縮めて乗りやすくする。優先席が少ない気がするので、バス・電車での優先席を増やしていく。バス停から自分の家までの距離が遠い気がす
るので、バス停を増やしたり、バスの通れる道を作る。駅までの距離が遠い人たちのために国が自転車を配布して、自宅から最寄り駅までの使用が可能にして
いく。全ての電車の車両をグリーン車にして、誰でも快適に過ごせるようにすることで赤ちゃん連れのお母さんから、高齢者なども「電車快適」と思ってもら
う。ポイントカードを作り、たまったポイントの量によってポイントが高ければ高いほど豪華なプレゼントがプレゼントされる仕組みにする。

・2階バス・高齢者の家にとまる・過疎化してるところでもバスをいっぱい・バス停を増やす・食事を出す・座席の数を増やす・連結・コミュニティサイクル・
小さい子のための号車・ポイントカード

高齢者が多い世帯に頻繁にバスがとまるようにする。バスの中をもっと楽しくして住民が乗りたいと思うようにする。席数をもっと増やす。小さい子のための
席→ガラスで区切りうるさくしても大丈夫。

バス停を増やしてほしい。楽しく乗るために2階バスを作る。また、ごはんを出してみる。（←新幹線風に）ポイントカードを作りたまったら、何かコーヒーが
もらえたり、プレゼントがもらえる。

まず、バス停を増やしてほしい。

駅やバス停は家から歩く必要があるため利用する人数が少ない。→現在、東京都で実施されつつあるコミュニティサイクルを実施するべきだと思う。人が多く
住む、住宅街や駅、バス停近く、公共の場などにステーションを作り、気軽に乗れるようにする。埼玉県がはじめに仮実施をし、使われ具合を調査したのち実
施する。

・ガソリンの値段を馬鹿みたいに高くする。・法律を変える(^ ^)（条例を変える）・市民や県民に対して、乗車料を安くする。・Ｓｕｉｃａみたいなカードに
バスや電車にどれくらい乗ったかの情報をたたき込んで、月末にふるさと納税的な感じで何かが届くようにする。・ポイントカードを作り、公共交通機関を利
用すると、ポイントが増える仕組みにして、そのポイントを自販機などで使えるようにする。

・クルマのガソリン代を高くする・車道を減らす→クルマがあまり使えなくなる・条例（さいたま）を付け加える。・バスの乗車料金を超安くする→バスを利
用する人が増える

・条例で自動車税、ガソリン税を増税し、そのお金で公共交通機関を使うお金を下げて自然に使わせる。

クルマを乗せられるバスや電車を作れば良くなると思う。

さいたま市の条例でガソリン税を上げ（自家用車の）その税金でバス会社、鉄道会社等に寄付し、料金を安くする。

バスの時間を正確にする→バス専用の道路を作る。クルマが通れないような道をたくさん作る。ガソリン税を上げる。電気自動車の値段を安くする。

・自転車専用の場所や、電車などを新たに作る。・二酸化炭素が排出されない電気自動車やハイブリッドカーなどのクルマを作る。・クルマの燃料（ガソリ
ン）の量を減らす。・誰でも事故が起こらない歩く歩道を作る。

・徒歩、自転車専用の道を作る。・路面電車の土地を広げたり、電車を増やし駅も増やして、１本で目的地に行けるようにする。

クルマを全てタクシーみたいに、プロが運転するものにして、個人でクルマを持つことができなくして、クルマの使用を面倒にすれば良いと思う。最近多発し
ている、高齢者による事故も絶対に高齢者がクルマを運転できなくなるから、少なくなるだろう。ただし、先ほどタクシーみたい、と書いたが、クルマは今ま
で通り買って、そのクルマに専属のドライバーが付属している、といった形にすれば良いと思う。また、同時に臨時で使えるように、タクシーの設備をもっと
強化すれば、より利便性も上がるだろう。ちなみにドライバーをロボットにするのは現状では危険だと思う。

・免許を取れる基準を高くする。・高齢者がクルマに乗れる基準を作る。・バスの設備を良くする。・バス停を増やす。

駅と駅の間隔を短くするともっと良くなると思う。バスの本数を増やすともっと良くなると思う。クルマを県や市に寄付すると３年間バスに乗り放題にする。

バスや電車などの座席を増やす。全てのクルマをハイブリッドカーにする。バスなど電車に乗る時にポイントがたまるようにして何ポイントかたまったら１か
月分などのチケットをあげる。

・座るところを増やす。・設備を良くする。

車内を快適にする。席を増やす。ガソリン代を高くして、運転手の運転意欲をなくす。

・高齢者割引をする。・乗るたびにポイントがたまってお金と引き換えることができるようにする。→乗る時のお金を安くすることでみんなが電車などに乗り
やすくする。

・高齢者割引を取り入れる。乗った分だけポイントがたまって、ポイントがたくさんたまったら、何か特典が付く。→高齢者の自動車事故があるため、電車に
乗せる。・小さい子割引→小さい子の母親はみんなに迷惑を掛けると思っているから電車に乗らずクルマに乗る。

・高齢者、小さい子割引を作れば良い。（電車）・乗る度にポイントがたまるようにする。（バス・電車）→10回乗ると…１回無料！などなど…・クルマよ
り、電車、バスなどの方が環境に良いことをアピールする。

・高齢者割引や、スタンプカードを作る。スタンプがたくさんたまったら、１回無料で行けるとかそういうものを作る。←何度でも乗りたいと思える！・小さ
い子割引・電車の時間に合わせてバスを動かす。

・高齢者割引を作る。たくさん乗ったらその分安くなるなどのサービスを付ける。・バスをなるべく電車の時間に合わせて、待ち時間を短縮させる。・駅の駐
輪場を増やす。

クルマより公共交通機関や徒歩・自転車を利用することを進める理由は排出する有害物質を減らすため。しかしクルマが有害物質を出さない乗り物になれば問
題が解決されると思う。技術開発によって今の「現地点は楽だが未来が危ない社会。」より「現地点は楽で未来も安心な社会。」のためにも、クルマそのもの
を変えるべきだと思う。

電車やバスの一部を使って個室を作るべきだと考えます。（料金は人と関わることのできる現在ある席と同じにする）理由は、バスや電車には、様々な人が乗
ります。その中でも良い人ばかりではありません。例えば、一度でも痴漢の被害に遭った方は、バスや電車には乗りたくない気持ちが生まれます。だからこ
そ、自分だけの空間を作り、安らぎを与える場所が必要だからです。

電車やバスに乗る際の需用金額を減らす。もっと公共交通機関に乗った時のポイント制を増やす。ポイントがたまった時の景品やサービスを改善したり、公共
交通機間をもっと心地良く利用できるような特権を与えると良い。

【クルマ】・動物を乗せることができる。・他の人を気にすることなく過ごせる。・飲食できる。・行きたいところに回り道などをせずに行ける。【バス、電
車】・決められた生き物？（盲導犬など）しか乗れない。乗れてもキャリーケース？に入れる必要がある。・飲食できない。・色々な駅にとまるため、時間が
…→クルマの利点をバス、電車に生かす。



電車やバスを国営もしくは県営にして無料にする。そして、電車のグリーン車のように良い椅子で、2階建てにして多くの人が座れるようにする。また時刻表通
りに運行できるようにする。なぜなら公共機関を使わない理由として遅れやすいことと高いことがあると思うからだ。そして、市民しかもらえないアプリで市
内を歩いたら歩いただけポイントのようなものがたまるようにしてポイントによって飲み物・食べ物・自転車など運動や歩く時自転車に乗る時必要なものがも
らえる制度を作る。

今日は梅雨なので雨が降っていました。こんな日は家から駅までお父さんお母さんにクルマで送ってもらっている人が多いようです。どんなに公共交通機関を
便利にしても、そこに行くのにクルマを使ってしまいます。そこで、雨の日でも外を徒歩、自転車を利用しやすいようにする必要があると考えました。僕は、
これを実現するために、「駅の近くに大きな屋根を付ける」だとか「夜の間に雨を降らすため、ミサイルで雨を降らす」などをすると良いと思います。こうす
ることで、徒歩や自転車を利用する人が多くなり、結果的にクルマの利用者数は少なくなる、と思います。

Ｓｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯにポイント機能を搭載し、10回乗ると、ドリンク無料にできるようにする。

公共機関を使ったら、割引制度をする。

一部の大型道路をバスのみ通れるよう、条例で定める。バスの車両を増やせば待ち時間は減る。さらにバスだけ通っているので、事故減少にもつながる。車は
一部の小さい道路用にすればバスの使用は増える。値下げをすれば人も増える。

高齢者が人口の多くを占めている現代だからこそ、65歳以上の方のバス・電車等の運賃をある程度割引する。

バスの本数を増やし遅れをなくす。ガソリン代やクルマの維持費を上げる。

牛乳の入れ物を加工するための二酸化炭素削減のために使い捨ての紙から何度でも使えるビンに変える。

・電車の本数を増やす。・学校の前に駅を作る。

自転車用通路をたくさん作る。

岩槻～浦和美園を電車でつなげば良いと思う。クルマよりもエスカレーターをなくした方が良いと思う。

徒歩・自転車用の便利な道を作る。

自転車の強制使用。

自転車専用スペースを作る。

岩槻と浦和美園を結んでほしい（電車）

・電車で、岩槻～浦和美園をつなげる。・電車、バスに乗るとスタンプがもらえ、ポイントがたまると景品をもらえる。

・定期の値段を安くした方が良い。→電車や定期を使えるバスの利用者が増える。・特別快速を増やした方が良い。→仕事や帰宅を急ぐ人が多い朝と夜の時間
帯。

浦和美園駅と岩槻駅をつなぐ電車を作ったら良いと思う。

クルマは二酸化炭素が少ないのにすると良いと思います。

～岩槻から浦和美園までつなげる～今は、「埼玉スタジアム２〇〇２」に行くのにわざわざ遠回りしなくちゃいけなく、電車よりクルマの方が早いということ
でみんなクルマで行ってしまうので、岩槻駅から浦和美園までつなげれば、みんな電車を使うようになり、公共交通機関を利用する社会になる。

僕は台湾に住んでいたのですが、台湾のように、もっとバスの本数を増やすべき、もっとバス代、タクシー代も安くするべき。

バスや電車に乗ったり、自転車を使ったりするとポイントが貯まってクーポンや景品（←図書カード）がもらえる制度を作る。（自転車は駐輪場でポイントも
しくはスタンプをもらう）自転車の貸出し。

埼京線と東海道線を一緒にしてほしい。埼京線の特別快速を作ってほしい。

◎埼玉高速鉄道・埼玉スタジアム線を蓮田か岩槻まで伸ばすと赤字の埼玉高速鉄道・埼玉スタジアム線も利用客が増えて低価格で乗れるようになり、もっと良
くなると思う。◎武蔵野線のむさしの号としもうさ号の量を増やすともっと良くなると思う。また、武蔵野線の東京方面の量を増やすともっと利用客が増えて
良くなると思う。◎武蔵野線は直線の線路が多いのでもっと速い速度で走るともっと便利になると思う。

電車の駅を増やして、家→駅をクルマや自転車など、そこからは電車という形に！また、駅と駅を結ぶ線路を増やす。（乗り換えを少なく）セグウェイを使え
るようにする。レンタル自転車。

電車の本数を増やす。

・市が認めた歩数計で１か月25万歩以上歩き、市に申請するとＱＵＯカード500円分プレゼント！・自転車購入（レンタル）時のレシート（領収書）を提出す
ることで購入費の３%を補助。・自動車税爆上げ。

・開発をもっと進めて、環境に一切問題がなくなるようにする。（化石燃料の軽減）・公共交通機関の使用する時の、運賃及び経費を減らす。

・クルマの生産量を減らし、歩道を整備して、電車の路線の量を増やしたら良いと思う。・電車賃を安くする。

税金で、自転車を設置して、それを20回500円などで貸出しする。また、普通の自転車の駐輪場を増やす。歩く歩道を設置する。

・国がガソリンで走る自動車を回収し、電気自動車・ハイブリットカー・燃料電池車を与える。・ガソリンで走る自動車を持っていた場合、年に◯◯円払
う。・公共交通機関の値段を安くし、ガソリンの値段を高騰させる。

・クルマの代わりに電車などの交通機関を利用する。・電車を使うために電車の運賃を減らす。・ガソリンの値段を高くする。

・電気・ハイブリットの自動車を増やす。・高速・駐車場などの値段を上げる。・公共交通機関を安くする。・スマホアプリなどで歩いた量に応じてドリンク
無料などを増やす。・車の免許を取る試験をめちゃめちゃ難しくして使わせない。・ガソリンスタンドを解体してシェアサイクルなどにする。・自転車の座り
心地、かっこよさなどを良くして買ってもらえるようにする。・電車などにＷｉｆｉ、映画などを付けて乗ってもらうようにする。技術を上げて早くする。

・バス専用道路を作る・有名な場所やビルが立ち並ぶ場所の下に鉄道を通す。・車の免許の試験を難しくする。

・今高齢ドライバーが増える世の中を変えていくには、運転できる年齢を決めたり、道路ではクルマが走るスペースを一列だけにして、徒歩と自転車用の道を
作る。そうしたことで、クルマを走らせずにバスをたくさん走らせて交通事故を減らしていく。・ガソリンの量を規制したりする。・自転車を使うことで駐輪
場を無料にしたり、1か月に１回何かのクーポンがもらえるようにしたりする。

車道をなくして、路面電車を走らせ、クルマの移動を減らす。トラックなどの荷物は、貨物列車に頼る。列車での移動を多くする。

・クルマの信号待ちの時間を長くし、徒歩の信号待ちの時間を短かくする。・タクシーを、税金で安くする。・パーキングエリアに電気自動車専用の充電機を
付ける。1つの車のエリアに1つ。

・バスや電車の1時間の本数を増やす。・バスや電車の運賃を減らす。・自転車の電動アシスト付きの料金を減らす。・クルマのガソリン・エンジンの料金を高
くする。

・電車やバスの本数を増やし、公共交通機関を待つ時間を減らす。・騅輪場、バスや電車の運賃を下げる。・クルマの移動時間より公共交通機関を利用した方
が移動時間が短くなることをＰＲする。・駅の周りに魅力的な施設を建設する。

・クルマの燃費を悪くする。

・クルマから出るガスが問題となり地球温暖化の原因になるため、電気自動車や水素を使ったクルマを増やせば良いと思います。・バスやタクシーを値上げし
て電車の料金を下げれば少しずつ電車を使う人が増え、大型車の利用が減ると思います。・罰金制とかにして、少しずつ車を使う量を減らせば良いと思いま
す。

・公共交通機関を利用すると、得をするようにする。（そう思わせる）・クルマの免許を取る時に、クルマのデメリットを伝える。

・自転車を貸す会社。１日または１時間の料金を決め、自転車を貸し、借り終わったら元の場所に自転車を戻して料金を払うシステムを作る。・自転車の走れ
る場所、人が歩く場所を増やす。・電気自動車を作る。・2階建てバスなどたくさんの人が乗れる乗り物を作る。



ガソリンを高くする。

化石燃料を使わず、遠くへ行けるものを発明する。

化石燃料の採掘を止めれば、地球の限りある資源が枯渇するのを防ぎ、地球温暖化を防止することもできると思う。

・駐車場の駐車代を高くする。・人の健康志向を高める。

・高速道路を少なくすると良くなると思う。・住宅街やマンションが立ち並ぶところなどの近くに、便利な公共施設をもっと建てればもっと良くなると思
う。・もっと走く走れる自転車（←有害なガスを発生しない）を開発すれば良くなると思う。

・レンタル自転車を各所に設置する・道にきれいな花を植え、歩いている時（自転車に乗っているとき）に楽しめるようにする。・駅に、その駅のシンボルと
なるようなものを設置する。

・電気自動車を利用する。・自動車を使わない時間帯を決めて、どうしても使わなければいけない時は、金を取ったりする。・車道の幅を小さくし、歩道の幅
を大きくする。・電車の本数をもう少し多くして、乗換えが不要になるように、駅と駅をもっとつなげる。

・田舎の方まで、電車の駅を作る。・電動自転車をもっと安く売る。→自転車で長距離走っても疲れないようにする。・ガソリン自動車を減らす。→電気自動
車、水素自動車を増やす。→少し安く売る。

公共交通機関を田舎でも都会でも（どこでも）、深夜でも早朝でも（いつでも）、使いやすくするために、電車（またはバス）の本数を増やす。山の中などの
バス停や駅を増やす。階段は車椅子の人やベビーカーを押している人は使えないので、どんな人でも使える、エレベーターを作る（または増やす）取組をす
る。目の見えない人も使えるように点字などを増やす。（ユニバーサルデザインのものを作る）道路（クルマの）を使いづらくする。クルマは良くないという
ことを示す、うその事故の動画をニュースで流す。

自動車の燃料の元は原油。原油はあと50年で枯渇してしまう。なので、普通の自動車よりも、電気自動車や燃料自動車など、環境に良いクルマを使うべきだと
思う。また、少しずつ始まっているシェアリング自転車をもっと増やし、なるべく排気ガスを出さないようにする。

燃料電池車を今よりも普及させる。徒歩、自転車専用の道を作る。自動車から二酸化炭素が排出されるため、木や花などの植物をたくさん植える。自動車を地
下に走らせて、二酸化炭素を吸収する装置を地下に作る。

・クルマを自動化する。・ガソリンを高くする。

自動車の道路をなくし、路面電車、自転車、歩道の道にして、クルマを使うことを原則禁止にする。路面電車の本数を増やし、発展させ、運賃もできるだけ安
くして、１日フリーパスなどを作ったりする。

・ガソリン代を上げる。・電車の本数を増やす。

・バス停の数を増やす。・道に、歩道や自転車用の道を整備する。

・クルマを使わなくても、生活しやすいまちをコーディネートする。・歩数に応じてボーナスを作る。・遠距離通勤通学時の公共交通機関の利点をＰＲする。

自動車の値段を上げるか公共交通機関の値段を下げる。ガソリンの値段を上げる。公共交通機関の交通網を広げる。

バス停の数を増やして高齢者が利用しやすいようにして事故を防ぎ、若い人などに、バス利用を心掛けるよう呼び掛ける。

最近問題にもなっている高齢者の事故が多発していることもあるため、今、１番クルマを使って移動しているのは高齢者だと思われる。実際、自分も登校の
時、最寄り駅まで徒歩で自宅から行っているが、高齢者が歩いているところはあまり見ない。ではどうするか。もちろん、最近期待が高まっている自動運転の
技術もあるが、まだ時間はかかるし、クルマを使っていることに変わりはなく、買う金額も高いなど、様々な問題がある。つまり、あまり時間とお金をかけず
にかつ、安全に実施できる対策でないといけない。そこで、たとえば公共交通機関を使ったという領収書等を、徒歩の場合万歩計の記録を写真で撮って、ポイ
ントにするようにして、領収書だったら100枚、万歩計だったら50万歩などに設定し、たまれば何かと交換してもらえるようにすれば良いと思う。また、自分
が使ったという証明には、使った時、高齢者カードを提出してスタンプを押せば、証明になると思う。また、このイベントを６５歳以上などに限れば、証明ス
タンプを押す人員も削減できると思う。

さいたま市のバスの本数を増やす。交通機関の値段を安くする。駅の近くにデパートなどを集中させる。

・道路脇に季節の花を植えて、みんながいつでも歩きたくなるような環境を作る。（桜など）・自転車に流行のキャラクターや、自分の似顔絵などを描き、宣
伝することによって、みんなが自転車を買うようにする。・子連れ専用車を作り、赤ちゃんが泣いても大丈夫なような環境を作る。

・電車に子連れ専用車を作る。・クルマ税を作る。

市営とＪＲの駅をつないで、電車の本数を増やす。

ナンバーによる規制。

電車の本数を多くして、多くの人が座れるようにして、移動をしてもらう。＜例＞宇都宮線＝10分に１度から５分に１度とか…　子どもや大人が好きなキャラ
クターを電車の壁紙にしたりする。ガソリン車の規制。

ある程度電車に乗ると、消費税が軽減する。ハイブリッドカーを勧める。

電車の中にスクリーンを置いて、無料で映画を見られるようにするともっと良くなると思う。

ガソリン車の日変わりのナンバーの番号による規制。（電気自動車は規制外）電車の本数を多くする。

電車の本数を増やし、レンタル自転車を普及させ、公共交通機関を割引する。

バスや電車を使いやすくするために、自転車の駐輪場などを多く作り、レンタル自転車などを普及させる。また、バスや電車の本数を増やし、渋滞を緩和し、
電車に乗りやすくするようにすることが良いと思う。

バス、電車等に乗った際、領収書が渡されて、そのバスや電車に乗る時にかかった料金の半分が返ってくるシステムを作る。（もらうときは領収書を渡す）ま
た、自転車や靴も少し安くなるようにする。

クルマが通れる道を少なくして歩道の面積を増やす。そうすれば、今の歩道よりも多くの人が一気に通れる。さらに、歩道の一部に自転車専用の道を作る。そ
うすれば、車道に出ずに自転車も安全に通行できる。レンタルできる自転車を駅の近くに設置し、カーシェアリングのように短期間のレンタルやレンタカーの
ように長期にレンタルできるようにすれば、自転車の使用する人も増えるかもしれないと思います。バスに乗ってくれるようにするのであれば、バスターミナ
ルを増やす。

私用でクルマに乗っていた時間（１時間単位）×０．１円の税金を取る。クルマにどれくらい走ったか分かる装置を付けておいて、その結果で請求する。

電車とバスの本数を多くする。駐車場の料金を高くする。自転車を無料で貸出しするようにする。公共交通機関や歩くことで「エコポイント」がたまるように
する。その「エコポイント」はスーパーマーケットなどで使える。

～公共交通機関をもっと利用しやすくするために…～・月に◯回以上公共交通機関を利用したら安くなるシステム。（大人→小ども　子ども→無料）定期券と
は違い、目的地はどこでもＯＫ♪・電車内にキッズスペースを設ける。

・クルマの道路代の請求。・駐車代の多量請求。・チャリを使用するとアイス1個無料（県が負担）。

ガソリンの値段を上げる。また、電車の運賃を安くする。クルマ以外の移動手段で移動した分だけ年金に加算される。

もっと、道などを安全にして公共交通機関の運賃を安くすればもっと利用できると思う。

・電車の停車駅を増やす（バス）・クルマを運転する時に走行距離が短いほどバスの回数券がもらえるようにする。・定期的に地域で散歩会を開いたり、自転
車の講習会を開いたりして、歩くことや自転車に乗ることの楽しさを味わってもらう。

・自転車が通る部分や歩道をもう少し広くすると、安全性が高まり、徒歩や自転車を利用する人が少しでも増えると思う。・今の地球温暖化とクルマの関係の
現状をもっと広めるポスターの掲示や講演会を行うのはどうか。・バス停を増やす。・駅ビルやその周辺のデパート等、駅のすぐそばで楽しめる場所の存在を
広める。・電車の窓から見える景色を良くする。・自転車や徒歩で行けるところに行くときは、クルマを使わない。

電車やバスをよく使ってくれる人に対して、ポイントをあげる。そのポイントが貯まったら、市で行われるイベント（コンサートなど）に安く行けるようにす
る。コンサート、試合チケット、ミュージカルなど。お金で返還するのはあまり良くないと思います。



なぜクルマよりも徒歩や自転車または公共交通機関を利用すれば良いのかを詳しくみんなに伝える。公共交通機関の料金を安くする。

市や区からそういう目標をたてようと書いてある紙を掲示板などに貼ったり人々に呼び掛ければ良いと思う。

楽をしようと考えないように生活したらどうだろうか。一人ひとりが地球のことを考え二酸化炭素などのガスを出さないよう生活するともっと良くなると思
う。体を動かし健康にも良く自動車などのお金を使わず節約できると考え生活していけば良いのではないか。クルマの値段をあげて買う人を減らしていったら
どうか。クルマへの税金を上げれば買う人も使う人も減るので良いと思う。駐車場にとめる値段を高くすればもっと良くなると思う。

まちなかとかで徒歩をできるだけするようにと呼び掛けたりまたは、まちなかの近くにスーパーマーケットなどを建てたりしたりしてまちの人たちになるべく
クルマで行ってもらわないようにするなどの工夫。また植物の光合成によって二酸化炭素を少しでもなくせるだけど人間はそんなの知らずに切ってしまう。も
う一度日本の環境の状態をよ～く知った上でやってもらうことなどをする。

地域で散歩する日を作り、少しでも徒歩にする習慣をつけるのはどうだろうか。

交通機関の料金を値下げして、みんなが簡単に利用ができるようにする！

体のことも一緒に考えて、近場であれば徒歩もしくは自転車で行くと良いと思う。少し遠い場所であれば、電車などで最寄りの駅などまで行き、あとは徒歩で
なるべく行けるようにするともっと良くなると思う。

・クルマのガソリン代をもう少し高くするとクルマよりも徒歩の人が増えると思う

クルマでの移動を10分控えるだけでも、二酸化炭素の排出量は減るので、細かい移動はなるべくクルマを使わずにした方が良いと思いました。例えば近くのコ
ンビニエンスストアに行くだけで使うのはどうかなと思います。また、クルマよりも徒歩や自転車のほうが準備、片付けが楽にできると思います。それで、遠
出をする時は電車やバスを使い、「どうしても」のときにクルマを使うのが良いと思います。また、「クルマが使えないと不便」と考える人も多いと思いま
す。しかし、クルマがなくても生活していけます。私もその１人です。もちろん、使うなとは言いませんが、一人ひとりが１日に10分使わないだけで二酸化炭
素は削減されます。「誰かがやっていてくれてるから私はやらなくても良いんだ」と考えている人もいると思いますがそのように思っている人がたくさんいて
は、問題は解決できません。なので、一人ひとりが少しずつ今の地球の環境について考えてみてはどうでしょうか？

乗用車から出る排出物がどれだけ地球に負担をかけているかを知ってもらうようにし、そのような点と正確な時間に来るという点で公共交通機関を使った方が
良いと呼び掛ける。

①クルマの交通量が多い道路では、クルマが道路を走る際にお金を取り、利益を交通整備に充てる。②電動自転車（自転車）を借りることができるスポットを
多く作り、近くのところへ行く際には自転車を借りることにより、二酸化炭素排出を減らすことができる他、クルマは座るだけだが電動自転車（自転車）は、
それに加えて運動することができ、最近「車道の隣に自転車専用レーン」があることをよく見掛けるので、ちょうど良いのではないか？また、自転車をお得に
借りることができる回数券や、フリーパスなどがあれば効果が上がるのでは？③市公認の万歩計を開発、売りに出すことで、「◯万歩以上の方に金券プレゼン
ト」みたいなことをしてみれば良いのでは？

クルマの長所は、遠い場所まで、速く行けることです。自転車の長所は、歩道を走行できる場合があることです。クルマは遠距離だが、自転車は、近場での移
動が便利。電車が便利なところは、色々な場所に速く行けること。バスは、すぐ近くまで速く行けること。このような長所をもっと伸ばしていけば、クルマよ
りは、自転車の方が使われると思います。例えば、自転車専用道路を作ったり、鉄道では本数を増やしたり、バスは路線を増やしたりしていけば良いと思いま
す。
クルマを使うと、二酸化炭素が増えるから、クルマはあまり使わない方が良いと思います。もっと歩いたり、公共交通機関を利用したりした方が良いと思いま
す。歩きたくなかったら、自転車も利用した方が良いと思います。

まず、スケートボードの値段を下げる。これをすることによって、クルマを使うより、楽しんで目的地に向かって進む人が多くなるはず。そして、目的がなく
て外出する量を減らした方が良い。家でだらーとして、テレビとかゲームとかをやって時間をつぶそう！最後に、バスを増やしていこう！これによって、いつ
も空いている状態で気楽に外出することができ、クルマが消えていく。

みんなに呼び掛けること。クルマの性能を上げること。電車の量を増やす。例）川口駅に宇都宮線を通す。

クルマのガソリンの値段を上げること。それに、クルマの燃費を悪くすること。それに、電車の量を増やすこと。

・クルマの生産を減らし、バスなどの公共交通機関の本数を増やさないほうが良いと思う。・身近な場所へは徒歩や自転車で行くと良くなると思う。

スーパーマーケットや会社を増やして遠くまで行かなくて大丈夫なようにする。線路を増やし、電車通勤を増やす。

自転車を使う人はできるだけ車道を走ってくれれば歩道を歩く人も安全だと思う。

クルマが通る道をなくす。

私はこの地球環境問題について、呼び掛けとガソリンの値段、そしてクルマの値段を高くすれば少しは抑えられると思います。もちろん値段が高くなれば買い
たいと思う人は少なくなります。そうすればクルマを使う人が減り、二酸化炭素が減ります。私は今日この問題についてとても考えることができました。まず
は私から地球温暖化に協力できるようにしたいです。

クルマの生産をなくしたらどうか。クルマの走行量を決めてしまう。道路を狭くする。

電車やバスなどの公共交通機関を利用しないのはマナーの悪い人がいたり、人が多くて座れないなどの理由があると思うので、注意するようなことをしたり、
電車の数を朝と夕方の間だけでも増やすことをするともっと良くなると思う。

外に出掛けなければ良いと思います。買い物やお出掛けは徒歩で行けるところにする。わざわざ遠くへ行かなくて良いと思います。どうしても遠くへ行かなけ
ればならない時に（沖縄、国外）クルマで行く人はなかなかいないと思います。だから徒歩の人が増えると思います。人間は必要最低限の生活ができれば良い
のです。

・駐車場の数を減らして、クルマをとめる場所を減らし、使うところを減らす。・これからクルマを買う人には電気自動車を買うようにしてもらう。

ガソリンを高くすれば良いと思います。たしかに、その分移動する時は大変になると思いますが、嫌でも乗りたくなくなります。ですが、これだと移動が大変
なお年寄りなどは徒歩や自転車などを使うことができませんし、電車は大丈夫でもバスはガソリンが高いと値段が上がってしまうと思います。なのでまだまだ
考えなければいけないと思います。

クルマを使うと自分が不利になる条例・法律をつくる。例えば、ガソリンの価格を高くする。あと、水素電気自動車を多く使ってもらうために、水素電気自動
車をガソリン自動車より価格を安くする。

公共交通機関の値段を下げる。公共交通機関の中を快適に過ごせるようにする。

高齢者がクルマを運転すると、事故が多くなり、死者が増えてしまうので、なるべく徒歩や電車を使った方が良いと思います。また、クルマを走らせると二酸
化炭素が発生してオゾン層が破壊されてしまい、地球温暖化が進んでしまうと思います。

電車での乗り換えが大変で合わないので、もう少し乗り換えをしやすくすれば良いと思う。

・雨の日にクルマを利用することが多いから少しでも徒歩で目的地に行くようにするともっと良くなると思う。・目的地が近い時は徒歩や自転車を利用すると
もっと良くなると思う。

まず、人々がクルマを頻繁に使うのは、徒歩・自転車よりも速く移動ができるからです。また、公共交通機関の場合、時間が指定され、遅延などが考えられる
ため、クルマで移動した方が楽だからです。このことから、今回のテーマを達成するには、人や自転車がクルマより速く移動し、公共交通機関は、かなり頻繁
に（２、３分に１本）運行する必要があります。ですが両者とも現実的ではありません。では、どうすれば良いか、それは、人々がクルマよりも徒歩・自転車
または公共交通機関を「使いたくなる」ことが必要です。そのためには、徒歩や自転車で移動することで、お金がもらえるようにすれば良いと思います。人は
結局お金なのです。公共交通機関に関しても同じことが言えます。公共交通機関を無料で使えるようにすれば良いのです。

自分は東京都23区在住ですが、さいたまの学校に通っていて一番感じたのは、ＪＲの路線はあっても東京メトロのような地下鉄がなく、一つの駅の間が歩ける
ようなところではないし、その代わりバスはけっこうあるが、やはりバスだと自分のクルマの方が良いと思ってしまって、みんなクルマを利用してしまってい
るのだと思うので、やはり駐車場料金を少し上げたりすると、クルマの不便さが分かるようになって自転車とかを利用するようになると思います。やはり、東
京都内の人はあまりクルマは利用していないので、さいたま市と東京の違いを比べて見てみれば、何か解決策が見つかるのではないでしょうか。

クルマ以外の移動手段で移動するとポイントが貯まるアプリを作る。そのポイントはさいたま市内の様々なところで使えるようにする。特にマッサージ機
（店）でそのポイントを使えるようにすれば、「歩いたら疲れる」という理由も改善されると思う。



・駐車料金を高くする。・電車の運行状況がメールで届くようなシステムを作り、電車を使いやすくする。・万歩計・消費カロリーなどを分かりやすく示した
上で消費したカロリーの分だけクーポンがもらえるアプリを開発する。・電車の魅力を伝え、より多くの人に電車を利用してもらうようにする。

・さいたま市民限定のバス・電車の１日乗車券をつくる。（ただし、さいたま市内のバス・電車のみに限る）・都市部を中心にクルマの通行量を規制する。・
自転車専用道をもっと増やす。

市営のバスや電車を使うとポイントをもらえる仕組みを作ったら利用する人も増えると思う。たまったポイントは地域のお店で使えるようにしたら、地域活性
化にもつながると思う。また、公共交通機関の充実を図ることも大切であると思う。私事であるが、バスを利用しようと思い、列に並んでいたのだが、あと１
停留所となっているのになかなか来なかったため、タクシーに変えてしまったことがある。この時、バスが具体的にどの辺りを走っているのかを知ることがで
きれば、もう少し待ってみようという気になると思う。また、道路渋滞により、バスが時刻表通りに来ないことも多いので、路上駐車をしないようにして、バ
スが時間通りに来るようになれば、仕事に行く時等も安心して使えると思う。

・地域に呼び掛けるポスターを作る。・徒歩や自転車で来る人用にコンビニエンスストアのポイントカードを作る。（Ｔポイントカード的な～？）・電車通
勤・通学は定期代が半額。

ベルトコンベアみたいに立って動けるような道をいくつも作る。クルマを使うことは、環境が悪化するということをテレビやポスターなどで国民全体に言う。
クルマよりも速く移動することができるような自転車を開発する。

オランダでは自転車を利用する人が多いため、環境に良いと他国から称賛されている。クルマは、排気ガスを排出するため地球温暖化の原因になるが、徒歩・
自転車では環境に悪影響を与えないということを小学校や中学校などに呼び掛ける。また、自転車を使って店に行ったら割引してもらえるというような、誰も
が自転車に乗りたいと思える企画をする。

ガソリンを売らない（高くする）。その分運賃を安くする、クルマを売らない。公共交通機関に乗らないのはとまってくれる場所が少ないからだと思います。
しかし、駅をたくさん作ることはまず不可能です。だから僕はバス停を今より多く作るべきだと思います。

高速道路の料金を高くする。私自身、経験したことで、バスに乗るのは難しい。だからなるべく電車を利用する。電車を使えば、シールがもらえるという制度
を使ったら良いと思う。

さいたま市内の自転車専用道路（青いやつ）の整備をもっと進める。さいたま市内のガソリンの値段を上げる。

徒歩・自転車・電車・バスに乗ることによって、何らかのメリットを得られるようにすれば良いと思う。電車の場合ならば、ＩＣカードを使って、５回乗車す
れば、その次の１回の乗車は料金が半額になる。バスの場合ならば、ＩＣカード、回数券、定期券のうちのどれかを使って、５回乗車すれば、その次の１回の
乗車料金が半額になる。さいたま市では公共交通機関だけでなく、徒歩・自転車も考えるべき。市から、公共施設への、徒歩や自転車での来場をした場合の追
加サービスをするよう呼び掛ける。そういった活動が必要になると思う。

クルマを全て水素しか排出しないようなクルマではないと走ってはいけない等と規則を作れば良いと思う。クルマに乗る人は月に何円払わなければいけないと
いうようにする。やはりみんな徒歩よりもクルマの方が楽だし便利だからクルマを使っている。徒歩にしてもらうためには何かしらの規則を作らなければなら
ないと思う。

駐車場を増やさず、自転車置き場を増やす。公共交通機関を利用するとポイントがたまるアプリを作る。

ＬＲＴを通せばより公共交通機関が身近なものになり、更に良くなると思う。（特に渋滞が発生しやすい場所）また、駅から近い観光名所まで、すぐにＬＲＴ
で行くことができたら、今までマイカーなどを利用していた観光客がバスやＬＲＴを利用するようになるかもしれない。

・自動車税を上げる。・クルマ以外で行くと、割引するなどの得を出す。・公共交通機関をもっと細かくする。・その人が１時間あたりに稼いでいるお金（a）
×クルマで移動する時間－クルマにかかる費用と　a×自転車で移動する時間　を比較し、数値でいくら損するかを説明する。

まず、公共交通機関の本数を増やす必要がある。人々がクルマを使うのは、公共交通機関である電車やバスの本数が少なく、混んでいる、や待ち時間が長くて
使いづらいからだ。まず、そこのところを解決する必要がある。また、徒歩、自転車の利用をしてほしいのならば、歩道の幅を広くする、自転車専用の通路を
作るなど、人々がそれを使いやすい環境を整える必要がある。

・ＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉｃａなどの移動する際に使うカードに、使うたびにポイント（→クーポンや、商品券になる）がたまる制度をつけ加える。・徒歩の人に
は、「トホコ」みたいな、歩数計＆ポイントがたまるカードを使る。・クルマの駐車料金を高くする。・クルマで通勤、通学していない人は、食堂が無料に
なったりする。・交通の便が良い市町村に何らかの良いものを送る。

近くの比較的大きめなスーパーマーケットなどに自転車で買い物に行く時は、駐輪場も広いので普通にとめることができるが、まちなかにある小さめの店に行
く時は近くの小さい駐輪場にとめるしかない。しかし、小さいため満車であることが多く、結局近くのスーパーマーケットまでとめに行くことになり、それが
面倒臭いのでクルマを使うようになる。そのため、まちなかにある駐輪場の数を増やし、面積を広くする事は難しいので２、３階建てなどのように縦に大きく
すれば自転車で行くのが楽になると思う。

家から会社まで徒歩で行ったらお店の割引クーポンがもらえる。電車に乗って、各駅のスタンプを集めると、会社の給料が１割増える。自転車通学の子は学校
開始時間が10分遅い。電車通学の子は定期代が無料となる。

・自転車にクルマについているような走行距離が分かるメーターを付けて、何キロメートル走ったら景品がもらえるなどする（徒歩も同様）。・電動自転車の
電力や威力を上げる。

自転車の駐輪場が少ないから、それを増やしていく。自転車の値段が高い。もう少し安くしたほうが良い。買い物などで、たくさん買うと、徒歩や自転車では
限界があるから、手で引いて運ぶかごのような物を普及させたい。

公共交通機関の値段を安くすればもっと多くの人が利用すると思います。あと、もう１個の案としては、例えば、月曜日は番号に０、火曜日は１、水曜日は
２・３、木曜日は４・５、金曜日は６・７、土曜日は８、日曜日は９が付いているクルマは、使ってはいけないというルールを作れば良いと思います。

クルマが排出したガスの量によって税金を定める。高齢者の免許を返納させる基準を作る（その年代の排気量を減らす）※東大宮は１日の乗降客数が約７万
人、ホームドアの設置目安は10万人以上ですが、最近急速な都市化、また人が増えてきているのでホームドアを設置した方が良いと思います。（東大宮に住ん
でいる地元住民として）

・１人が１か月に使えるガソリンの量を決める。そうすることで、できるだけクルマを使わない生活にすることができる。・バスなどの路線、本数を増やし、
利便性を上げる。・ガソリンの値段を上げる。

・今多くのクルマが二酸化炭素を排出していて、光化学スモッグも発生するかもしれないということを各々の自治体で講演会を開いて伝える。また、ＬＩＮＥ
などで公式アカウントを作って、それをタイムラインにあげれば良いと思う。

１日の歩数や、自転車の走行距離などによってポイントがたまり、景品なども用意する。もしくは、ガソリン代を高くする。

・観光地などで、徒歩・自転車・公共交通機関を利用した人を優遇する・スーパーマーケットなども駐車場を有料化する・徒歩・自転車・公共交通機関を利用
した方がお得と思える制度を作る。

まずは道路を整備することだと思います。

ガソリンの税率を上げて、クルマを使わない人が増えるようにしたりバスなどでは料金を安くして何回かに１回無料になるなどの制度を作れば良いと思う。

交通料、ガソリン代を高くする。その分の金だけ電車の料金を低くする。

今回の問題、よく考えさせられるものでした。道をきれいに平らにすれば自転車を使いやすい。さいたま市の人がクルマの使用を減らすためには、JR東日本を
より利用すれば良いと考えます。

大きな荷物や重い荷物を電車やバスなどで置けるスペースを作ったら良いと思う。また、小さい子どもが乗れるよう電車やバスなどにベビーカー専用スペース
を作ったり、子ども用の席を設けたりしたらどうだろうか。公共機関や駅構内で自転車を通れるようにすれば、自転車がもっと使いやすくなると思う。道路で
も、車道を自転車で走っているとクルマと接触しそうになったりクルマが停まっていてどこを通れば良いか分からなくなったりすることもあるので、改善すべ
きだ。
クルマの駐車場の代金を高くして車を使わせないようにする。電車については満員電車を減らすため本数を増やしたり新しい電車を走らせたりする。自転車の
空気入れは色々な場所に設置するなどして、自転車を多く使わせる。

ガソリンに税金をかける。ハイブリッドや電気自動車などのエコカーに補助金を出す。

・電車賃などの公共交通機関の賃金を下げる。・「クルマNO週間」みたいなものを作り、１日でもみんながクルマに乗らない日を作る。・スタンプラリー的な
ものを各所に置いておく。



バスなどの施設をもっと良くする。（バス停に屋根を作る、座席を増やすなど）

・スクールゾーンみたいに、みんなが結構クルマを使って移動する。朝と夕方以外の時間帯に大きな道路じゃないところはクルマで通行できなくする。・バス
などの路線を増やす。

自転車や電車などは乗るのに大変だったり、時間がかかるため、高齢者などが不便なのでもう少したくさん駅などを設置するなどをして、楽に駅に行けるよう
にする。

クルマを所有する人には今よりもっと高額の自動車税を払ってもらうようにする。その税で得た利益を還元するために市民全員にバスの格安利用券を配る。そ
うすればクルマに乗る人は少なくなるし、バスをみんなが利用してくれるのでバス会社にとっても大きな利益が得られると思う。

歩行者の信号だけ青の時間を少し延ばして、歩くメリットを作る。また、歩くことで健康を保つことができる（のか知らないけれど）ことが分かる動画を作
る。

クルマに対しての規制を厳しくする。（例　～歳以上はクルマの使用を禁止する）高齢者のクルマの事故をなくすためにバスや電車、タクシーを使ってもらう
ために割引券などを渡す。

公共交通機関をもっと普及させれば良いと思う。バスや電車の規模を大きくして、より使いやすくする。また、年配の人や、障害者にも優しい対応をするべ
き。ホームの隙間や、ホームドアの設置に気を配る。

・公共交通機関とさいたま市で協力をしてイベントをする。・高齢者に公共交通機関を利用させるために、どの公共交通機関でも使うことのできる割引制度を
作る。

・60歳以上の高齢者には、「クルマ運転許可診断」を行い、それで、運転しても問題のないかどうかの専門の検査で落ちた人は、クルマの免許を返させる。そ
の検査で受かった人には、クルマの免許をもう一度取らせる。高齢者用の自動車訓練施設を作って、そこで合格したらＯＫ。そうしたら、毎年、検査を行う。
しかし、免許は新しくしなくて良い。しかし、検査で落ちたらＯＵＴ！

・バスやタクシーなどの値段を下げる代わりにクルマの税金を上げたり、ガソリンの値段を上げる。・60歳以上のクルマの使用を禁止する。・バスや電車など
の本数を増やす。・クルマは一家庭１台にする。・クルマに関する法律を厳しくする。・クルマの事故の映像を見せて、クルマの危険性を教える。・自動車免
許を返納した人に１万円分ほどのタクシーのチケットをわたす。

二酸化炭素を出す自動車の値段を販売会社と協議し、基本設定を高くする。水素自動車など、二酸化炭素をあまり多く出さない自動車を少し安くする。公共交
通機関を高齢者が利用する場合、バス代など、一般人より安くする、または、それに値する補助金を出す。1時間に通るバスの本数を増やし、利用しやすくす
る。

さいたま市がさいたま市に住んでいる人の公共交通機関の利用料を毎月何万円か負担する。クルマを所持している人に１年１兆円の税金を払わせる。

クルマを使う→目的の場所（生活に必要な施設）が歩いて行くと遠いところにあるのでそうなっている。つまり、生活に必要な施設を徒歩圏内に作れば良い。
しかし、現実は、住宅などがたくさんあり、生活に必要な施設（スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど）を新たに作ることは難しい。→バスにしよ
う。バスを交通手段にする。しかし本数が少ない→増やせば良い。路線数を増やせば良い。

▶先に税金としてある一定の運賃を徴収してしまう。→利用者は積極的に公共交通機関を使うようになる。また、利用者が少なく廃線になりそうな路線には、
一定の収入が得られるようになる。▶６5歳（高齢者）以下の人には、ガソリン代に税金が付くようにする。

自転車の駐輪場を無料にする。一定距離歩くと収入が入るような制度を作る。自転車そのものの料金を割引き、点検料を無料にする。

病院や商店、スーパーマーケット、デパートなどのよく利用する公共施設を都市部に整備し、加えて職場も増やしてそこまでの公共交通機関を整備する。住宅
地もこれから整備する時はまちの構成等を工夫して、バスも入れる、バス停が安全、駅が近いようなことを意識すれば良いと思う。また、バスだけでなく、路
面電車やモノレールも便利だと思う。さらに、コンビニエンスストアの品数を増やせば、都市部が遠い人も便利だと思う。

ヨーロッパで利用されている「パークアンドライド」を作れば良いかと思います。ヨーロッパの二酸化炭素排出量は減ってきています。日本もこれを使えば二
酸化炭素が減るのでは？あと、夜中にすごく速く走るクルマがあるから、やめさせよう。

バスやタクシー、電車などの運賃を値下げして、クルマの駐車場の数を減らす。駐輪場の数を増やし、お金のかかるところでは値下げをする。

まずそもそも、人々が徒歩・自転車または公共交通機関を利用せずにクルマを利用するには、クルマにその他のものを超えるメリットがあるからだと思う。ま
ず徒歩・自転車では遠くまで行けない。電車では駅から遠くの目的地に行くのが難しい。バスは本数が少なく、またバス停から遠い場所へ行くのは難しい。タ
クシーはクルマのガソリン代と比べてかなり高い。よってこれらのことを全て改善し、クルマを超える利点があれば、クルマの利用は抑えられると思う。

・ガソリン代を高くして、クルマで行くより、バス・電車などで行った方が、安くなるようにする。

公共交通機関を一定期間利用したら何か市がやっているサービスを無料にする。

バスや電車を月１回くらいのペースで無料にする。

①自動車税を取る。②70歳以上には「免許」を返納する制度を作る。→返納すると「何か」がもらえる。（賞品）返納しないと①がとられる。③公共交通機関
に「高齢者車両（席）」を作る。④ガソリンの価格を上げる。⑤タクシーの値段を下げる。 ⑥高齢者専用◯◯を作る。→病院行きなど（診察）

クルマを所有している人に税金を払わせ、70歳以上の人々はクルマを運転してはいけないなどの取り決めを作り、田舎のところは公共交通機関を整備する。

自動車に乗ると税金を払わなければならないようにして、その税金をバスや電車に使い、バスは無料にしてバス停を増やしバスの本数も増やす。電車は車両を
増やして多くの人が乗れるようにしたり、駅も増やし、多くの人が家から徒歩で行けるようにする。

・免許を国に返さなければならないということを義務化する。これにより高齢者が中心ではあるが徒歩や自転車利用者が増える。また最近問題視されている高
齢者ドライバーによる事故が減ると思われる。・最終手段としてガソリン１リットル当たりの値段を上げたり、クルマそのものの値段を上げるという方法もあ
る。

最近、高齢者の自動車の運転による事故が増えているので、1か月に1回定期的に講習を受けさせることを義務付ける。受けなかった場合は、免許をはく奪す
る。また、徒歩や自転車を使って移動した距離を計るものを高齢者に配布して、その距離に応じて賞品を渡す。

ヨーロッパの環境保全の政策を導入する。具体的に言うと、都市部まではクルマで来て、そこにクルマを止めて、商業都市などには、路面電車などを通して、
買いものをしやすくする。

・80歳以上は事故防止の意図も含めて、クルマの免許を返納させる。・市が指定した、歩いた数を計る機械や、スマートフォンのアプリで歩いた数の10分の1
を1ポイントとして、そのポイントがたくさんたまったら、県や市の特産物をポイントと交換できるシステムを導入したら良いと思う。

・65歳以上はクルマを運転できなくなる。・クルマの道路を少なくする。・二酸化炭素が出ないエコなクルマを使うことを義務にする。・クルマを使った時間
に比例して税金が上がる。・都市部など、様々な公共交通機関があるところではクルマを使わないようにする。公共交通機関が少なかったり、クルマでしか移
動できない子どもや高齢者はクルマを使っても良い。・クルマの二酸化炭素の多さを今まで知らなかった。このことをたくさんの人に知ってもらう取組をすれ
ば、クルマを使う人は圧倒的に減ると思います。

・クルマの値段を一般家庭の手の届かないぐらいに高くする。・公共交通機関をどこかの漫画やアイドルグループとコラボさせる。・そこらじゅうに、クルマ
の二酸化炭素の排出量が多い、というポスターを貼り、クルマの使用者に罪悪感を感じさせれば良いではないのだろうか。・駐輪場やバス停、タクシーを増や
せば良いと思う。

クルマのガソリン代を高くしたり、クルマに税金をかける。公共交通機関を発展させて公共交通機関の利便性を良くする。60歳以上はクルマの運転禁止で公共
交通機関の利用をしてもらい、公共交通機関の割引券等がもらえる。

・ポスターを作り貼る。・「乗り物スタンプラリー！」を作る。タクシーや電車、バスなどに協力して、スタンプラリーを開催する。

・万歩計を配って、歩いた歩数の何割かを割引できるような仕組みを作ってみる。・車道での自転車専用レーンを広くする。・改札を通るたびにポイントがた
まって、そのポイントで何かお買い物ができるような仕組みを作る。

・高速道路の値段を上げて、クルマで遊びに行く人を減らす。（一般の自動車のみ）・公共交通機関を安くする。・自転車置き場を増やす。値段を下げる。

徒歩や自転車の道を整備して、気軽に使えるようにする。バスの運行状況などや、乗り換え方法などを掲載したアプリを作る。バスの料金を値下げし、高速道
路の料金を値上げする。自転車・徒歩の人がスタンプラリーをできるように道を整備し、歩いてもらう。

自転車などに距離を計測するものをつけて一定の距離がたまったら商品券などと交換する。自動車税を上げる。



・貸出しの自転車を増やしもっととめられる場所を増やす。（黄色い自転車？）・電車賃やバスの運賃などもう少し安くする。（高齢者を特に）・ガソリン代
を高くする。・バスの駅をもう少し増やす。

今、どれだけ二酸化炭素が増えていて、クルマに乗ることを減らせばどれだけ二酸化炭素が減るかをもっと多くの人に知ってもらった方が良いと思った。ま
た、クルマより、電車の方が得だと思わせるため、クルマの値上げをしたり、クルマの事故の怖さなどを多くの人に知ってもらうなどの対策をすれば良いと思
う。免許返納を早めにするようにし、歩いて行きたくなるように、クルマより、少し歩行者優先な道を作れば良いと思う。

・交通の便をもっと良くする。・公共交通機関を無料にする。・ガソリンスタンドをなくす。・クルマの販売店をなくす。

・パーキングエリアを少なくすることで、クルマを使いにくい社会にする。・駅などにシェア自転車を置いて、通勤は、電車→自転車のように、クルマを使う
必要がないようにする。・月１万円ほどの料金で公共交通機関が乗り放題になる制度を作る。（全年齢対象）

バスなどは駅がない場所とある場所をつなぐように道を決める。忘れ物などがあっても１日で警察には送らない。定期をＳｕｉｃａにできるようにする。

まずは鉄道がない地域に鉄道を走らせるべきだと思う。埼玉高速鉄道の敷設は非常に良かったが、さらに延伸計画を実行して、岩槻経由で蓮田まで敷設し、そ
こから無鉄道地帯を経由、久喜に行き、高崎線の熊谷に行く延伸計画を交通を審議する会議に提出すると無鉄道地帯の人も鉄道を利用すると思う。都市内の輸
送は富山ライトレールのようなトラムを建設するべきだと思う。区間に関しては無鉄道地帯を通すべきである。（路線長は長くなって良いと思う。）

・自転車のレンタルをする。・公共交通機関の割引券を配布する。・自転車置き場を増やす。・万歩計を配布して、歩くことへの意識を高める。

歩きやすく自転車をこぎやすいように、道を広くした方が良いと思う。公共交通機関を利用してもらうためには、電車賃、バス代を安くすると良いと思う。で
も、そうすると自動車会社が困ってしまうため、クルマの値段を高くすると良いと思う。しかも、そうするとクルマを買う量が減っても、それなりのもうけに
なる。<結論>・歩きやすく、こぎやすいように道を広くする。・電車賃、バス代を安くして、クルマの値段を高くする。

・歩道や道路を整備し、自転車や歩きやすい環境を整える。・自転車の置き場をたくさん作ってあげる。・バスの本数を増やす。・バス停を整備し、バスを待
ちやすい環境を整える。

徒歩で移動する人を増やすためには、歩道がない道には歩道を設置したり、歩道がある道には、その幅を広げたりしたらどうかと思う。または、何歩以上歩け
ば何かもらえるというようなシステムにすれば歩きで移動する人も多くなると思う。

・人通りが多いところにバスを置いたり、地元の学校（施設）まで歩いたら何ポイントかもらえて、何ポイントたまったら景品がもらえるようにすれば、みん
な利用すると思う。・自転車置き場を増やす。・地域のバスを無料にする。

・車道と同じところに、自転車のみ通行可能な道を作る。・全体的にもっと道を広くしてみる。・公共交通機関にポイント還元制を設ける。・公共交通機関に
カラオケなどの新サービスを設ける。

自転車は危ないからだめだと言っている親に説明する。（危なくないと）危ないと思うところをアンケートで答えてもらって、そこを改善する。自転車専用の
道を多く作る。自転車をとめるところをクルマと同じぐらいまで増やす。

・公共交通機関の運賃を安くする。・自転車専用の道を作る（増やす）。・駅などに駐車場を設けて、目的地周辺まで電車で行き、そこからクルマを使うな
ど、クルマを使う時間（距離）を短くする。・電車に団体客専用車両などを作って、修学旅行の時にバスよりも電車を利用するようにする。

駅がない場所などには、基本的にバス停を作ったら良くなると思う。無料の自転車置き場を多く作ってみたら、もっと良くなるのではないか？まちに自転車や
電車を推進する看板を貼る。

・公共の交通機関（バスなど）を多くする、本数や停車するところを多くする。・普通の乗用車用のガソリンとか修理代を値上げする、クルマ自体の値段を高
くする。また、自転車の値下げ。・ガソリンスタンドを少なくする。・駐車場を駐輪場に変えて、自転車を使う人を多くする。・クルマの免許を取るのに必要
な期間を長くしたり、取得するのを難しくする。

・自転車とスマートフォンを連動させて、自転車を使ってどこかへ行くと、「何キロメートル走りました。何カロリー消費しました。」などをスマートフォン
で確認できるようにして、国民の運動意欲をかき立てたらどうか。（徒歩でも同じことをする）・クルマのガソリン代を値上げ。・１か月で使って良いガソリ
ンの量を決めて、それ以上使うと追加料金がかかるようにする。・会社や学校で、誰が１番長い距離を歩いたか競う。

・今、乗っているクルマを手放し、市に申告すると自転車を無償で、バスに関しては、市内乗り放題パスをプレゼント。乗り放題パス、自転車それぞれ、クル
マを売った時に出るお金を基準として提供する。・クルマをたくさん使うと、それ相当の駐車場が必要になる。なので、大型ショッピングモールなどでは、車
椅子の人が使うスペースなどを主として、規模を小さくすべき。

・公共交通機関を利用したら、何かしらの特典がもらえるようにする。・自転車にも何キロメートル走ったか分かるような測定機を付けて、何キロメートル走
ると何かしらの特典がもらえるようにする。・駐輪場を多くする。・駅までの送迎バスなどの本数を多くする。

・高速道路の通行料金やクルマ自体の料金を高くする。（公共交通機関の料金を低くする）・どこの家からも自転車や徒歩で行けるような場所に駅を作る。・
全ての駅にＪＲが通るようにする。（ＪＲ以外だと、普通より電車などを使うのに時間がかかるし、ＪＲの電車に乗り換えることが、面倒臭くなってしまう）

・車道の道幅を狭くし、自転車専用の道を作り、徒歩・自転車を使いやすくする。・駐車場ではなく、駐輪場の場所を増やす。・条例として、ガソリン車の代
わりにハイブリッドカーを購入した人に環境保護として、お金を給付する。

・電車・バス・レンタル自転車・タクシーを自由に使える、定期みたいなものを作れば良いと思う。

・動く歩道を作れば良いと思う。・バス停を色々な地域に一つずつ置けば、もっと良くなると思う。・駅の数を増やし、できるだけ国民が使いやすい場所に置
けば良いと思う。

・きれいな駅を増やす。（駅で色々品を揃える。）・駐輪場を増やす。・自転車専用道路や徒歩専用道路を増やす。・公園を増やす。

・バス停や駅の数を増やす。・皆がよく利用する施設を増設する。・クルマのメリットや徒歩・自転車のメリットをアピールする。

自転車がクルマよりも、速く走れるようになったりしたら良いと思う。腰や足にそんなに負担が来ないような、椅子とかにする。クルマの性能を悪くすれば、
クルマに乗らなくなる。

・徒歩や自転車を使って１日過ごしたらポイントをもらえて、ポイントをためたら景品と交換できるアプリを作る。・駅の近くに駐輪場を増やしたり大きさを
広くする。

電車やバスの料金を10円ずつ下げる。無料の自転車置き場を作る。歩道を広くする。自転車専用道路を今よりも、もっと増やす。

バスのさらなる整備を行うとともに、少しだけ運賃を値下げして、利用者を増やしていく。自転車については、市の色々なところに貸出し用の自転車を置くこ
とによって、クルマを使わなくても通勤・通学しやすいようにする。また、クルマについても、できるだけ電気自動車を使ってもらうために、充電用のスポッ
トを増やし、シェア率を上げていく。

60歳以上の高齢者には、公共交通機関を全て無料にする。駅前の駐車場を駐輪場に変える。バスや電車を１回使うごとにポイントを与えて、10ポイントで１
回無料などにする。バス停の数を増やす。

・30メートル間隔程度に駅を作る。・クルマで１キロメートル走るごとに罰金制度を設ける。・高速道路だけではなく、一般道路も有料にしてしまえば良
い。・クルマより良い機能が付いている自転車を開発する。・「歩いたらやせるよー」というような広告を出してやる。

クルマは臭いし、事故が起こりそうなので私は嫌いだし持っていませんが、クルマに良いことはありません。渋滞も起こるので、「クルマの悪いことをまとめ
たリスト」を作成したり、クルマの悪いことをアピールしていけば良いと思います。私は普段電車なのですが、電車は時間通りに動くので大変便利です。ま
た、最近クルマでは、とても事故が多くなっています。危険ですね。クルマのどこが良いのか私には分かりません。電車を使えば時間通りに、渋滞に巻き込ま
れずに早く着くこともできます。駅を増やしてくれれば、嬉しいです。

これからのクルマは、そこらへんにある電線から電気をもらって動くように、小型パンタグラフを作る。家の前にトロッコを作って、動けるようにする。

・信号を一つ通るたびに、何円かお金を払わなければいけない。・料金所を増やす。また、その料金を高くする。・クルマ以外の乗り物を使えばポイントがた
まり、お店で使える。例）徒歩…歩いた距離でポイントがたまる。自転車…徒歩と同様、走った距離でポイントがたまる。電車…料金もかかるけど、ポイント
もたまる。

住宅街やマンションなどの近くにバス停や駅などがあったら、より公共交通機関を利用することが増えると思う。自転車専用の道などを増やしたり、自転車を
置いておけるところを増やせば、より自転車が使いやすくなり、使うことが多くなると思った。歩道を歩きやすいようにするためや、見ためを良くするため、
きれいに舗装する。歩くメリットを伝えるために、メディアに広めてもらう。

・公共交通機関の費用を税金でまかない、無料で利用できるようにする。・公共交通機関の本数を多くし、さらに便利にする。



クルマは、自転車で行けるような近距離ではなく、電車や新幹線で行くほど遠くないところに行く時に使うと思うので、コンビニエンスストアや店などを多く
配置すれば、クルマを使う機会が減ると思います。

・駅前の駐輪場を市営とし、低価格にする。・朝夕の通勤時間帯に快適なリクライニグシートの有料列車（500円程度）をＪＲ線で走らせる。（昔あったホー
ムライナー古河のようなもの）・道路の信号を減らし、立体交差を多くし、バスがより定時に運行できて、増発できるようにする。

・例えば私のまちでは、歩行者天国というクルマを使えない時間帯があります。そのような時間帯をクルマを利用するのが多い時間帯で行えば良いと思いま
す。・バス停を設置する場所を増やすと良いと思います。・駐輪場の数を増やし、お金も安くすると、自転車の利用者数が増えると思います。

車道ではなく歩道を整備し、誰でも通れるような安全な歩道を作る。また、電車を使う場合には、駅の数をもっと増やして、電車を使うのが身近である環境を
作れば良い。また、自転車をいつでも使えるように、まちの目立つ建物などに国が自転車の空気入れを置く。また、自転車で駅まで通勤・通学する人のため
に、駐輪場代を安くした方が良くなると思う。

・電車やバスなどの本数を増やして、混雑をなくしたらどうか。・乗換えがないようにすると、もっと良くなると思う。・駅を増やしたらどうか。事故などを
なくして、遅れが出ないようにすると良いと思う。・道を広くしたらどうか。・駐輪場を広くしたらどうか。

クルマを多く使うことによって出る問題をもっと多くの人に知ってもらうべきだと思う。クルマでは通れて歩行者は通りにくい道の整備などを、その地域ごと
でするべき。公共交通機関やその施設でのサービスなどをもっと活発にする。クルマで行く必要のない距離にものを作る。（店など）

道をより安全に整備、親子でも高齢者でも安心して利用できるようにする。駐車料金を必ず払う仕組みにする。歩道橋を設置する。バス停を行きやすい場所に
設置、本数を増やす。バスは、駅に向かうだけでなく、スーパーマーケットなどにも停車するようにしたら利用する人が増えると思う。70歳以上（例えば）に
なったら、クルマをやめ（禁止）、公共交通機関を（例えば）半額で利用してもらう。

近くの貼り紙に「クルマをなるべく使わないで」という看板を立てておけば良いと思う。また、人が歩けるスペースを道路にたくさんあれば、人がたくさん通
れてこむことがなくなると思う。そして、自転車は駐輪場をもっと広めにスペースをとったら、より多くの自転車がとまり、渋滞することがなくなると思う。

ガソリンの料金を高くしたらどうか。車道の脇に自転車用の通路を多くすると、もっと良くなると思う。テレビの番組で、医者に「自転車を使うとすごく健康
に良い」と言ったり、「ダイエットには自転車が最適」と言ってもらう。

・徒歩をする時に道にパネルを付けて、踏むと「音」が流れてきて、それをどんどん踏んでいくと一つの音楽になるような仕組み。・自転車も上記と同じよう
に通ると音楽が流れるような仕組みを作った方が、今まで以上により良くなると思う。また、交通機関の方では、プロジェクションマッピングを使って、車内
を色とりどりにすることができる。そして、それを毎日、種類を変えれば乗客に飽きずに利用してもらうことができる。それらをすると、もっと良くなると思
う。
二酸化炭素をあまり出さない電車の路線をもっと作り、みんながクルマを必要としない環境を作る。

道路に白い文字で「なるべく車を使うのは控えましょう」と書く。大体１キロメートルおきぐらいに！！駅の改札の出る、ピッとするところ（Ｓｕｉｃａを）
に表示される文字を「クルマをなるべく使わない社会へ」という文字にする。それだけじゃ説明不足なので、駅に二酸化炭素を減らさないと、どうなるのかと
いうチラシを設置しておく。駅員さんもこのことについて言ってくるクレーマー対策というものに参加する。クレーマー対策といっても、納得させることがで
きる言葉のレパートリーを増やしておく。データとか資料もたくさん準備して、万端の体制を保つ。

クルマという便利な物がある中で、「環境のために徒歩をしろ」などと言っていても誰の心にも響くことはないと思う。そこで、クルマ以外のものにエンター
テイメントを感じさせるのが大切なことだと私は考える。しかし、そんなことをできるものはあるのか？答えはイエス。それは、ポケモンＧＯである。この
ゲームはよくクルマでの安全性が危惧されているが、公共交通機関を使えばそれらは一切、心配不要である。しかし、徒歩だと歩きスマホが…と思っている人
もいるだろう。しかし、ポケモンGOプラスという携帯を見ずに楽しめるアイテムもあるのだ！というわけでポケモンＧＯとの協賛はかなり良いと思います。

ただ歩くだけでは面白くないから、ハイキングがしやすいように木を植えたり花で装ったりすれば良いと思う。公共交通機関に○○回乗ると、特典がもらえる
ようにすれば良いと思う。

・公共交通機関の便をもっと良くすれば良いと思う。・公共交通機関の利用料金を安くすれば、利用者が増えると思う。・自転車を便利に利用できるように、
様々な場所に自転車置き場を作れば良いと思う。

クルマという便利な移動手段が生まれて普及している今、変えるのは難しいと思いましたが、バスでコラボイベントなどを行ったり、駅へ行くまでの道のりで
スタンプラリー（歩行者）を行ったりすれば、それが目的で動く人もたくさんいると思いました。個人的には、歩行者・自転車が増えると必然的に事故のリス
クも上がるので、あまりこのプロジェクト（？）は賛成できないです。クルマは現世にかなり普及してきていて便利なので、減らすことは難しいと思う。なの
で、「電気自動車を増やし、ガソリン車を減らす」のようなものの方が実現可能だと思うし、安全だと私は思いました。

・駐車場を「◯時間△円」のように料金設定を加えれば良いと思います。◯時間を30分のように短い時間にすると、よりクルマで外出する人を少なくすると思
います。その代わりに駐輪場を多くすれば良いと思います。・毎年または毎日クルマをどのくらい利用したかについてアンケートを取り、二酸化炭素排出量を
計算し、「来月または来年は二酸化炭素排出量をこれ以下にするために最低◯日、クルマを使わないようにしましょう」と、各家庭に助言的なものをすること
で、クルマを利用する回数が減り、二酸化炭素排出量も減ると思います。
クルマがたくさん通る大きな道を通る時に、通行料を払ってもらう。バスや自転車、徒歩の人にはかけない。また、ガソリン代を高くすれば、クルマのガソリ
ン代よりもバスの運賃の方が安くなると思う。

最近、高齢者ドライバーの事故が多く発生しているので、市のホームページで免許返納について呼び掛ける。

自転車専用道路の設置や無料バス等を設置するのが良いと思う。また、自転車を新規購入し、市で防犯登録、保険加入をした人に少しの減税をしたらどうか。

・ガソリンの値段を引き上げたり、公共の施設に駐輪場を多く設けたりする。・バスや電車の本数を増やしたり、行ける範囲を広くしたりする。・公共交通機
関でしか行けないようなところを作る。・公共交通機関の安全性と信頼度を上げる。

クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするために、毎月エコの日みたいなのを作って、その日にさいたま市の駐輪場やバス停や駅を
利用すると何か特典などがあったら、段々とエコの日ではなくても、徒歩・自転車や公共交通機関を利用する人が増えてくると思いました。

バスや電車などの公共交通機関の運賃を安くし、また、バスなどは１日の本数を増やして営業する。電車は１両の長さや太さを大きくし、より多くの人が快適
に使えることによって、普通車を利用している人も電車を使うはず。

遊歩道の幅や長さを広くし、たくさんの人が歩けたり歩いている人がゆとりを持てるようにしたら、歩く人も少しは増えると思う。店や駅などの公共施設など
で、公共交通機関の割引券など、乗る時にお金を払うのが抵抗にならないようにしたら良いと思う。自転車に乗る人を増やすためには、駐車場を減らし、駐輪
場を増やせば良いと思う。

歩道を通りたくなるような仕組みを作る。例えば、歩道に動く歩道を作ったりして、歩きたくなるような道路を作る。また、自転車は普通の自転車ではなく、
電動自転車を使うようにし、坂のところなどは、自転車を自動で坂の上まで持って行くというシステムを作ると良いと思いました。高齢者の方でも安全に歩け
るよう、歩道に手すりをつけるなどの工夫をしても良いと思います。

公共交通機関をもう少しきれいに整備したり、本数を増やしたり遅れを防ぐ対策などをして、電車やバスに乗りたいと思ってもらったら良くなると思う。自転
車用の道路を作ったり、自転車用の傘を開発すれば、自転車を利用する人が増えると思う。さいたま市にある駅を増やして、利用者数を増やしたらどうか。

クルマよりも徒歩、自転車や公共交通機関を利用する人が多くいる社会にするためにはまず、自転車や公共交通機関を使うと、どのような利点があるのかとい
うことをきちんと説明したり、またクルマで移動する人を減らすために、色々なイベントなどで自転車や公共交通機関などクルマ以外の物で来た人からは取ら
ないが、クルマで来た人には、お金を払わせるようにすれば良いと思う。

・たくさんの人が使うようなショッピングモールやスーパーマーケットなどは駅に近いところ、住宅街・マンションが多いところに作る。・駐輪場を増や
す。・バス停を増やす。・自転車・バス・電車のマナーなどを小学校で教え、安全にマナーを守って公共交通機関を利用できるようにする。・小学校でその事
実を教え、エコな生活をするという夏休みの課題を出す。

・駅前に貸出し電動自転車を設置する。・車道に自転車のゾーンを作る。・学校の近くに凸凹な道もある。そこを舗装すると、歩行者が通りやすくなると思
う。・宇都宮線の本数を増やす。グリーン車をなくす。（無理だと思うけど）

公共交通機関を利用することによって地域のスーパーマーケットの割引券がもらえたり、その公共交通機関の割引券がもらえたりする仕組みを作る。レンタル
用自転車を安く借りれるようにして、駅などの人の多く集まる場所に設置する。歩数計を市民に配って、歩いてもらう。歩行者が安心して歩けるように、歩道
の整備をしっかり行う。



公共交通機関を田舎の方にも通すと良いと思う。田舎の方の人はどこへ行くにしても必ずクルマを１回は使うと思うので、その周辺にもっとお店を増やしても
良いと思う。また、クルマを使う人の中には子ども連れや荷物をたくさん持っている人なども多いと思うので、公共交通機関の中に子どもが休めるスペースを
作ったり、ベビーカーを預けられるシステムを作っても良いと思う。また、荷物が多い人にはその荷物を送れるような何か（簡単に送れるもの。ダンボールな
どではない。）を使って、それが自分の乗る公共交通機関に送られているというようなシステムを作ることができるような技術を開発してほしい。近くに駐車
場を少なくしても使う人（クルマを）が少なくなると思う。カーシェアもなくして良いと思う。その代わりにコンビニエンスストアの前などにある自転車のや
つを増やすと良いと思う。

自転車専用の道を設置したり、駅の近くに自転車の貸出しを行う場を設置。バスの本数を増やす。バスの運行範囲を広げる。

自転車や歩行者用の道をもっと広くしたり、クルマが通れる時間を一定の時間に決める。

雨の日はクルマを使いがちだと思うので、雨の日は交通料金を１割安くするなど、お金に着目したほうが良いと思います。または、歩道の整備をしっかりとし
て、自転車や歩行者が通りやすい道を多くすれば、クルマの使用時間を減らせるのではないかと考えます。しかし、クルマは必要だと思うので、環境に優しい
クルマをもっと多く取り入れることも重要だと思います。

ガソリン代を高くし、クルマを一定距離より多く走っている人は、税金として一定の額を納める。駅前などの人通りが多い場所では、安全を優先し、時間の制
限をかけ時間外はクルマが通ることができないないようにする。電車は時間通りに動いているが、目的地と最寄り駅までの間が長いという理由からクルマを使
う人が増えているので、その区間に電車を通したり、細かい時間差で動くあまりお金がかからないバスを運行させるなどして、クルマより楽で安いという印象
を市民に付けさせると良いと思う。

クルマを動かすために欠かせないガソリンやタイヤの値段を高くする。また、クルマにも税をかけて一定距離ごとにお金がかかるようにすれば、もっと良くな
ると思う。ただし、配達業などの車が不可欠な仕事に就いている人たちには、税をかけない。あるいは、自転車の値段や公共交通機関の運賃を安くする。

①日頃よく使うのは、スーパ—マーケットやコンビニエンスストア、薬局や飲食店などが多いと思うので、それらの近くにバス停を作り、バスに乗ってその場
所に10回行くごとに５パーセント割引券を配るなどのサービスをする。②自転車を借りて使える、レンタルサイクルの設置を増やし、より多くの人に自転車を
使ってもらう。また、なるべくどこでも自転車を返せるようにする。③自転車・徒歩・公共交通機関のどれかを利用したら、ポイントがたまるなどのサービス
を作る。
ＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａなどを購入またはチャージをした人には、1，000万円分の旅行券をプレゼントする。

自転車の専用道を増やしたらどうか。利用者数の多い施設の近くにバス停を置いたらどうか。

・店などでは、クルマ以外の交通手段で来た場合に店の商品を割引したりする。・バスや電車などの定期券を購入したら、何かのサービスをする。

クルマを使わずに歩いたり自転車を使ったら、100メートル単位ぐらいでポイントをあげて、そのポイントと引換えで景品がもらえたりする制度を作る。歩い
たり自転車を使って運動をするのとクルマを使うのとで比較し、足を使った方がどれだけ良いのかを宣伝する。

徒歩や自転車・公共交通機関を利用してもらうには、歩行者を優遇したり、自転車なら駐輪場の確保や自転車が道路も通りやすくする、などで良いと思う。

・道路などを整備する際に車よりも徒歩、自転車を乗っている人が通りやすい、使いやすいようにする。→歩道を少し広めにつくる。→自転車専用の道を作
る。・スーパーマーケットなどに自転車置き場を広くする、増やす。

クルマは「戸口から戸口」へ行くことができるが、電車などの公共交通機は「戸口から戸口へ」が不可能なのだ。さらにクルマは運転が楽だが、徒歩・自転車
はしんどい。この差をうめるにはどうしたら良いのか？ここで僕が出す案は、電車賃をなくし一定の税金に変えると「乗らなきゃ損」という心が生まれ、電車
に乗る。

例えば、「公共交通機関を○○日分乗ったらお買い物券」「自転車に乗ってスーパーマーケットに来たら◯円値引き」など、特典を付けるのはどうでしょう
か。また、夏だと暑いので、涼める場所を作れば「徒歩で行ってもあの場所で涼めるし、徒歩で行こう！」とかにもなるのではないでしょうか。

アプリを作り、歩いた距離や自転車で走った距離などをポイント化して、公共施設の割引券や埼玉県でできた野菜などをポイントに応じてあげれば良いと思
う。バスは本数を増やし、混まないようにする。

スマホに歩数計の機能があるアプリを入れ、何歩歩いたかによって何かもらえるシステムにする。また、公共交通機関の料金を安くする。

コスト的な面もあるが、駐輪場を無償で使用できるようにしたり、バス網をもっと細かくすれば良いかもしれない。最近は都市部での高齢者事故も多発してい
るため、よりバス網の充実化をして、免許返納を進めると良いかもしれない。

電車やバスは定刻通りにその場所まで行けて、無駄な時間も減ると思うので、ショッピングモールの駐車場を減らせば、電車やバスを使ってくれる人が増える
と思う。遠出の時は、自然の景観を楽しめることを伝えたらより良いと思う。

公共交通機関を使うとスタンプがたまっていって、スタンプが全てたまったら日用品などの特典が付くようにすれば良いと思う。小さい子どもはスタンプとか
やったら楽しいと思ってもらえるし、年配の方でも日用品など普段使える物がもらえたら公共交通機関をたくさん使うようになると思う。徒歩や自転車は普段
運動する時間がない人とかは、進んで自転車を使うようにポスターなどで呼び掛ける。

「○○電車に乗って来た人は××遊園地が割引」されるなど、クルマではなく電車を使うとお得になるようにする。○○電車に乗って来たということが分かる
ように（この話で言うと）××遊園地の最寄りの駅で駅員さんに証明書をもらう。

クルマ税、ガソリン代、クルマの料金等を高めにしてみる。また、デパート等でイベントとして徒歩・自転車で来た人などに割引券をわたす。

ガソリンの値段を高くして、公共交通機関を安くすれば良いと思う。また、ＣＭなどで、どれだけクルマが二酸化炭素を出しているのかみんなに伝えて、危機
感を感じてもらう。クルマを買った時に説明する。クルマをメーターで計って、無駄遣いさせない。ガソリンを使わなくて環境に優しいクルマをもっと安く手
に入れられるように開発をする。このままだと、あと何年しか地球はもたない…などと言っておく。

歩道と自転車の道をしっかりと分けて、公共交通機関の値段を下げるともっと良くなると思う。

最近はクルマの事故とかが多くて色々とあるので、クルマの運転に自信がないのならば自転車か徒歩にしてもらう。また普段、クルマを使わないけれど持って
いる人たちは、自転車や徒歩に変えてクルマは使う時にレンタカーなどを借りたりするのも良いと思う。そして、クルマを使っている人たちも環境に優しいク
ルマなどがあると思うので、そのようなクルマを選ぶ、また、クルマでの移動よりも自転車や徒歩の方が使いやすいと思えるような交通整備をする。そして、
ポスターなどでも呼び掛けてたりするのが良いのではないかと思います。

公共交通機関の例としてバスが挙げられるが、実際時刻表を見ると、朝や夜は多く昼は少ないということが分かると思う。昼にクルマを出す理由は、バスの路
線の数が少ないことが挙げられると考える。また、これはあくまで私の感じていることだが、運賃が高いというイメージやどこを走っているか分からない、な
どが付いてしまっているように思う。そこで、昼にもバスを多く出し、時刻表が載っているものの裏に運賃や路線を載せておくというのはどうでしょうか？

・歩かなければ見ることができない景色を作ったり楽しめるものを作る。・歩いて行きスタンプを集めたりなど、何か特別なものをもらえるようにする。

クルマがこんなにたくさんの二酸化炭素を排出することを知らない人のほうが多いと思うので、クルマがどれくらい空気を汚染しているのかを書いたポスター
などを市内に貼ると良いと思います。徒歩や自転車に乗ることによる利点などをみんなが考えるようにすれば良いと思います。

今、高齢者の車の事故が増えているので、クルマを使う高齢者にバスなどを使うように呼び掛ける。バスもガソリンを使ったクルマではなく、太陽光や電気を
使ったものに変えることで環境に優しいものを作る。

・スーパーマーケットの近くなど、多くの人が利用するところにバス停を作る。・もっとバスが通る道を増やす。・東京や埼玉、神奈川は、もうクルマを使っ
ている人が少ないので、まだ家からスーパーマーケットや薬局が遠いという人のために、その家の周辺にバス停や駅を新しく作る。・家からスーパーや薬局へ
行くためにクルマを使わないと無理だという家の近くにスーパーマーケットや薬局を作る。

ショッピングモールなどのよく人が集まる施設の駐車場の場所を少し離れた場所に置き、そこからは徒歩や、レンタサイクルをできるようにして、自転車でも
来られるようにすると良くなると思う。

まず電車やバスを使わずにクルマで移動をする人たちはなぜクルマで移動するか考える。僕は人が多い電車の衛生環境や他人へのストレスがたまるのを防ぎた
いなどだと思います。だからどのように掃除をしているかやどんな取組をしているかをしっかり国民に伝えてＰＲ的なことをする。また、自分たち一人ひとり
は足を広げて座ったり電車で食事やメイクをしないなどの取組をし、ごみもしっかり持って帰る。他の人に迷惑を掛けないようにする。



クルマをたくさん利用することによってどれだけ二酸化炭素が出ているのか、実際そのせいで誰がどんな風に苦しんでいるのかや、徒歩、自転車の良さを伝え
れば良いと思います。例えば、学校で配る手紙に二酸化炭素の排出量、それによって苦しむ人の写真を一目見ただけで分かるくらい大きく書いたりした物を生
徒に配ると良いと思います。それを配られた時に目が行って見る人も多いと思うし、大人にそのことを伝えれば利用する時間が減ると思う。

普段から徒歩、自転車で行けるような短い距離はできるだけクルマを使わないようにすれば良いと思う。（例えば…、家族でどこか周辺の店に食べに行くとす
る。この時、往復でクルマだとすぐに着くが、その大体は自転車などでも行ける距離。こうした場合に、クルマを使う必要はないと思う。）

自転車用ゾーンなどを作り、広くする。

少々極端になってしまうが、デパートや遊園地などの娯楽施設に併設されている駐車場の駐車料金を上げる、または駐車場をなくす。もしくは、娯楽施設を駅
のすぐ近くなどに建てて、電車を乗ってきた客の利用を促す。

私は、上海に住んでいた時に、クルマを使ってはいけなかったので、徒歩、自転車の生活をしていました。徒歩で歩くと、体力がつくし、友達に会えるし、新
たな発見ができます。私は、クルマがなくても楽しいことばかりです。なので、クルマを使わない期間を設けて、徒歩、自転車、公共交通機関を利用し、今ま
でに見たことのない環境を味わえると思う。しかし、高齢者や小さな子どもがいる家族がいるので、ベビーカーや車椅子を使うと思う。だから、自転車専用の
道路で、車道が広くなって歩道が狭くなったので、ベビーカーや車椅子が２台余裕で通れるような歩道を作るべきだと思います。

・クルマの値段を上げる。・自転車の値段を下げる。・公共交通機関を使う時に払う金の値段を下げる。・自転車や公共交通機関の良さを伝える。

自転車が安全に通れるように道を整備すると良いと思う。歩道が極端に狭い、白線が引いていない、縁石がないというような道は事故が起こりそうで怖い、通
行しにくいと感じるので、これを改善した方が良いと思う。また、自転車用の道はブロックなどを敷き詰めるのではなく、コンクリートを使った方が良いと思
う。凸凹していると揺れるので通りにくい。

最寄り駅から徒歩で15分以内に家に着く人は、クルマを買うと100万円の罰金を取られるという法律（条例？）を作る。（障害者手帳などを持っている人を除
く）田んぼの多い田舎は木をたくさん植える。

・実際に東京都千代田区で行われていますが、専用アプリを利用して自転車を無料で貸し出し、市内なら指定された自転車置き場に置けば乗り捨てＯＫなもの
を作ったら良いと思う。・さいたま市営地下鉄を作る。

例えば、バスでその地域の人が多く行く場所（→スーパーマーケット、図書館）を回るであるとか、もっとバスの本線を多くしたりすればバスを利用する人が
増え、クルマも使わなくなるだろう。さらに、小学生などの自転車事故などが相次いでいるので自転車に乗らなくなる人が増えているのも考えられる。そのた
め、道路（歩道）を広くするであるとかミラーを付けるなどの対策も必要だ。

ガソリンの値段を上げる。何歩歩いたら何ポイントたまるとかを作る。

クルマのガソリンの値段を高くしたらどうか。後は、徒歩と自転車の道を広くして、歩いて行ったり、自転車で行くと楽しめるような仕掛けを道に作ったりす
ると子どもも喜ぶし、大人も感動するのではないか。

自転車の良さをアピールするために自転車博物館を建てたらどうか。僕の覚えている限りだと日本に一つしか自転車博物館はないのでもっと増やした方が効果
的なのではと思ったからである。また、自転車や徒歩でしか入れないような観光場所の良さを紹介したり、自転車や徒歩で目的地に向かったり散歩することに
よるメリット（健康など）などを世間によく知らせるともっと良くなると思う。

・例えば、ＪＲで行うとすると、「Ｓｕｉｃａ」を使い月に何回以上電車に乗ると、「◯◯のクーポン」がもらえたり、「１日何回乗っても無料乗車券」がも
らえたりというようなことをしたら良いと思います。・レンタカーに置く車を電気自動車にして旅行先やお店先で国が指定し、電気自動車にしてある正式なレ
ンタカーに乗っていれば、そのお店や旅館、ホテルの物などが□□パーセントＯＦＦで利用できる券などを作ってみる。・各駅の指定の駐輪場に自転車をとめ
ていくと、その時に１回とめれば、Tポイントがつき、それがお店でも使えるようにしてみると、今までよりももっとお得になると考えました。

・もっと電車やバスの本数を増やして、ラッシュを防いだりして、乗客のストレスを減らせば良いと思う。・また、徒歩で目的地まで行く場合は、道路沿いに
自動販売機を設置し、快適に行けるようにすれば良いと思う。・また、どうしてもクルマで行かなければいけない場合は、なるべく電気自動車やハイブリッド
車を使用して、二酸化炭素排出量を軽減する。

「何キロメートルまでの範囲は徒歩や自転車、公共交通機関で車を使用してはいけない。ただし、高齢やけが、障害、病気など理由がある場合を除く」などの
ルールを作る。

・電車の本数を増やしてほしいです。→使う人が増えると思います。・雨の日は、割引きなどのサービスをしたりする。・無料のバスを作る。

クルマを使うと100円税がかかるようにする。（１日）駅を増やす。急な坂を減らす。

クルマを動かす燃料になるガソリンなどの値段を高くする。クルマの値段を高くする。電気自動車の値段を安くする。公共交通機関を利用するための金額を低
くする。自転車を安くする。

徒歩や自転車を使った方が移動中も何かについて考えたり、景色を楽しんだりできるから、そうやって人が移動する時間が楽しくなるようなまちづくりをすれ
ば良いと思う。例えば花をたくさん植えたりなど。電車とかは待ち時間がすごく長いから、少し田舎でも１分に１本とか来てくれると混まないし、いつでも乗
れるから良いと思います。

・公共施設などに行く際に徒歩や自転車を利用して訪れれば割引サービスをしたり、駐車場の場所を小さくしたりする。・ガソリンの値段を上げる。

ガソリンやクルマ本体の値段を高くすると少しは徒歩、自転車または公共交通機関を利用する人が多くなるのではないか。あと田舎の方の方々は電車の本数が
少ないからクルマを使って買い物などを済ませている。都会より田舎の方がクルマを使っている人が多いのは電車の本数が少ないからクルマを使っているから
だと考える。実際今、高齢者のクルマによる事故が多発しており非常に危険な状態だから、田舎を中心に電車の本数を増やしたり、なるべく簡単に目的地に着
けるように交通網を張ったりして電車などの公共交通機関を多く使うのを促すと良いと思う。あと、道が凸凹して歩きにくいところが多くあるので、少し道を
整備すれば徒歩の人や自転車を使う人が多くなると思う。

公共交通機関を利用しない人たちの中には遅延などが嫌という人もいると思うのでそれを解決できるようにすれば良いと思う。

・歩いた量によって店で割引することができるようにすれば良いと思う。・駅前に駐輪場を増やせば良いと思う。・電車に自転車を乗せる場所を作れば良いと
思う。

駅の駐輪場を安くする。バス停を多めに作る。万歩計で〇歩歩いたら景品をプレゼントする。（例えば100万歩で電車１日フリーパスとか）

車道を少し狭くして、歩道や自転車が通れるスペースを多くする。

バスが来る回数増やすともっと良くなる。回る範囲も広くなったらなお良い。

歩いた方が良いと促す看板を作るなどすると良くなると思う。ほかにも、クルマで行かなくても良い量の買い物だったら、歩いて行くなどすれば良いと思う。
住居地の近くにコンビニエンスストアを増やす。

公共機関の電車やバスの本数をもっと増やした方が良いと思います。道路に歩道のスペースをたくさん作ったら良いと思う。バスや電車の運賃を安くする。

クルマだと、環境的に問題が出てくると思う。ガソリンや排気ガスによって近年地球温暖化が進んでしまっている。また、ガソリンを作るのに使っている石油
もあと60年後には全てなくなっているだろうと言われている。それらを呼び掛けて徒歩の方が環境に優しいということを伝える企画を行うことが良いと思う。

チャリのいいところ・ダイエットになる・狭い道も入れる・風が気持ち良い・収納が楽・持ち運びやすい

駐輪場を増やす。

バスや電車の運賃を大幅に下げる。

バスを利用することがあるが、あまり時間通りにバスが来てくれないため、「クルマを利用すれば良かった」と思う時があるため、バスの時間通りの運行を心
掛けると良いと思う。



徒歩や自転車、交通機関を利用するのは、やはり大変だし正直私も面倒臭いと思ってしまいます。それに私の場合、駅などは特に、ゴミが多くて不快に思うこ
ともあり、クルマで通りたいと感じることもあります。なので、まずはボランティア活動でごみ拾いを増やしたり、ポイ捨て禁止を呼び掛けたりして、少しで
も歩いていて気持ちが良い環境にしたら良いと思います。また、交通機関を多くの人に利用してもらうには、やはり地球温暖化について知ってもらうことが第
一歩だと思う。また、子どもたちを中心に、電車の仕組みなどを説明し、理解してもらうことで電車に興味を持ってもらうのも、良いと思う。

電車やバスを利用してもらいやすくするために、通勤ラッシュの時や大型連休の時に安くしたり、バス停などを増やしたりする。

駅を増やし、電車の量を増やす。そして、バスや電車の料金を減らす。

・クルマにかかる税を高くする。・自転車の値段を安くして、買う時や点検の時などに特典を付けてあげる。・Ｓｕｉｃａなどでお金を払った時に付いたポイ
ントで定期代を安くする。・「東京ディズニーリゾート」まで行けるバスを増やす。・バスの利用でポイントを付けて、そのポイントでバスの料金を安くした
り、「東京ディズニーリゾート」のチケットを安くしたりする。

徒歩や自転車は時間がかかるし、高齢者が移動するのが不可能。だから、そういった乗り物をなくし、交通機関の種類を増やし、公共交通機関中心の社会にす
る。交通機関の運転は、運転手がいない自動にする。そして、乗る際のお金は０円にする。

そのテーマのどこが問題か分からない。

一般車道の一定区間でお金を払わないと通れないようにして、そのお金で電車の運賃の割引サービスをする。

徒歩をすると、こんな良いことがあるという、アピールをする。ガソリンの値段を高くする。飛行機や電車の運賃を安くする。道路を使える時間を決める。例
えば、夜９時から朝の９時までは道路を使えなくする。など。自転車置き場を増やす。電車の車内の設備を良くする。

ガソリン代の値上げをしたらどうか。公共交通機関を全てバリアフリー化したらどうか。公共交通機関の設備を整える。バスの支払い方法ができるカードの種
類を多様化する。

ＪＲ東日本がもっと魅力ある活動やイベントをするべきだと思います。電車の椅子を柔らかくすれば少しは利用客が増えるのではないのでしょうか？

マイカー税作ったり増やす。そもそも電気自動車なら良くね？ということで、電気自動車などエコカーを買うときに補助金を出せば良い。で、普通のクルマは
税を多めにする！電車の椅子を柔らかくすれば良い！電車内にコンセントとかあれば良いと思う！ＦｒｅｅＷｉｆｉとか付けて。

・高齢者が、公共交通機関を利用する時無料にしたり、運賃を割引きしたりする。・列車やバスの中にＷｉｆｉと、コンセントを付ける。

・バスの本数を増やし、地方から、大きな駅へ直通するバスを増やす。・各駅に駐輪場を置き、自転車で最寄り駅まで行けるようにする。・仕事場からその最
寄り駅までが遠い時は、セルフ自転車というのをやり、最寄りから仕事場まで自転車で行けるようにする。・電車の１両のドア数を増やす。

・自転車専用道路と駅前に無料の駐輪場（駐車場をなくす）を作り渋滞しないで行けることをアピールする。・東京都のシティサイクルのようなものを置き、
スーパーマーケットまでのちょい乗りを自転車にする。→スーパーマーケットや駅前などにある施設を重点的に・歩道に屋根を設置する。

一般道を通る時でも、少しお金を取るようにする。駐輪場の値段を安くする。ガソリンを値上げする。万歩計アプリを作り、歩いた歩数ごとに景品がもらえる
ようにする。

ガソリンの値段を上げる。電車・バスの運賃を５円や10円でも良いから少し下げる。まちのバスなどを走らせ、高齢者や小さい子どもが安く乗れるカードや、
週に◯回以上乗る人には割引きできるようなシステムを作る。

電車やバスが自動車などに劣るところは、目的地まで直接行けないところなので、駅やバス停を増やす。混んでいると、子ども連れの人や荷物が多い人が利用
しづらいので、（電車の場合）車両数を増やす、混む路線の本数を増やすなどして、少しでも混まないようにする。たくさん利用している人は料金が減るなど
のサービスを付ける。電車、バス内の事件（事故も）をなくして安全性を高める。（駅の）警備をもっと充実させる。

・ガソリンをなくす・クルマ乗るの禁止デーを作る・車道を自転車だけにする・車道にお店を作る・電車の線路を増やす・地面から浮くクルマを作る・バスに
食堂を作る

クルマ所有税（クルマを所有している人からもっと多くの税金を取る）を作る。

バス・電車の、来る頻度を、多くして、利用者を多くする。バスなどに使える、Ｓｕｉｃａなどの使えるカードを増やす。バス停や、駅などの数を増やす。定
期券などを少し安くして、利用者が少し得をするようにする。ガソリンスタンドで、ガソリン代を少し上げる。

・徒歩のところを広くし、（歩道）自転車専用の道というものを作る。・陸橋をたくさん作って通りやすくする。・駅から店まで（土呂駅から「ステラタウ
ン」など）のバスを多く作る。・公共交通機関を使えばクーポンや、ポイントが付くようにする。

クルマの維持費を高くし、電車の路線や停車駅を増やす。

・全国の駐車場をお金を払わないととめられないようにする。（無料駐車場をなくす）・電車料金を安くする。バス料金を安くする。・駅から遠いところにあ
る施設には必ず往復シャトルバスをつける。・バス、電車の本数を増やす。・地方にもう少し路線を増やす。・電車・バスをポイント制にする。（ex.10回乗る
と１回無料。ただし定期には通用しない）・クルマの税金を高くする。

クルマ税を作り、クルマで走った分に比例させてお金を払わせる。駐車場の料金を上げ、公共交通機関の料金を下げ、座席ごとに仕切りをつける。

・通勤・通学の時間だけ、クルマを使えなくするのはどうか。（自家用車）・電車やバスを乗る時にかかるお金を今よりも安くして、利用者を増やす。

さいたま市は、鉄道などで一駅間の距離が大きい（広い）ので、鉄道で行き来がしづらい。駅と電車の本数を増やしてほしい。

バスや電車の本数をもう少し増やしたらいいと思う。お得な特典を付けたりしたらもっと使う人が増えていくと思う。自転車が使いやすい環境を作る。自転車
の駐車場を安くする。

・雨の日に公共交通機関（電車など）を使わずにクルマを使う人が増えるので雨の日の電車の本数を増やしたり、10両ではなく15両にしたりする。・バスに
10回乗ったら11回目は何円引きなどサービスを良くする。

バスや電車を10円にする。クルマを使う時は、一般道でも高速道路のように金をとる。

バスを学生と社会人無料にし、数を増やす。深谷市には「くるりんバス」というものがあるが、実際は住み慣れたところを100円払うというのはクルマで目的
地に向かうより遅く、もったいなく思う。なので、例えばＪＲの駅から秩父鉄道への無料バスなどを作れば利用者は増えると思う。

公共交通機関の電車では本数を多くし、混雑を緩和する。バスではＷｉｆｉや食べ物、飲み物など、もっと長期の移動に適したようにする。テレビなどでもっ
と徒歩することへの健康の良さと、自転車での良さを伝える。

最近は高齢ドライバーなどの事故が多く、自分も自転車や歩いている時などに少し怖くなることがあるので、道を整備し、ガードレールなどを作った方が良い
と思う。また、電車も個人的には少し混みすぎていると思うので、グリーン車などを作るよりも、車両の本数を増やした方が良い。また、電車は何回が乗った
ら1回無料とか、割引券があるともっと良くなると思う。

・有料道路を増やして電車やバスの運賃を安くする。・電車やバスの本数を多くする。・駅やバス停を増やして色々な方面に行けるようにする。

徒歩の距離に応じて、クーポンや景品を用意することにより自分から歩くようになるかもしれないから。

リニアモーターカーみたいに地面を磁石にして最小限の動力で移動できるようにするとか。電気をめっちゃ高くして売る。

高速道路の値段を上げて、また有料道路の値段も上げる。また、バスの止まる駅を増やしたり電車の本数を増やしたりした方が良いと思う。

大きい道を有料道路にする。あとクルマの運転免許を取るときのお金を高くする。バスや電車の料金を安くする。バスの本数を増やし、色々な方面に行くバス
を作る。

駅チカの駐車場を高価なものにすると駅までクルマで来る人が少なくなる。そしてどこに住んでいても徒歩1分以内で着けるようなバス停を作る。→一つひとつ
バス停が近くなるため時間がかかる。→地区ごとに違うバス路線にして解決？できると思う。

２キロメートル歩けば、300円還元にし、自転車は5キロメートルで300円還元の制度を作る。

クルマで二酸化炭素を排出しないためのリニアモーターカーを多く利用する。電車の料金を安くすることで誰でも乗れるようにし、利用者を増やす。会社など
でクルマで通勤するのを禁止し、電車やバスなどで通勤するように呼び掛ける。バスの本数を増やして、乗れる人を多くする。

ポケモンＧＯなどを人々に知ってもらい、徒歩のすばらしさを伝えるともっと徒歩の人が増えると思う。



徒歩、自転車を使用する人は大抵、高齢者や、自分の健康を気にする人たち、つまり、自分の体の危機を感じたり、予防したりしようとしている人。というこ
とは、環境問題に、意識が向いているかは置いておいて、クルマを使う人に、もっと自分の体の健康を意識させるべきです。クルマを使っている人の中には、
太っている人（言い方悪いですが）、楽しようとして全く、運動しない人などがたくさんいると思います。

クルマをよく利用する長期休み中などの間だけ、特別に販売される1日乗車券1週間乗車券などを企画する。乗車駅をたくさん作る。また、本数を多くする。ま
た、電車、バスが通りにくい住宅街でクルマを持っている人に対し、税を課す。その税は、電車、バス会社の職員の給与として払うことで、乗車賃を安く抑え
る。

ガソリンを高くし、運貸を安くするということをしたらどうか。バス停の区間を狭くする。

自分のクルマを使う時にお金をとる。そのお金を電車会社にわたす。（バスなども）電車の料金を安くしてもらう。タクシーなどの設備を良くする。

・人間専用の高速道路を作る。・クルマだけに反応する通ったら地下に引きずりこまれる機械を作る（そこから自分で歩き、クルマは自分の家に戻されてる
…）

駐車場料金を値上げをして、駐輪場料金の値下げをする。自転車の通れる場所の整備をして、通りやすくする。公共交通機関で行くことのできる場所が増える
ように、駅やバス停の場所を増やす。料金の値下げをする。電車やバスの本数を増やす。→クルマのガソリン代や税金などを含め、公共交通機関を使った方が
安くなるように！クルマ以外を利用した分だけ報酬が出るようにする。遅延、見合わせがないように！よろしくお願いします！

駐車場料金の値上げをして、市営バスなどを高齢者・子どもなどは無料にしたらどうか。街灯がない道もあるので、整備をする。川越線（八高線）は利用人数
が多いのにもかかわらず、４両というのは少な過ぎる。８両～10両に増やす。また、川越線の来る頻度が少なすぎる。川越市笠幡でゴルフのオリンピックもあ
るのだから、せめて10分に1度くらいにしてほしいと思う。クルマの燃料代を高くする。レンタル自転車を観光地以外にも増やしたら良いと思う。

自転車ゾーンを増やしたり、電車の料金を安くして、クルマのガソリン料金より安くして電車を利用させるようにする。ガソリン料金を高くしたり、高速道路
を値上げする。バスをたくさん増やして、料金も少なくする。

クルマでの移動を減らすために住宅地での車道の量を減らす。→クルマの交通量が減る。自分への負担が少ない乗り物を作る。→クルマは体力を使わないし、
多くの重い物を一度に運べるため、多く使われると思う。なので、二輪車など、自分への負担が少ない乗り物を作成する。

車椅子の人などの、体の部分が不自由な人などは、電車等で移動するよりクルマで移動した方が楽だと思う。なのでもっと駅のバリアフリー化をしたら良いと
思う。

歩行者の道に物を置かない（自転車とか）。駐輪場を増やす。クルマを使って良い日を決める。道路を歩行者天国にする。

二酸化炭素を削減するためだということを発表し、できるだけクルマを使わないようにする。クルマを使って良い日を決める。

ポスターや看板などに「徒歩・自転車・公共交通機関などを利用しよう！」ということを書き、そこで環境問題のことを言ったらどうでしょうか。または、
「交通安全教室」みたいに、「地球温暖化阻止教室」を公共の場に作り、呼び掛けるともっと良くなると思いました。理由は、呼び掛けたら市民に広まり、少
しはクルマを使う人が減るかもしれないと思ったからです。

・循環バスを増やし、誰でも使いやすいように、段差がないバスを利用する。・住宅街の近くにスーパーマーケットやホームセンターなどを増やし、クルマを
使わなくても良いようにする。

・道路を有料化する・バス停を色々なところに作って、乗りやすくする・歩いた分だけ割引券がもらえる仕組みを作る・電車乗り放題券を作る・もっと駅の数
を増やして、電車を使いやすくする・自転車を使いやすくするために道幅を広くする

今は、自転車は車道を走る規則だが、子どもなどは特に危ないので歩道とは別の自転車だけの道をもっと作っていくべきだと思う。また、横断歩道などあるが
大きい道などは渡りにくいので遊歩道を作ったり、信号機を付ける必要があると思う。公共交通機関を利用してもらうようにするには、同じ会社のところで
は、何度乗っても１回分の料金にするなど、クルマを使うよりお得なことをアピールする。最終的には、安全に歩けたり、自転車に乗れる社会にしていけば、
子どもから高齢者の方までが安心して利用するようになっていくと思う。

公共交通機関を１回利用するとポイントがたまるようなシステムを作り、何回か利用したら、1回無料にしたり、商品券をもらえるようにする。また、通勤、通
学の際に時差ビズやＣＯＯＬビズなどをもっとアピールして、満員電車などを回避できるようになれば、利用者も増えると思う。自転車のレンタルのシステム
をもっと社会に広める。自転車が乗れない人のために自転車の練習施設を設ける。

・公共交通機関を使いやすくするために、バスや電車の本数を増やしたり、駅やバスが停車する場所を増やしたりする。・レンタルできる自転車を増やす。

歩道に柵を付ける。

「～歩」月に歩いたら、～がもらえる、などと、徒歩での疲れを忘れられるような企画を作れば良いと思う。クルマから出る排気ガスによって、地球温暖化が
進行するということを知ってもらい、意識を高めてもらえば良いと思う。

<徒歩を増やす方法>・市から万歩計を配布し、（500円くらいで）たまった歩数ごとに景品を贈呈する。（ターゲットは主に60歳以上の方々で、高齢者の自動
車事故も減ることが望まれる）〈自転車を増やす方法〉・現在、駐車場として利用されている土地を駐輪場にする。・スーパーマーケットなどで、自転車で来
店した客にはポイントを付与するという制度を作る。〈バス、電車を増やす方法〉・東京都のように、バスの定期は、さいたま市内全体で使えるようにする。
→主婦なども買えるような値段に…

自動車を使用する側の立場から考えるに、折角高価である自動車を購入したのに、それを使わず、社会貢献のためだけに自動車を手放すわけにはいかないだろ
う。いくら二酸化炭素の排出量が減るといっても、実感が湧かない。そうした意見が、現在のクルマ社会というコミュニティを形成しているのではないか。そ
のため、私たちはクルマを手放すことにメリットを感じるようなシステムを構築する必要があると考える。例えば、クルマを手放す代わりに公共交通機関を一
定期間無料にするという案も出せる。しかし、それだとバスの本数を増やさないといけないのでさらなる交通渋滞が巻き起こる可能性がある。そこで、私たち
はシェアバイクを推奨する。売却した車が高価であれば、電動シェアバイクを利用できるなどのシステムの本格化が望む社会になるのではないか。

ＣＭ。条例を作ってエコカーを推奨する。自転車レーンを増やす。電車の本数を増やす→通勤ラッシュの時間帯など。歩道に屋根を付ける→雨の日に歩きやす
くなる。筋トレになる？スマホゲームみたいなのを作る→位置ゲー？

まず、代表的な公共交通機関である駅の利用を促進する方法として駅に人の集まるものを作る。ということが挙げられました。例えば、ショッピングモール
や、若物に人気のある、タピオカなどの飲食店、スタンプラリーなどがあります。しかし、これだけだと駅と駅間の移動のみが促進され駅が徒歩・自転車移動
の起点となることができません。そこでそれらを促進させるために、手軽に自転車をレンタルし、移動した先々にレンタルショップを設置し、返却ができるよ
うなシステムを作る、ということが挙げられました。またそのシステムを会員制とし、移動距離などに応じて会員それぞれに駅周辺の店で使うことのできるポ
イントを付与すれば、先に挙げた駅に人を集める、ということとも連携が取れるのではないか、と思いました。是非ご検討をよろしくお願いします。

・駐車料金の値上げ・不法投棄の自転車を、バイクシェアリング用の自転車に利用する・クルマを使わない人に、他の公共交通機関の割引券をあげる・電車の
本数を増やす・椅子の数を減らして、より多くの人が乗れるようにする

ガソリンにさらに多くの税金をかければ良くなると思います。しかし、家のストーブの燃料で使われる種類のガソリンには税金を増やさず、一般自動車が使用
する種類のガソリンに税金をかければ良いと思います。また、燃料の値上がりにより、バスなどの運賃が上がってしまうと、利用者が増えにくいのでそのよう
な会社に対しては税を免除したら良いと思います。

道を狭くする。宇都宮線の本数を増やす。車両の数を増やす。定期代を下げる。バイクシェアリングシステムを導入。固定資産税を上げる。駐輪場の料金を０
円に。なんかのゲームやアニメと電車をコラボさせる。市営バス専用道路。全ての会社が社員の公共交通機関の交通費を払う。電車を使うとポイントがたまる
ようにして、たまると電車賃に使える。1,000歩歩くと（上に同じ）

①公共交通機関を使えばポイントがたまる制度。②バイクシェアリングシステムを作る。③混雑緩和のために電車の本数を増やす。④駐車場の持ち主に税をか
ければ、駐輪場に駐車場を作り変える。①でのポイントをバイクシェアリングシステムで使えるようにする。④でできた駐輪場を②に使用する。町内にある掲
示板やインターネット内で環境配慮行動における客観的二酸化炭素排出削減量事実情報を拡散する。

人々が「クルマに乗ろう！」と思う機会を減らすためにクルマの燃料のガソリンやパーキングエリアなどの駐車場料金の値上げなどが効果的だと思います。ク
ルマそのものに税をかける案も思いつきましたが、クルマを持っていても毎日使う人もいれば１か月に数回しか乗らない人もいるので乗る時間や回数に比例す
る形でお金を要求する方が良いと考えたからです。また最近はタクシーの初乗り区間が短くなる代わりに料金が安くなってますが、それはクルマを使うことを
促しているように見えます。つまり、人々が暮らしやすい社会にするためにはクルマは必要不可決なのです。よってクルマを使うことを促進することは困難で
あり、二酸化炭素の排出を減らしたり、省エネなクルマを開発するしかないのです。



・バスを利用したらポイントがもらえて、それをためると商品と交換できるシステムを作る。・会員制のバイクシェアリングサービスを導入する。・何日かに
１回、クルマの通行を規制して、歩行者天国を行う。・バスの路線を増やす（経由地点などを増やす）→行ける場所を増やす。・バスの本数を増やす（15分に
１本あるぐらい？）・バイクシェアリングシステムを利用して、色々な地点へ行くと、ポイントがたまったりするなど、ゲーム感覚で楽しめるものにする。

・自動車を持つこと自体に税をかけたり、ガソリンの値段を上げることで自動車を使いづらくする。・急な坂などをなるべく減らし、自動車を使わずとも通れ
るようにする。・電車をより値段を下げることで、気軽に使えるようにし、自動車の使用を減らさせる。・自動車に代わる新たな移動手段を確立する。以上の
ようなことをしたらもっと良くなると思う。

ショッピングモールなどにクルマで行った時、駐車場にとめるのにお金がかかるようにする。駅や病院などの主要な機関に自転車を置き、月に○○円とうい形
でパスワードを入力することでその自転車を共有して使うことができるようにし、好きな駐輪場で置いて行けるようにする。また、１回使うごとにマイナス○
○円として通勤や通学の時に使ってもらうようにすると良いと思う。

クルマの走行距離に応じて、税金をとる。なお、クルマの燃費によってもかかる税金を変えていくのはどうだろうか？また、クルマ税を多くする、例えば、１
か月で購入したときの金額の10パーセントを徴収する。他にも固定資産税の対象にクルマを含める。そして、クルマをなくした分、バスの本数や路線を増や
す。タクシーも初乗り２キロメートル3，000円そして、100メートルごとに200円ずつ加算される。

信号を増やすなど、クルマの方が遅くて不便という印象を与えられるようになれば良いのではないかと思う。そもそも、クルマは停車する時や発車する時に１
番動力を食うので、ガソリン代や、車検などにお金をかけるより、自転車で通勤、通学したり、電車やバスに乗った方が安くなるかもしれない。そのために
は、自転車の駐輪場を増やしたり、バスの本数を増やしたりしなければいけないと思う。オランダなどの自転車大国の仕組みを元にすると、もっと良くなると
思う。
自転車レンタル場所を設けて、何度もそのシステムを使うことで、ポイントがたまり、そのポイントに応じて、特典がもらえるようにする。無駄な信号機を減
らして、クルマの使用時間を減らす。アイドリングストップを義務付ける。駅近の駐輪場を広くする。

移動手段を徒歩や自転車にさせるには人々が使いたくなるようにしなければならない。そのために、散歩道コースやイベントをたくさん行って人の往来を増や
すことで歩きたくなる。また、自転車道を整備することで自転車の利用者も増やすことができる。電車やバスなどの定期券をもっと安く設定すれば、人々は多
く利用しようと考えるし、しかも長期間利用されることになるだろう。クルマの問題点を挙げるのではなく、他の手段ではどうですかと提案する方が良いので
はないだろうか。

クルマを使っている人にクルマについてもう１回考えさせる。最近、高齢者の方のブレーキとアクセルの踏み間違いで歩いていた児童をひいてしまった、コン
ビニエンスストアなどに突っ込んでしまうというような事故が多いことから70歳以上のクルマの運転をなくす、もしくは免許の再試験をするなどして、まず高
齢者がクルマを運転することを減らす。その代わり高齢者専用のバスなどの公共機関を設ける。そして高齢者ではない方には、電気自動車に乗ることを推奨す
るか田舎に公共機関を増やしてクルマの要らない生活にする。これらのことをすれば、改善につながると思います。

クルマの免許をとるための規定をより厳しくし、検査の回数もクルマに乗った回数ごとに増やし、人々がクルマに乗るのを面倒臭くさせて、乗らないようにさ
せる。自転車や徒歩、公共交通機関については、クルマに乗らずにそちらを使うと料金を安くしたり、自転車の値段を下げたりすると良いと思う。また、自転
車の修理費を、かなり安くしても良いと思う。

「クルマを使用する人に税金をかける」クルマを使用する人には、税金をかけることで強制的に使わせないようにする。しかし、それではあまり効果がないと
思うためその税金で得た収入を公共交通機関（電車・バス）などの運行費に回し、それらの運賃を安くする。そうすると人々はクルマは使用せず、料金の安い
電車・バスなどを使用するのではないだろうか？

・駐車場を小さくする。・バスなどの運賃を安くする。・バイクシェアリングシステム・駐輪場を安くする。・自転車用の道路を作る。・駐車場を高くする。

各施設の駐車場を小さくし、駐輪場を増やす。大きな道路の自転車通行帯を増やす。電動アシスト自転車に補助金を付け、手軽に利用できるようにする。バス
停に駐輪場を作る。鉄道路線同士の接続を良くする。バスの値段を下げ、路線を増やす。駅⇔その周辺の施設へのバス路線を充実させ、また駅との接続を確保
してクルマとの時間的な差を縮める。

徒歩や自転車やバスなどではなければ、通るのに料金がかかるような関所を作る。渋滞が多い道路に公共交通機関しか通れない道路を作る。クルマ用の駐車場
を減らす。歩道をカラフルにして、車道をよりいっそう地味にすれば、歩道で写真を撮る人が増えて、徒歩で移動する人が増えると思う。公共機関を利用した
らポイントがたまるアプリを作る。

世界を狭くする。（地球）１日10分クルマを控える。ガソリン車を廃止する。家で仕事をする。二酸化炭素排出量を減らすために積み木のクルマを運転する。
家で生活する。二酸化炭素と中和する物質を開発する。高齢者は、免許返納する。

クルマを使うとどれだけの二酸化炭素を排出し、地球温暖化にどれだけの影響を及ぼすかを世間に伝え、またクルマの使用量を減らすためにクルマ税を上げた
り、日本でも少しずつ増えてますが、レンタルバイクをみんなで共有するシステムを増やし、自転車の使用量を増やしたりする。人や自転車が安全に走れる道
を作る。ガソリンを使うクルマの量を減らす。駐輪場を増やす。

僕はさいたま市に住んでいます。さいたま市は道が東京などの大都市に比べて非常に狭いです。それは東京などとは違い空襲がなかったため、昔の狭い道が
残っているためです。そのため、さいたま市は渋滞が非常に多く、朝にバスが時間通りに来ないことが多いです。バスが遅れると電車に乗り遅れてしまうの
で、朝にバスを使えないという人も多いです。バスが遅れたとしても本数が多ければ、ちょうど来たバスに乗ることができます。さいたま市は全体的にバスの
本数が全く足りていません。なので、現状さいたま市民はバスを信用していません。これが市民がクルマを使う原因になっていると僕は考えます。なのでこれ
からは、さいたま市とバス会社が協力して市民がバスを信用できるように頑張ってもらいたいです！

僕が思う公共交通機関の悪いところは「人が多く座れないため疲れる」です。また田舎では公共交通機関があまり発達していないため、クルマがないと不便だ
と思います。なので座席数をもっと増やしたり、地方の交通網を発達させることが必要だと思います。僕が健康のためにウォーキングを始めて感じたこととし
ては、自然が感じられて気分が良くなることやクルマを使っていては見つけられない新しい発見があることなどです。全くクルマを使わないのは難しいと思う
ので、近場には徒歩や自転車を使うなど、両方をうまく使い分けていくことが必要だと思います。
クルマの走行に税をかける。燃料にかかる税の税率を上げる。二酸化炭素税を作る。歩行者天国を増やす。クルマが通りにくい道路を大量に作る。徒歩・自転
車利用をする人たちへの施設の開放や優待を、車利用者とはっきり分ける。徒歩・自転車を優先にし、駐車場を駐輪場に全て変える。信号の時間を歩行者とク
ルマで逆にして、歩行者が快適に道を渡れるようにする。やはり、ＪＲ東日本が定時運行を心掛ければ良い話である。

グリーンロードをもっと増やす。駅につながるようにして、そこに駐輪場を設置する。駐輪料金をなるべく安くすると良い。その他にも、駅から遠い場所では
バス停につながると、もっと良くなると思う。自転車を安くレンタルできるところがあると、なお良くなると思う。

徒歩・自転車または公共交通機関を利用するためには、車道を減らして歩道や自転車専用道路を増やすべきだと思います。例えば、クルマ通りの多い道路の車
道を減らすことで「この道路はクルマだと混むから歩きや自転車で行こう」という発想を促すことができます。また２車線ある車道の片方をそのまま自転車専
用にしてしまうのも効果的だと思います。自分自身毎朝、最寄り駅まで自転車で行くのですがその際、道路が狭くて危険だと思う場所が数か所あります。これ
も皆が自転車ではなく自動車を使うことの大きな要因の一つになっていると思います。また、歩道には歩いていても飽きないように植物やオブジェを設置した
り、ベンチなど休憩できるスペースを用意するのも良いと思います。

二酸化炭素を有用に活用できるような物体を作る。クルマに関する税や車の値段・ガソリン代を上げた分、公共の物に対する値段を比較的安くする。（トラッ
クなどの運送業などは変化しない。）パーキングエリアの数を減らし、パーキング料金も高くする。でも、正直言って今の時代からクルマの数を減らすなどと
いうのは無理に近いと思うから、他の物で二酸化炭素の量を減らした方が早いと思う。

・コンビニエンスストアの駐車場をなくし、近くにバス停を設置する。駐車できなければ、バスで来ると思う。→バスの通る範囲をより広くし、気軽に乗れる
ようにする。料金を統一する。・ポケモンＧＯみたいなアプリを作って、駅の中にスポットを設置する。駅の近くに駐車場は少しだけにする。中までクルマで
入っていく人はいないと思うから中に置く。そうすればクルマに乗る人は少しずつ減るのではないでしょうか。

他の国でもあるように自転車置き場を多く作って、自転車を他の人とシェアする仕組みをもっとさかんにすれば、自転車を使おうという人が増えると思う。ま
た、クルマを駐車するコインパーキングの代金を高くして、その分自転車をとめるところの代金を安めにすれば、自転車を使いクルマはできるだけ使いたくな
くなると思う。あと、都会ばかりではなく田舎の方や住宅街の近くにバス停を作れば、田舎に住んでいる人でもバスを利用できると思う。

コミュニティサイクルサービスをもっと広範囲にしたらどうでしょうか。区役所にはありますが、行きたいところにその駐輪場（？）がなくて不便です。また
少し高いので、値段を控えめにしてください。自転車に測定器を作ることを奨励し、その走った分に応じて賞品（何かに使えるポイントなど）を付けるなど工
夫してみてください。あと今、事故が多発していて自転車は怖いです。安全を徹底してください。区役所の人も自転車を使ってください。みんなでより良い市
にできるよう、頑張りたいと思います。
クルマよりもバスなどの公共交通機関の方が便利だ・安い・楽だと感じさせることができたら、もっと公共交通機関を利用する人が増えると思う。例えば、バ
スの回数券などを作り多く乗ることで１回あたりの単価が低くなるようなものを作ったりしたら、普段バスを使わない人がバスに乗ろうと考えるかもしれな
い。また、これでバスに乗る人が増えたら、一人当たりの値段は下がっても合計の利益は上がる可能性があると思う。また、これで地球温暖化の原因を一つで
も減らせるなら一石三鳥ではないだろうか。



けが人や体の不自由な方やご高齢の方が使いやすいような造りにすると、もっと良くなると思います。私は現在（この紙を書いている時）松葉杖で登下校を
行っています。私は家から学校へ行くのに、バス・電車・タクシーの３つの公共交通機関を利用しています。松葉杖で公共交通機関を利用していると、今まで
まったく気にしていなかった点が、気になることが多々ありました。１つ目は駅の床などが、とても滑りやすいことです。実際、私も雨の日に駅の床で滑って
しまいました。2つ目は優先席が、あまり有意議に使われていないことです。通学の時に電車やバスを利用すると、優先席に荷物を置いて座れなかったり、目の
前に妊婦さんやご高齢の方がいるのにスマホをいじっていたりと気にもせずに座っている方々がいます。以上の２つの点が私は気になり使いにくいので、とて
もクルマを使って登下校したくなります。以上の２つの点を改善していただけると、けが人や体の不自由の方、ご高齢の方がもっと利用しやすくなると思いま
す。

田舎には住んでいる人が少なく需要があまりないため、公共交通機関が少ないため、自動車を利用している人が多くいるため、自転車でも通りやすく道路を整
備したりするなど、田舎で自動車をあまり使わなくても良い工夫をすると良いと思う。でも、人々に自動車じゃなくても移動が楽なことや環境問題において危
険であると分かってもらうために呼び掛けをしたり、自動車の利用に関する新たなマナー（ｏｒルール）が社会に理解し、守ってもらえるようにする。公共交
通機関だと混んでしまったりお金をとられてしまうし、少しの距離で公共交通機関でない方が楽だったりするから、たとえ時間がかかっても徒歩や自転車を利
用すると良いと思う。

クルマは二酸化炭素の排出量が多いので、ほとんど使わない方がいいと思います。クルマに比べて徒歩・自転車・バス・電車はあまり環境に影響がないので、
特にバス停を増やしたりした方が良いと思います。また、どうしても遠くてクルマで行かざるを得ない状況があると思う。その時は、お金を払ってクルマを
使ってもらうなどすれば、頻繁には人々はクルマを使わないと思う。他にも、駐車場の料金を高くするなどすれば良いと思う。自転車をもっと使ってもらうた
めに自転車だけしか通れない道などを作れば良いと思う。（できるだけ駅やコンビニエンスストアまでの近道ができるように！）

歩きやすい環境を整備してほしいです。駅から少し離れたところに住んでいるのですが、家から駅までの歩道にスズメバチ（多分）の巣があって、遠回りをし
なければなりません。他にも夜中になると街灯が消えかけていたり、１人で歩くには危険な点が多い気がします。以上のことからクルマに頼ってしまっている
ため、まずは歩道の安全性の確認をすべきだと思います。

クルマは天候にかかわらず快適に乗ることができるため、クルマを利用する人が多いと思います。なので、バス停では、天気が悪くても待っているのに困らな
いように全てのバス停に屋根を付けたらどうかと思います。また、徒歩や自転車の利用を促進するために歩道の整備や花などを植えて、歩くだけでも楽しくな
れるまちを作ったり、自転車の利用者だけが通れるサイクリングコースを作ったりするのが良いと思います。そうすれば、通勤・通学を徒歩や自転車にする人
が多くなると思います。あとは、会社や学校などで、家が近い人には車を使わずに来ることを勧めるという方法もあると思います。

バスや電車を家族や友達などと出掛ける時に利用すると、自家用車で出掛けるよりも代金が高くなってしまうので、１人のときはバスや電車でも良くても、大
人数だと自家用車を使いたくなると思います。なので、大人数割引等を作れば良いのではないか。また、各家庭でも分別など環境を配慮したことは行っている
と思う。なので、クルマ使用時の二酸化炭素排出量のことを多くの人に知ってもらえば、家庭内リサイクルと同じように環境に配慮して、近くの場所への移動
の時に徒歩や自転車を用いる人が増ると思います。自転車は置き場に困ることがあるので、市として自転車の使用を推奨していくのであれば、置く場所を整備
するべきだと思います。また、他県から来た人のタクシー移動を減らすためには、自転車シェアリングシステムを作るというのも一つの案だと思います。

市バスの料金を距離に関係なく統一すると、もっと利用しやすくなると思う。駅の近くに無償の駐輪場が増えれば、駅までクルマではなく自転車で行く人が増
えると思う。バスがどこを通っているのか広く知らせる。

公共交通機関に乗って移動した距離に応じて、何かをプレゼントしたら良いと思う。そうすれば、必然的に利用者は増える。とりあえず、人々に安い・便利な
どといったメリットを感じさせ、お得感を出せば良いと思う。だから繰り返し何回も使う人の運賃を安くすれば、より良いと思う。一方、徒歩・自転車に関し
ては、健康をアピールすれば良いと思う。例えば、ガソリンスタンドや駅の構内に徒歩・自転車だと何カロリー消費するかや寿命がどれほど伸びるのかについ
てのポスターを貼れば良い。そうすれば、多くの人の目にとまり、関心を集めると思う。これは、人々の意識の変化が大事だと思うので、そういう企画や機会
を作っても良いと思う。

・自転車をシェアできる場所を増やす。・駐輪場を増やす。・電車やバスの料金をもう少し安くする。・歩行者だけでなく、自転車専用の道路を増やせば、自
転車に乗る人が多くなると思う。・もう少し、分かりやすいところにバス停を作る。・電車の本数を増やす。・アーケードを作れば、雨の日でも徒歩で目的地
に向かう人が増えると思う。

・公共交通機関を無償化する。・クルマを廃止する。・高速道路の費用を高くする。・免許証の取得を厳しくする。

短い距離の場合は、なるべくクルマではなく徒歩や自転車を使えば良いと思う。バス停が近くにあって、それで目的地に行けるんだったら、バスをなるべく使
う。高齢者によるクルマの事故が多発しているので、80歳を過ぎてからは、クルマを使ってはいけないなどを作った方が良いと思う。

駅から離れた場所に家がある場合、またその駅の近くに駅がない場合には、その駅からバスを運行し、なるべくダイヤを多くすることが良いと思います。ま
た、自転車・徒歩で移動しやすいように歩行者のレーンを広くしたり、自転車専用のレーンをつくる・広くする、また駐輪場を作ることが良いと思います。ま
た、人が多い場所の場合、その近くの駅の列車のダイヤを多くする。始発列車を設定することなどが良いと思います。また、駅から離れたところに観光地があ
る場合、その駅までの観光列車を走らせ、その列車からの接続の大型バスを運行させ、観光客が便利になるようにすると、もっと良くなると思います。

①バス会社・鉄道会社と結びつき、無料券や割引券の配布をする。バス１台に対して複数人が乗車すれば、１人当たりの二酸化炭素排出量は減るため、公共交
通機関をより使おう、使った方が得だ・便利だ。と思ってもらえるように、試しに乗ってもらえる機会を作ると良いと思う。②道路や駅で、呼び掛け運動など
をして、利用を促す。③レンタサイクルを作り、自転車に乗る機会を増やす。④自転車レーンを道路に作る。

国道などの高速道路以外の道路にも、自動車に限り料金をつけ、その分自転車や公共交通機関を安くする。

公共の施設を騒音にならない程度に住宅の近くに設置する。または、駅やバス停の近くに設置する。そうすれば、クルマを使うより便利だし、近くに行きやす
いため徒歩や公共交通機関が増える。もしくは、駐車場を作るよりバス停などを作った方が、必然的にバスや鉄道が増える。クルマよりも公共機関を増やすに
は、バス停や公共機関を施設の近くに設置すれば良いと思う。

バス専用の道路（信号なし）を作ると、圧倒的にバスを利用する人が多くなる。（高齢者向け）自転車用の道路（ガードレールあり）を作る。（若い人向け）
これら２つのように、それらの公共交通機関の方が、効率良く利用できるような仕組みを作る必要があると思う。

インターネットやアプリで乗り継ぎを便利にすることで、利用者を増やす。そして、どの地区にも100メートル以内の場所に設置することで、利用者を増や
す。さらに一般道の車の通行税をとる代わりに、公共交通機関の料金を大幅に値下げすることで、利用者を増やす。そうすれば、二酸化炭素の排出量も減らす
ことができる。

僕はクルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするには、高速道路や国道など頻繁に使われる道路での通行を有料にすれば良いと思いま
す。それによって、クルマに乗る人も渋滞に遭いにくくなるので、この案は、ほとんどの人にメリットがあると思われます。また、田舎にも公共交通機関を利
用できる駅をたくさん作るのも重要だと思われます。バスや電車などの駅が家の近くにないと、クルマを使わざるを得ません。もし、田舎でも都市部並みに駅
の数があれば、クルマを使わずに公共交通機関で移動することができるようになると思います。

ガソリン等の燃料に消費税とは別に税をかける。法人名義・身体障害者には減税システムを導入する。

自転車に乗り、ある特定の、特に渋滞しやすい所に通行税をとらせる。日本は基本的に公共交通機関が充実しているため、おそらく車から公共交通機関への転
換が他の国よりもうまくいくと思う。これによって大気汚染を抑えることにもなると思う。ただ、郊外に行くと公共交通機関が行き届いてない可能性があるの
で使用率が上がるにつれて徐々にその精度を上げていく必要がある。また、田舎の鉄道会社は赤字なことが多いので国費でまかなうべきだと思う。

どこでもドアを開発すべき。どこでもドアさえあれば、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、学校、どこにでもすぐ行ける。クルマも電車も必要な
し。道路、線路も必要なくなり、土地の拡大が進む。そうすれば緑を増やせる。国はどこでもドアの開発に力を入れるべきである。

クルマを使用することで負担が増えるようにすれば良いと思う。例えば購入時の税だけでなく、月（または年）ごとの排気ガス量（または走行量）によって税
金をかけることで、クルマの使用量を減らすと同時に、エコカーの導入にもつながると思う。また、電車等の運賃を下げ、通勤ラッシュを緩和することで、利
用者が増えると思う。

・公共交通機関を乗る時の賃金を税金を使って無料または減額するようにしたらどうか（その時にチラシやポスターなどを作って、たくさんの人に知ってもら
い、使う人を増やすようにすると良いと思う。）・クルマを使うことを減らすためにバスで停車する停留所を増やした（急いでいる人のために電車のように快
速を作る）方が良いと思う。・人から聞いた話なんですが、幼い子どもを連れたお母さんお父さんたちは満員電車などだと、優先席が空いてなかったりすると
すごく危険で怖い経験をすることが多い、という話を聞きました。なので、優先席をもっと整備してほしいです！



・交通量が多いので、クルマ用・歩行者用で道を分けたり、歩道橋を増やしたりする。・駅を複数か所設置する。・バスや電車の本数を増やす。・新たな路線
を作る。・信号や横断歩道を増やす。・歩行者の右側通行、自転車の左側通行のルールを撤底する。

クルマを運転するための免許を取るのをもっと複雑にすればクルマを利用する人は減ると思います。第何課程まで行かなければ免許を取れないという制度にす
れば、人々が面倒がってクルマを運転しようと思わないと思うからです。他の案はクルマのガソリンにたばこやお酒のようにもっと高い税をかけることで、ク
ルマの使用量を減らすことができると思います。ガソリンが高ければ人々はそのお金が無駄だと考え、もっと安い徒歩や自転車や電車などの公共交通機関を利
用しようとすると思います。

・自転車をたくさん置いておく・バスの本数を増やす・電車の路線を増やす・電車にＷｉｆｉを付ける・施設を駅周辺にする・駐車場の値上げ

・海外で実施されている、置き自転車の取組をする。・バスや電車の本数を増やす。・バスや電車内でＷｉｆｉを使えるようにする。・大きい施設は駅の近く
に作る。・駐車場の値上げをする。・置き自転車は乗り終えたらその場に置いておけるタイプが良いと思う。他にも、店などで、クルマで来店しなかった人に
ポイントを与える制度などを取り入れると良いと思う。

・バス停を増やす。（利便性が増す。）・レンタサイクルを増やす。（使う人が増える。）・歩いた歩数に応じて賞品を決める。（みんなのやる気ＵＰ！）・
ポスターで呼び掛ける。（歩くことや自転車、公共交通機関を使うことの長所などの詳細を添える。）・自転車が乗れない生徒のために、体育の授業などで、
自転車の乗り方を教える。（自転車の楽しさが分かったり、自転車に正しい方法で乗れるようになる。）・自転車専用の道を増やす。（安全さをアピールでき
る。）・公共交通機関にスタンプラリーを作る。（スタンプは買い物で！）・土地が広いところは路上列車を作る。

・運賃を安くする。・バス、電車の本数を多くする。・食品のネット通販などを普及させる。・電車の停車駅を増やして、クルマでしか行けないところを少な
くする。・コンビニエンスストア、スーパーマーケットを増やして、徒歩で行きやすくする。・買った荷物を運んでくれるロボットなどを作る。・高齢者など
がなるべく共同生活をし、色々なことをしやすくする。・決まったところにしか走らない自動運転のクルマを作る。・最大時速が遅めのクルマを作る。・高齢
者の免許更新の間隔を短くし、チェックを厳しくする。

私は遠くに家族で出掛ける時、荷物が多い時、急いでいる時によくクルマを使います。きっと他の人もこのような場合に使うと思います。クルマをなるべく使
わなくするためにはガソリンのお金を高くすればもっと良くなると思います。なぜなら、ガソリンを高くすればあまり買いたくなくなりクルマを使いたくなく
なると思います。また、歩道や自転車専用道路を広くすればそっちを使う人も多くなると思います。

・バスや電車などの利用料金を下げる。・バス専用の道路を作る。・家の近くにコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどを増やして、クルマを使わな
くても行けるようにする。・クルマが通る道を減らす。

徒歩や自転車を使うとポイント付与、または、クルマを使うとポイントマイナスにする。レンタサイクリングをまちなかで多く行う。スタンプラリー。駐輪場
を増やす。駐車場を減らす。歩きやすいように道を整備する。

クルマがよく使われている原因は、その手軽さにあると思う。よって、バス停をこまめに設置し、誰でも簡単に使えるようになれば使う人は増えると思う。ま
た、バスは運賃がかかり、現金で払う人も多いため、「お金を費やしてしまっている」という実感を客に与えてしまう。なのでバスの定期券を作り、身近なコ
ンビニエンスストアなどで販売すれば、お得感も出てさらに増える気がする。（ポイントカードを作り、たまれば一定期間乗り放題も可）。徒歩や自転車に関
してはさいたま市が市民に専用の歩数計を配布し、一定歩数に達したら粗品をあげるようなシステムを作れば面白いと思う。

駅に自転車のレンタルができる場所を設けたら良くなると思います。鉄道が通ってない地区に地下鉄を通したらどうですか？地下鉄なら地上への道路の土地が
あるので土地も困らず、公共の迷惑にもならず、便利になるので良いと思います。バスに自動運転機能をつけ、バスの本数を多くすれば不足しているバスの運
転手も補え、バスの回りが良くなってバスを利用する人が増え、結果クルマを使う人が減ると思います。バスや電車にも大きい荷物が置けるトランクを設置す
ると良いと思います。

まず、歩道橋などをなるべく、信号でとまらないように使ったりすると、徒歩での移動時間が減ったりして、徒歩での移動が楽になり、クルマを出す人が少な
くなると思う。次に、歩道などをしっかりとバリアフリー化して、凸凹の道だと歩くのが厳しい高齢者などが気軽に徒歩で移動できるようにする。また、人が
集まるところは歩行者天国を作り、歩行者が行き来しやすくなるようにすれば、クルマの使用量は減っていくと思います。そして、少し遠いという場所には、
自転車を持っていない人でも使えるような自転車を、駅やコンビニエンスストアに配置する。

徒歩・自転車に関しては駐車場の数を減らし駐輪場を増やすことで多少なりとも改善すると思います。こちらが僕の提案の軸なのですが、埼玉県内で使うこと
のできる公共交通機関を割安で使えることのできるパスポートのようなものを発行するのはどうでしょうか。もし可能ならばクルマに乗るのと同じ程度の出費
で公共交通機関を使えるものが良いと思います。

クルマに対する交通規定、交通費を高くしたり、現在ある公共交通機関（バス停や駅）にレンタルサイクルなどのより自由度の高い公共交通機関を併設する。
歩道橋を増設したりして、徒歩や自転車の待ち時間をクルマより短くする。乗換えができる駅では、電車の時間を合わせて、より使いやすくする。ガソリンな
どの原動力（？）を高くする。Ｏｒクルマの燃費を悪くする。

バスを小さくしてより細い道に入れるようにすれば、より多くの人がバスに乗ってくれると思う。ガソリンの値段を高くしたり、クルマの値段を上げたりして
歩いたり、バスや電車に乗った方が安いという状況を作る。　より使いやすい簡単に持ち運べる自転車が開発されればクルマを使う人が減ると思う。自転車専
用の道路やバスを優先させる道などより便利により早く目的地に着けるような工夫をするバスの運賃や電車の料金を税金でまかない、無料にする。

・ガソリンの値段を今よりも高くする。そうするとガソリンを売っている会社は不景気になるが、そこは、市や県、国で何とか対処する。・バスや電車を使う
人には、使うたびにポイントがたまるシステムとか、還元の制度を付ける。・いっそのこと公共交通機関を無料にする。（新幹線やグリーン車を使う人は除
く）・それでもクルマを使いたい、という人は二酸化炭素を排出しないクルマに半強制的に乗り換えさせる。

・バスの本数を増やすと良いと思う。バス停は、どこの家からでもすぐ近くにあると思うが、本数が少ないため、すぐ目的地に着きたいという時不便だと思
う。また、ポイント制にして10回乗ると、１日無料乗車券などを配るようにすると、使う人が増えると思う。・クルマを持っている家庭のクルマに二酸化炭素
の排出量を調べ、基準の排出量より少なかったら景品などを渡す制度にする。・自転車の駐輪場の値段が高く、ガードレールに違法駐車しているというのを聞
いたことがある。駐輪場では、値段やしてほしいサービスについてのアンケートを利用者全員にしてもらう。値段は変えられないなら空気入れ等のサービスを
するようにすると良いと思う。

私はバスをたまに使いますが、バスの予定表をバス停で見ても時間が分からなかったり、どこへこのバスは行くのか分からなかったり、反対方向に行くバスに
乗ってしまったりすることが多くありました。なので、バス停の表示を増やし、音声案内で情報を伝えてもらいたいと思います。他には、バス停を駅の回りだ
けではなく広範囲に広げられれば、さらに多くの人が利用しやすいと思います。しかし、急用で早く駅に行きたいという人のために、ある程度のバス停を飛ば
して運行し、使ったことを記録し、ポイントをためて買い物に使えるというようなものも出れば、面白いと思います。

クルマを使わず徒歩・自転車または公共交通機関をたくさん利用することで何かもらえるようにすると、利用する人が増えると思います。駐輪場を増やしたら
どうでしょうか。クルマを使うと税金を払なくてはいけなくなるシステムを作ったり、ガソリンスタンドなどクルマに関する店を減らすと、クルマを使う人が
減るのではないでしょうか。逆に駅や駐輪場の近くに家を増やすと良いと思います。

自分だけかもしれませんが、クルマを使う理由はこういうものがあると思います。①雨が降っている（歩くのが面倒臭い）②急いでいる③クルマの方が徒歩・
自転車より楽だから。などというものです。もちろん、やむを得ずクルマに乗らないといけない状況もあります。ですが、今書いた①～③の理由は、全て自分
の管理次第で解決できます。なので、キャンペーンなどを作れば良いと思います。しかし、クルマを走らせた人を罰するのではなく、「クルマを走らせない
分、役に立つポイントをもらうことができる」キャンペーンをすれば、排出される炭素の量も減るし、人もポイントをもらえてｈａｐｐｙになれると思いま
す。なので、このようなキャンペーンをしたらどうでしょうか。

・たばこと同じようにクルマにも多額の税金を付けたり、ガソリンスタンドの数を減らしたりすれば良いと思う。・クルマを持たない家庭に、市が援助金を出
せば良いと思う。・自転車が走りやすいような自転車用の道を作り、歩行者用と自転車用の安全な道を作れば良いと思う。・駅前に無料の自転車の駐車スペー
スを作れば良いと思う。

どこか遠くに行く時には新幹線などを利用して行くと思うのですが、その場合、クルマで行くのを新幹線などを用いて行くのは、全然クルマの方がかかる費用
が少ないと思います。そのため、公共交通機関を用いずに自分のクルマで出掛けてしまうことがあると思う。なので、もう少しだけ公共交通機関の料金を減ら
せば良いと思う。例えば、スーパーマーケットや近くのデパートに行く時に、徒歩または自転車で来た人向けに、割引券の配布などをすれば良いと思います。



つまり、クルマよりも徒歩・自転車や公共交通機関の方が便利。と思うようになれば良い。なので、クルマよりも歩行者信号を長くしたり、自転車専用通路を
より多く設ければいい。それが難しいようならバスや電車などの公共交通機関全部で、共通のポイントカードなどを作れば良いと思う。他にも、クルマを利用
すると良くないということを皆により多く知ってもらい、自分でよく制しようと思わせるようにすれば良いと思う。罰を設けるのも良いと思う。クルマの二酸
化炭素排出量が一定量を超えるたびに罰金があり、逆に少ないと賞金を出せば良いと思う。ガソリンを高くするという方法もあるが、反対の人がほとんどだと
思う。

・大宮駅周辺などで、とてもクルマ通りが多い道は、自転車が通るスペースがないかもしれないので、自転車専用レーンを作ったら良いと思う。・駅利用者は
自転車を置く場所がないかもしれないので、市営駐輪場を作れば良いと思う。そして、利用者の駐輪代金は、市が税金で出せば良いと思う。・バスの料金は高
いかもしれないので、都バスのように100円均一にすれば良いと思う。

僕は徒歩・自転車または公共交通機関をもっと優遇すれば良いと思いました。例えば、駐車場を減らし駐輪場を作ったり、バスや電車の駅の数を増やしたり、
運賃を下げたり、人がクルマでは行きにくい場所に人気の店などを建設すれば良いと思います。クルマは交通機関としてはとても便利なものですが、徒歩や自
転車を利用する方が健康的なので、まちなかでポスターに徒歩や自転車または公共交通機関を進んで利用するように呼び掛けるのも良いと思います。

まず、なぜクルマを使うのかという疑問に目を向けてみると、１つ目は目的地までが遠いが、電車が通っていない。2つ目には目的地が遠く荷物が多いので、公
共交通機関には乗れない。3つ目に自由に移動できるので、公共交通機関より楽にお出掛けできる。この３つが多いと思います。なので、この３つの理由をつぶ
していきましょう。まず、１つ目の理由に対しては、路線を長くしたり、バスの駅を増やすしかないと思います。２つ目の理由に対しては、旅行などの荷物が
多い移動専用の電車を作り、荷物を置けるようにします。3つ目の理由に対しては、観光地直通のバス専用道路を作ったり、電車を作れば良いと思います。後は
自転車の楽しさを、推奨すれば良いと思います。

本当にクルマをなるべく使わせたくないなら、深夜帯でもバスを走らせる。もしくは不当に残業させてる会社を全てなくす。そうしないとクルマを使ったりタ
クシーで帰ることになる。あと、パレードをする際やなんらかのイベントの時は、パトカーや白バイは使わす自転車で走らせる。というか、緊急時以外は使わ
ないで。それが無理なら電気代を安くして、電気車にさせれば良いと思う。

クルマを使う時には税金を取るようにする。そうすれば、「クルマに乗るのにお金がかかるなら…」と考える人が出てきて、徒歩・自転などといった移動手段
を利用すると思うから。また、仮にクルマに乗る人がいるとしても税金を徴収できるので、単純に国の収入にもなるし、またクルマよりも徒歩・自転車または
公共交通機関を利用する社会にするための活動の資金にもなるから。また、駐車場をなくす、道路を狭くするなどの政策をとれば、自動的に自動車を使う人が
減少していくのではないかとも思った。
大きな施設、例えばショッピングモールなどに行く際、徒歩や自転車、または公共交通機関を利用してきた人に全ての店で使える2割引きカードを1枚プレゼン
トすると良いと思う。また、小さい子どもがいる家庭は自動車を使いがちだと思うので、駅やバスでチケットを配り、それを持ってくると、面白い遊具で遊ぶ
ことができるとか、ゲームの限定のキャラを手に入れることができるとかいうことをすると良いと思う。あとは、夏に日差しから身を守ってくれたり涼しくし
てくれたり、冬だと温めてくれたりする物がもっと発達すれば、「少しは歩こうかな…」という気になると思う。
・クルマは通れない、歩く人または自転車専用の通りを作る。・一般道でも高速道路のようにお金をとる。（公共交通機関以外）・歩行者や自転車の道を広
く、キレイにする。・公共交通機関に乗ると、何かサービスを受けられるようにする。・ガソリンスタンドを減らし、クルマを利用する人をちょっと不便にす
る。・道に飲み物（ペットボトルや缶）などを配る人をところどころに配置する。（無料で）※夏は冷たい物やうちわ、冬は温かい物やカイロ。

私は公共交通機関を利用する人を増やすためには、ＩＣカードをより多くの人に使ってもらうこととレンタルサイクルを普及させることが良いと思う。まず１
つ目のＩＣカードの普及は、自分が現金で払うのが面倒臭くて、バスではなくクルマに乗ることがよくあるから。小学校に子ども用ＩＣカードの取得を推奨し
たりするのも良いと思う。２つ目はレンタルサイクルがあれば、市内を移動する時に、より気軽に出掛けることもできるし、適度な運動にもなって健康でいら
れると思ったから。設置する場所は、駅前限らずコンビニエンスストアの近くやバス停付近にあると、より使いやすいと思う。学生や社会人に会社からレンタ
ルサイクルの割引きがきくパスポートなどを配れば、普段、クルマで通勤・通学する人も自転車で気軽に行くこともできるし、ちょっとしたお出掛けにも使え
て良いと思う。

各バス停の近くにある建物を大きく表示して分かりやすくしたら、バスに乗るかなと思います。自転車が通りやすいような、真平らな道がたくさんあったら、
自転車利用者も少し増えると思います。１人で歩くのはさびしいので、２人で歩けるくらい道幅を広くしたら良いかなと思います。行きたい場所が駅から遠過
ぎます。コンビニエンスストアがあまりなくて、モチベーションがあまり上がらないです。

クルマの税金を高くして、クルマ以外を使った方が得をするというシステムにしたり、自転車を使うととめる場所が必要になるので、駐輪場をもっと多く設置
したりすれば良いと思う。公共交通機関を使うメリットをアピールしたポスターを作って掲示する。クルマではなく、徒歩または自転車、公共交通機関を利用
して来た人だけポイントをあげるシステムを作る。駐車場を減らして、いっそのことクルマをとめるところを少なくしてしまう。

・クルマを使うことで、どれだけの二酸化炭素を出してしまっているかを、もっと多くの人に知ってもらうための会などを開き、地域の人に参加してもら
う。・駅やお店の付近などに駐車場だけでなく、駐輪場も設置する。・自転車専用の道を作る、もしくは増やし、歩道と別にすることで自転車を利用しやすく
なる。・駅に地下通路を作れば、目的地に駅から徒歩で向かう人が増える。

まちにレンタルサイクルを増やして、駐車場を減らす。クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関の方が地球に優しいことを知ってもらう。バスの発着時
間の精度を上げる。駐輪場を増やして、どこにあるのか分かりやすくする。電車やバスの値段を下げる。バスや電車の路線を増やす。バス停や電車の駅を増や
す。

例えば田舎や地方にも電車を走らせ、また１時間に１本などではなく、こまめに電車が来るようにする。バスをショッピングモールや観光地の近くにもとまる
ようにし、家や駅からクルマを使わなくても目的地に行けるようにする。時間を決めて自転車を借り、返す時は元にあった場所でなくても、色々なところにあ
るその自転車の駐輪場のうちのどこかに返却すれば良いというシステムを導入し、もっと普及させる。歩行者とも車道とも違う自転車専用の道（サイクリング
ロード）を作り、安全に運転できるようにする。どこのバスがどこに行くかなど路線図などをしっかり作り、分かりやすくする。

クルマでどこかへ行くのは楽しい。少なくとも私はそう思っているので、「クルマに乗るな」とは言いたくない。なので、そこではなく「徒歩」に目を向け
る。「徒歩」をもっと推していくに当たり宣伝すべきなのは、その運動量だと私は考える。実は徒歩というのは他の移動手段に比べ、はるかに多く体を動かし
てカロリーを消費できるのである。ようは「ダイエット」という面に注目するわけである。近年のダイエットは、とにかく極端な物が多い。プチ断食だのなん
だと色々とある。それはあまりに健康的でない。そこで「徒歩」である。これなら健康的にかつ気楽に長く続けられるだろう。ダイエットをしてやせることで
見た目を美しく変化させる。それによって自信がつく。自信がつくと何よりも物事に積極的になれる上、全てにおいて成功をつかみやすくなる。やはりこの
テーマについてもっと「徒歩の運動量」を推していくべきだ。

まずクルマは移動手段としてとても便利であり、体力の消費も徒歩などに比べたら少ない。なので、多くの人々は自然とクルマを使いたがる。この問題を解決
するためにまず、住民に徒歩・自転車や公共交通機関を利用するときの利点、クルマを利用することによる影響などを説明する。それと、クルマよりも徒歩・
自転車や公共交通機関を利用しよう！！といった呼び掛けや、そういったポスターなどを作成する。あとは、これができたら生活に便利なポイントが入るよ！
などといった、ごほうび制をやっても良いかもしれない。
・お店などで徒歩・自転車で入店した人だけがもらえる、買い物に使えるポイントを設ける。・全てのお店でというわけではないが、駐車場を少し減らすこと
で近所の人であれば徒歩・自転車で行くことができると思うし、本当にクルマを使わなければいけない人だけがクルマを使用するようになると思う。・ポス
ターや掲示板でクルマを使うとどのようなデメリットがあるのか（二酸化炭素が排出される→地球温暖化など）→クルマを使うことで自分たちの生活にも支障
が出るのだということを改めて多くの人に意識してもらう。
クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするには、さいたま市の様々なところにさいたま市内を走って良い自転車を置く。そうするこ
とで、今までクルマで移動していた部分を自転車に変えることができると思う。また、地域のバスを作り値段を安くすることで、バスをたくさんの人に利用し
てもらえると思う。いつもはクルマを利用していた人に歩いてもらうために、歩くことを推奨する期間を作り、そのような運動をすれば良いと思う。電車をお
りてから特定の客が集まる場所までの安いバスや自転車を置くことで、クルマを一切使わずに移動ができると思う。
徒歩や自転車を利用することの利点は風を感じられ、風景や買い物をしやすいことだと思うので、歩道の整備（サイクリングロード）や道路沿いのお店の充
実、そして木や花がたくさんあった方が良いと思います。また、公共交通機関の利用者を増やすためには、駅やバス停周辺の店や施設などのバリアフリー化
や、駅で言えば「エキュート大宮」のお店を若者から高齢者まで楽しめるようなものにすると良いと思います。バスでいえば、停留所のベンチの数を増やした
り、観光都市（京都など）のように、あと何分で来るのか、どのぐらい混雑しているかが、はっきり分かるような表示・標識などを作ると、バスを使う人が増
えると思います。人気のスポットなどに向かうバスなどがあっても良いと思います。（臨時便でも）

万歩計アプリ（？）を作成し、「○○歩歩いたら、お店の商品が３割引き！」等の特典を付けるのはどうでしょうか。そうすれば、「あと少しで、あのお店の
商品が安くなるから歩こう」などと、少しでも歩く人が増えるのではないでしょうか。あとは「自転車で来店すれば○○円引き！」…とか。私は友達と遊びに
出掛ける時にバスや電車を利用します。駅までは自転車で行きますが、バスはバス停が近くにないので、嫌々バス停まで歩いています。なので、もう少し住宅
街寄りのところにバス停を作る。または先程提示した万歩計アプリ（？）を活用して、歩いた分だけ安くなるなどの特典をつけてくれれば、より多くの人がク
ルマをあまり使わないようになるのではないかと思います。

徒歩・自転車・公共交通機関を使えばクルマを使用する場合よりも、その使用者に対して利益があるような制度を作るのはどうか。バス路線を発達させると
様々なところに行きやすくなり、自動車の代替にはなると思うので、もっと良くなると思う。バス停の近くや駅の近くに自転車がシェアできる場所をたくさん
作って、どこの駐輪場に自転車を返却しても良いという仕組みを作ってみてはどうか。公共交通機関の値段を下げる。歩道の整備をするのはどうか。（ガード
レールや外灯・道幅など、人がいつでも安心して歩ける歩道を作る。）



・スーパーマーケットやショッピングモールなどで駐車券と同じように自転車版も作って、それにスタンプを押して、たまったら割引券や商品券がもらえるよ
うなシステムを作ったら良いと思います。・公共交通機関の本数を増やして満員電車をなくしたり、駅の中にショッピングモールなどを作って駅の近くには駐
車場を作らなければ、買い物をする人も電車を使うと思います。・道を広くする。

まず、お店において自転車や徒歩の人に有利な条件を与える。例）クッキー１個無料など。また、自転車割や徒歩割などの割引制度を導入する。次に、信号な
どで歩行者や自転車の人が有利になるようにする。ＥＸ）歩者分離信号での歩者の時間を長くする。最後にクルマの利用者を減らすために、ガソリン代を上げ
る。ＪＲ宇都宮線の上下どちらも本数を増やす。

・徒歩や自転車で通った時に、心地良いと感じられる緑を増やす。・さいたま市の大宮などは、特に人で混んでいるので、自転車専用道路を設置してみる。・
電車に乗るごとのポイントカードをさいたま市内のみならず作ってみる。・短い間隔でごみ箱を設置し、徒歩などの気持ちが良くなる環境を作る。・さいたま
市のオリジナル自転車やシューズを作って、徒歩・自転車を推進してみる。

車道をなくして、自転車道を作る。

公共交通機関を使ったらスタンプなどをもらえるようにして、何個以上たまったらという特典を付ける。

法律で自動車の利用を禁止する。駅まで楽に行けるシステムを作る。（電車など）電車賃を下げる。自動車の値段を上げる。歩くことの重要性を説く。自動車
を使う必要がない場所に建物を置く。電車や、バスの本数を増やす。

徒歩とクルマの消費量などを比較して、学校など、色々なところで宣伝して、徒歩は体に良いということなどをデータにして教え、勧める。自転車用の車道を
用意して、自転車＝当たり前という考え方を定着させる。電車の値段を安くして、利用しやすい環境を作ること。ガソリンの値段を少し高くすることもＯＫ。

自動車でしか生活できないような田舎ではバスなどをもっと出し、料金を安くする。またガソリン代を高くする。電車はまず痴漢が多過ぎ、電車に乗りたくな
くなる。だからクルマに乗りたくなる。ホームには人身事故防止のドアを付けるべき。電車が遅れること多過ぎでクルマの方が良いと思ってしまう。バスは正
確に時間通りに来ないことが多々あるためあまり使わない。また多くの人が酔ってしまうため乗りたくなくなる。

・地球温暖化の深刻さをもっと世に広めれば、大気中の二酸化炭素を増やさないようにしてとクルマを使わないようにしてと心掛けてくれる人が増えると思い
ます。・最近クルマ関連の交通事故が増えていることを若い世代の人たちに理解してもらえれば、将来クルマではなく自転車で移動しようと考える人が増える
と思います。

歩行者天国を取り入れる。自然公園を増やす。みんなで（子どもや高齢者も）楽しめるテーマパークを作る。

１、スタンプラリーなどのイベントを作る。（バスは限定のバス運転手さんからスタンプをもらうなど…）２、Ｐエリアを減らす。３、駅のエレベーターを減
らす。４、障害者用のスロープを全ての乗り物に設置する。５、長い距離を走る電車は机などパソコンや勉強などできるスペースを１両でも作ってほしい。
６、転落事故がないようにホームに壁（ドア）？を設置する。高崎線などはない！

ガソリンの値段をもっと高くする。電車の本数をもっと増やす。

徒歩や自転車を使わないのは疲れるぐらいならはクルマで行ってしまえと思っている。またバスなどは、10分以上遅れることも、よくある。それもクルマの混
雑が原因だ。それをなくすためにもクルマは使わない方が良いと思えるものが良いと思う。ガソリンへの税や全国の駐車場の有料化など

これを実現させるためには、徒歩・自転車・公共交通機関を使う人たちにメリットになることを与えれば良いと思う。結局はクルマを使う理由は、歩いたりす
るのが面倒臭いからだと思うのでクルマを使わない人に何かを与えれば良いと思う。そのためそういうアプリや色々なものを作れば良いと思う。

・駅と駅の間が長いところは増やす（駅を）。・電車やバスの本数を増やす。・混雑の対策（通勤・通学ラッシュとか）。・電車はお金がかかる（特に遠くま
で行く時）金額を減らす。・公共交通機関に乗りたくなるような何か。

電車の本数を多くする。１駅の間隔を狭くしておく。電車賃を５駅まとめていくらという値段設定にする。

ガソリンに税をかける。公共交通機関を使うたびに少量ポイントを付ける。主要な商業施設と駅を結ぶバスを作る。

クルマを禁止または制限し、自転車を置ける場所を増やす。バスの本数を増やしたり、バス停を増やしたりして乗りやすいようにする。電車の遅延を減らし、
侍つ人が多くなり、混まないようにし、電車利用者のストレスを軽減させる。

サイクリングロードを多く設置する。自転車置き場の料金の軽減をする。ガソリン車を電気自動車などに変える。大気汚染などが問題などが問題なのであれば
「クルマ」事態を問題と表記するべきではないと思う。電車の駅の区間を短くする。または、路線を増やす。公共機関を全体的に増やす。

・公共交通機関を安くする・公共交通機関の範囲を広くする・公共交通機関の本数を増やす・公共交通機関の乗継ぎを良くする・公共交通機関をリラックスで
きる個人の空間にする

クルマを利用するのは、バスや電車が混んでいるからだと思う。なので、朝や夜など駅に多くの人が集中する時間は混んでいる電車（武蔵野線など）の本数を
増やすべきだと思う。

徒歩・自転車よりクルマを選ぶのは単純に長い距離を走れなかったり、疲れるから。公共交通機関をあまり使いたくない理由はお金がかかってもったいないか
ら。クルマの方が元がとれる気がする。また旅行などに行く際にもクルマで行った場合、パーキングエリアなど寄り道できて楽しい。このことから私は駅の要
所要所に何か売店でも作ってほしい。徒歩・自転車を使ってほしい場合はテレビなどで呼び掛けたりするしかないと思う。様々なことが便利になって生活しや
すくなった半面デメリットも多々あることが分かった。

公共交通機関は運賃の１０パーセント分さいたま市が負担。クルマが通れない柵を設置するともっと良くなると思う。

・バスの本数、バス停を増やす。・駐輪場を増やす。・レンタル自転車を増やす。・スマホのアプリで◯◯歩＝１ポイント　のようにしてプレゼントを与え
る。

私は「クルマより徒歩や自転車や公共交通機関を利用する」ような社会にするには、まず、世界の人々、一人ひとりが地球の環境を理解することが必要だと思
います。クルマを使うとガスが出て地球温暖化にもつながってしまいます。クルマを使うということが地球の環境を悪くしていると分かれば、クルマを使う
人々は減少すると思います。また自転車を使って駅に行く時、混んでいる日は自転車置き場が埋まっていることが多いです。埋まっているととめるところがな
くなってしまうので、それが心配でクルマを使ってしまいます。だからこの対策にも「自転車置き場を増やしたらどうか？」と私は考えます。

・もっと電車、バスの本数を多くする。・歩道を広くする。・きれいにするなどして、歩きたいと思う道を作る。・駐輪場を増やす。（ショッピングセンター
とか）

自家用車用のガソリン代だけ高くする。自家用車は高速などでのお金を高くする。自家用車の値段は高く。税金をいっぱいかける。

もっと簡単に手軽に自転車に乗ってもらうために駅などで誰でも借りることができる自転車を設置し、同じ市内ならどこでも乗り捨てられるというようにした
ら自転車に乗ってくれる人が増えると思う。

・高速道路をクルマで通る時の値段を上げる。・ガソリン代を上げる。・駐車場の時間当たりの値段を上げる。・無料バスを増やす。・歩道の整備・道路の端
の、自転車が通る道を拡げる／増やす。・電動自転車の値段を下げる。・クルマの値段を上げる。・免許の取得年齢を上げる。返納年齢を下げる。

・１日10キロメートル歩いたら１万円国から支給されるなどの制度があれば良いと思う。・または１日10キロメートル歩いたら好きな店のサービス券などが
配られる制度があれば良い。

・クルマの事故の危険性をホームページで発信するとともに、公共交通機関の利点を発信する。・クルマの免許をなくす代わりに、「月に◯回バス無料」など
にする。

～さいたま市のアプリを作る～・アプリ内に、市の地図を入れ、飲食店や、病院、駅などの情報を入れる。・地域のイベント情報などの掲載施設の予約機
能。・クルマに乗りながらスマホは見ないので、自転車や歩きが多くなる。

１つの理由としては公共交通機関の値段がとても高いです。特に１つ駅を移動するだけでもかなりかかります。そのときに南浦和駅などを利用するととても交
通料金が高くなります。また、徒歩・自転車に関しては、自転車に乗っているのに歩道を走ったりと交通ルールを守ってないのでルールについて呼び掛けてお
くこと。

例えば、市の商店街や、スーパーマーケットなどと、協力して、公共交通機関を使った時に◯◯円引きなどのクーポンを発行させたり、公共交通機関を使った
回数がある一定の回数を超えた時に、抽選で豪華賞品を与えたりするように、特典をあげれば良いと思います。



一般の道路にも高速道路みたいにお金を取れば良いと思います。なぜなら、今までクルマを使っていた人が、お金を節約するために自転車または自らの足を
使ったりまちの公共交通機関を使ったりすると思うからです。そうすれば、今までより交通の便が良くなり、まちがより活性化すると思います。

私は徒歩・自転車をより多く使ってもらうのではなく、クルマを使いづらい世の中にすれば良いと考えた。そこで、クルマに税金をかければ良い。今でも税金
はかなりかけられているのだが、思いきって１キロメートル走るごとに100円などかけてしまったらどうだろう。クルマ人口は減るので、それに伴い車道も減
らしておけば良い。クルマが趣味の人にとっては、困るというのが１番の批判かもしれない。なので、国に許可を取り民間で経営するクルマの設備を作ろう。
最終的には、国道のあった場所が全て公共交通機関に取り替わる。

自転車専用道路を作ったり、公共交通機関の値段を安くするなど、安全で快適な道や公共交通機関を作れば良いと思います。また、お年寄りがいらっしゃった
場合は必ず席を譲るなど、一人ひとりの心掛けも大切だと思います。なので、ポスターを目につくところに貼るなどのことも必要だと思います。

・家庭の自動車で移動した距離や消費したガソリンの量などによって、税金か何らかの制限をかける。・公共交通機関を利用を多くしたら、利用者に得を与え
る。・早く水素や電気自動車などを開発して、使ってもいい社会にする。・車に対する消費税・重量税・所得税を増やして、買いにくくする。・電動アシスト
自転車をより良く開発して安く販売し、普及させる。・徒歩をした分、得を与える。

１つ目は、バスの量をもう少し増やせば良いと思います。そして、値段を100円均一にすることです。バスの量を増やせば、あまり待つ必要がなくなること
で、バスを利用する人が増えると思うからです。東京都に比べてバスの値段が高いと感じる時が、たまにあります。そのように思ってしまうと、バスを利用す
る人が少なくなると思うので、100～110円程度にしたら良いと思います。2つ目は、駐輪場をもっと増やすことです。住宅街の方に行くとバス停がなく、歩
くか自転車で行かないといけないのですが、「駐輪場がないから徒歩にするけど、面倒臭いからクルマで行こう！！」という考えが出てくると思うので、バス
停の近くに駐輪場を作るべきだと思います。

クルマよりも徒歩・自転車が使われるようになったら排気ガスの排出量を減らすことができて、地球温暖化対策につながると思います。また、多くの人が徒歩
や自転車を使って移動することで適度な運動にもなり結果、健康寿命を伸ばすことができるようになると思います。さらに、クルマだと渋滞が起こってしまい
ますが、徒歩や公共交通機関を利用すれば渋滞することもなくなり、時間通り行動できることも多くなると思います。そして、事故も減らすことにもつながる
と思います。
運賃を安くする。自転車専用の道路を作る。バスの本数を増やす。有料道路を増やす。ガソリンスタンドの数を減らす。クルマの信号の青の時間を減らす。

高速道路をなくし、クルマで遠くまで行けないようにする。

まず、自転車を使いたくても駐輪場がなかなか見当たらないという問題がある。みんなが無料で使える駐輪場を作るべきだ。駐輪場が増えれば、みんな自転車
でお出掛けするようになる。そして、自転車で飲食店に行けば、割引サービスを受けられるというのはどうだろうか？そうすれば、多くの人が自転車に乗って
お出掛けをし、景気が良くなると思う。クルマに乗って事故を起こした人は、永遠にクルマに乗れなくしても良いと思う。そうすれば必然的にクルマに乗る人
は少なくなる。クルマに乗る人に重い税をかけるのが一番手っ取り早い。
・バス停を住宅街の付近などにたくさん作って、バスを利用させる。・道路の車道を完全になくす。・免許を廃止する。・クルマの税金をメッチャ高くす
る。・クルマの値段をメッチャ高くする。・クルマを高く買い取る。

クルマが多く利用されているのは、公共交通機関や自転車よりクルマが便利だからである。まず、電車をもっと快適に乗れるようにするべきだ。クーラーを付
け、椅子を増やした方が良い。優先席などを作るのではなく、椅子を増やした方がいい。女性専用車を作るなら、１両車両を増やしてほしい。暑苦しくて乗り
たくない。自転車も乗りやすい道路を作ってほしい。ポスターを作ろうとか、制限しようとかいう意見は、無意味だと思う。

まず電車の本数が少ないので、埼京線直通ＪＲ川越線を複線にして10分に1本というようにすれば、川越線沿線に住んでいる人は大宮等へ行くのにクルマを使
わなくて済みます。また、駅を降りた先から目標の場所までの距離が遠い場合もあるので、無料もしくは格安の自転車貸出しを市が行えば良いと思います。ま
た、自転車用の道路をもっと多くの場所に敷設し、とことん自転車を優遇すれば良いと思います。川越線の本数を増やしてください。

徒歩・自転車・公共交通機関を使うと、クーポンがもらえるアプリを作る。ログインボーナス（歩いたらボーナス）、（車で移動したら税金増やす。）、（安
物の車にする。）徒歩・自転車・公共交通機関で移動したら税金減らす。（駐車場消す。）（駐車税作る。<駐車したら税とる>）道路に「この先、乗ってると事
故ります」って大きく書く。ついでに大きく「自転車と徒歩ならＯＫ」と書く。飛ぶ車作る。高齢者にクルマを売らない。クルマ消す。ガソリンチャージでき
ないクルマにする。←１回きりのやつ（修正テープみたいな）道路に壁作る。（人３人は通れる分残す）道路狭くする。すごく入り組んだ道ばっかにする。
（階段多くする。）高速道路をなくす。

もっと公共交通機関の本数を増やし、公共交通網を密にする。そしてクルマにかける税を増やし、その分の金で公共交通の代金を格安にする。そうすれば、人
はクルマ（自家用車）より、公共交通機関を使うようになるはず。

道を狭くして、施設とか公園とか木とか花壇とか増やして、クルマでは通れないけど、歩いて楽しい道にする。ポケモンＧＯにもっとお金をかけて、クルマで
走るぐらいの速さではアプリ起動できなくして、もっと面白くする。夜とか電気とか増やして、夜歩きやすくする。駅と駅の間隔を減らす。男性専用車と女性
専用車だけにする。電車料金を無料にする。

徒歩・自転車で行ける範囲の距離はクルマに乗らないで自分の足で行きましょう。という標語のポスターを作って貼る。自転車が通りやすいように専用道路の
拡大を進める。学校の周りの道路は、登校・下校時間など時間帯に分けてクルマの通行を禁止する。歩行者・自転車が通る道も右・左側で行く方向によって分
ける。歩行者と自転車の交通事故を防ぐ。雨の日は自転車に乗って事故すると危ないので、雨の日専用バスを出す。事故も防げて自家用車で走る数も減るので
良い。１度乗ったら降りる場所に値段が関係ない路面電車を作る。都電のようなもの。自転車を広める講習会を開く。
・まずは、徒歩で行けるところはクルマを使わないから徒歩は考えない。・自転車を通勤に使っている人に補助金をあげるとか。・道に自転車専用の道を作
る。・自転車のオランダのやってるレンタル自転車を真似る。・無料の駐輪場を作る。・バスの本数を増やす。・バス、電車の通る場所を増やす。・国が徒
歩・自転車の利点ＰＲしているＣＭを流す。

クルマを使用することによって起こる害を広めるべきだと思います。クルマは二酸化炭素を排出するし、交通事故を起こす原因にもなります。だから、そうい
うことを色々な人に知ってもらうために「クルマではなく徒歩・自転車または公共交通機関を利用しよう」みたいな会を地域単位で開いて、参加してくれる人
にそういう事実を広めるべきだと思います。エコな社会を目指すために、交通事故で傷つく人を増やさないためにも現実を色々な人に知ってもらう必要がある
と思います。だから、まずは身近な人に広めるために「会」を開いた方が良いと思います。あと、自転車の駐輪代やバスや電車の乗車賃を少し安くすれば、み
んな親しみやすくなると思います。

・運転免許を～歳以上返納を義務付ける。年配の人がこれから増えていくので返納する人が増え、自転車・公共交通機関を使う人が増える。・午後～時からク
ルマ乗るのは禁止などの条例を作る。帰宅ラッシュに道が混雑しなくなる。飲酒運転をする人が減って事故が減る。・クルマ税を上げる。クルマ税を上げると
クルマを買う人が減り、自転車や公共交通機関を使うようになる人が増えると思う。・クルマが入ってはいけない地区を作る。

クルマにかかる税金を増やす。公共交通機関の料金を安くする。田舎にも公共交通機関で行けるようにする。自転車にかかる維持費などを国がサポートする。
クルマを作る会社への税金を高くする。クルマを持っていて、使っていない人用に買取りする。（国が高めに）クルマの用品の料金を高くする。自転車を使っ
ている人を優偶する。クルマを持っていない人に補助金を出す。道路を有料にする。（全て）

クルマは大切な移動手段です。家庭に１つは用意できるし、クルマの中は快適です。しかし、クルマのデメリットだってあります。１つ目はまちの細やかな変
化に気付くことができないことです。まちのちょっとした変化や新しいお店を見つけることは歩いていないとなかなか気付けません。２つ目は駐車にスペース
が必要だということです。歩きならば何かを駐車する必要もないし、自転車を駐車するにもそんなにスペースは要りません。このようなクルマのデメリットと
その他の移動手段のメリットを紹介すれば、クルマ以外の交通手段がもっと利用されるのではないでしょうか。

スマートフォンで１年のうちに歩いた歩数を記録して、その歩数が多ければプレゼントがもらえるようにすれば、歩く人も増えるのではないかと思う。たくさ
んバスを使う人には料金を安くしてあげる。スーパーマーケットやデパートの近くにバス停を作る。自転車を貸してくれる場所をいくつか設置し、その自転車
を使わなくなったら連絡して、係の人が自転車を回収してくれるシステムを作ったら、気軽に自転車を借りるようになると思う。

道路をなくす。自動車の免許のレベルを厳しくする。徒歩の方が良いとみんなで呼び掛ける。クルマをなくす。

免許の試験をめちゃくちゃ厳しくする。また、年齢制限を作る。道路をなくす。クルマを運転したら罰金にする。１回事故ったら、免許を取り消す。

自転車を使うためにもっと自転車を共通で使えるようなやつを進める。コンビニエンスストアに数個置けばコンビニエンスストアはいっぱいあるから使いやす
いだろうし、駅にもそれを置いていけば使いやすいだろうし、スマホを使って借りたりしてＧＰＳを使ってやれば、問題を少なくできると思う。クルマも駐車
場を減らしてクルマをとめにくくし、どこに行く時に少しの距離だったら使う気を起こさないようにする。スマホとかで二酸化炭素排出量が分かるようにし
て、それによってポイントがもらえたり、商品を買うときに安くできたりするようなシステムを作ったりして、使わないようにさせる。そのシステムだったら
クルマ以外でも環境に良くできると思う。



月に１回「ＮＯクルマ週間」を作って、その期間に徒歩や自転車または公共交通機関で来て買い物すると、ポイント７倍とかにする。クルマで通勤したら給料
７パーセント減。（ＮＯ車週間だけ）ガスを出さない車を使う。クルマの免許取るのに1，000万出さなきゃ、テスト受けられなくする。1，000万は動物愛
護センターとか子どもに寄附する。

自転車に関しては、周りに自転車を使えるような場所を設置する。例えば、旅行の際に観光地に自転車を無料で使えるようにまたはあまり高くない価格にして
使えるようにする。徒歩を促すには、健康と結びつけることによってできると思う。例えば、どこからどこまでは約何キロカロリーなのかを看板や立て札に書
いておくことによって、健康を気に掛けている人や高齢者に響くと思う。

公共交通機関の電車やバスを利用しやすくする。バス停を多く設置したり、乗った人にポイントがつくようにする。電車をきれいにして女性専用車両のよう
に、色々な人が気分良く利用できるような設備を作る。自転車が安全に走れるように、凸凹したりする地面・道路を平らにする。歩道を広くして、人が歩くと
ころと自転車が走るところを作る。クルマの走っている車道を使うのは、危ないと思う。

・電動バスの料金を安くして、使いやすくする。・徒歩や自転車で行ける場所に駅やショッピングモールを作る。・クルマを使わなかった人やバス・電車を利
用した人に特典を与える。・ガソリンを高くする。

・電車の本数を増やす。（特に宇都宮線などの本数が少ないもの。６分に１本）→小金井・籠原行きを少なくして、乗換えを少なくする。・自転車専用道路を
多くする。幅を広くする。・信号の時間のつり合いを考える。・タクシーの初乗りの値段は変えずに距離別の料金を高くする。

痴漢をなくす。高齢者から免許をはく奪すれば良いと思う。ガソリン代を高くすれば良いと思う。電車の本数を増やしたり電車賃を安くする。電車からおじさ
んを減らす。

・例えば自転車を使っている人やこれから買おうとしている人に自転車のメンテナンスなどを無料にしたり、走った分だけ得をする制度を作ったら良いと思
う。・田舎の方だとコンビニエンスストアやスーパーマーケットまでの距離が遠いため、クルマを使わなければならないことがある。そんな人たちのためにバ
スの路線を増やしたり、廃線にならないように補助金などで経営を手助けすれば良いと思う。・毎月のどこか１日を、クルマを緊急時以外使ってはいけない日
にしてしまい、使った人は罰金を払わなければならないようにしたら良いと思う。・歩くことは健康に良いので、もっと歩きたくなるように景観をもっときれ
いにしたら良いと思う。

クルマを利用する人たちの１番の目的は、家から駅やバス停までが遠いとか自分の行こうとしている目的地の近くに駅やバス停がないからだと思われる。だか
ら僕は単純に駅やバス停の数を増やせば良いなと思った。しかし、無駄に駅やバス停を増やし続ければ費用もかかるし、まったく使われない駅やバス停がでて
きてしまいそうな気がする。そこで、公共交通機関以外の中でクルマに次いで速いのは自転車である。自転車はクルマのように速く長い距離は進めないが、あ
る程度の速さがあるので、最近でも家から自転車で行けるくらいには、駅やバス停を設置していけば良いと思う。また、最近クルマは自動運転が可能になりつ
つある状態になり、さらに労力が減るようになっている。しかし、自転車は進化しているという情報が入ってこない。だからまずは、自転車を進化させていけ
ば良いと思う。

大宮や浦和は電車の本数が多く、都内に出るには公共交通機関を利用している人が多いと思うが、大宮以北では電車の本数がかなり減って、電車やバスを待つ
時間でクルマを使う人が多いと思う。まず、大宮や浦和の駐輪場を立派にして、自転車道を作ったり、大宮以北では人が少ない平日の日中などを除いて、コ
ミュニティバスを走らせたり、現行のバスの時間を駅に到着する時間と駅を発車する電車の時間を合わせると良いと思う。どうしてもクルマを使わなければな
らない人のために、信号の切り替え時間を見直した方が良いと思う。実際、大通りはものすごく長く普通の道は短いなど、それで渋滞につながって悪影響だと
思う。クルマより歩行者用はもっと短く、足が悪い人には不便だと思う。バスの年間割引券なども有効だと思う。高齢者などに向けてバス会社と協力して発行
すると良いと思う。

駐車場をなくしたらどうか。そうすればクルマをとめる場所がなくなり、クルマを利用しづらくなると思う。しかし、路上駐車が増えてしまうかもしれない。
ガソリン代を高くし、逆に公共交通機関の代金を下げたら良いと思う。そうすれば必然的に公共交通機関を利用する人が増えると思う。道路をきれいにして見
ていて楽しいようなまちをつくる。そうすれば気分転換に徒歩をする人が増えると思う。しかし旅行などに行く際、公共交通機関を使うとお金がかかってしま
う。クルマを使えば、家族との時間も確保できる。クルマから排出される物質が問題ならば、電気自動車を使えば良いと思う。

例えば電車の料金を安くするや逆にガソリンの値段を少し高くするなどしたらどうか。また、人々にクルマを使うことによって発生する排気ガスが引き起こす
悪い影響について共通認識を持ってもらうための活動をもっとしていった方が良いと思う。また、逆に自転車や徒歩が電車を利用することのすばらしさを広め
ていった方が良いと思う。そして駅の数や電車の本数をもっと増やしていったら、クルマ以外の公共交通機関を利用する社会になると思う。

おそらくこれからクルマは趣味で持つ等、あまり一般的ではなくなっていくと思うので、何もしなくても、徒歩・自転車または公共交通機関のユーザーは増え
ていくと思います。なので、今から何か自動車以外の交通機関に対して、対策等は練らなくても良いと思います。すぐにでも自動車以外のユーザーを減らすの
ならば、免許返納の際のサービスを充実させたら良いと思います。返納するメリットがあるならば、自動車ユーザーの中の、高齢の方などは、少しは返納する
人も増えると思います。サービスの例として・バスの値段を割引する。・タクシーの値段を割引する。・その他公共サービスの無償化など

クルマを廃止する。そうすればクルマを使うことがなくなる。駐車場をなくす。そうすればクルマをとめることができなくなるのでクルマを使えない。ガソリ
ン代を増やしたり、クルマを使う上で必要なものを高い値段にする。そうすれば、クルマを使うことが減る。電気自動車にすれば二酸化炭素を出さずにクルマ
を使うことができる。クルマを使わないと、遠く、的確な場所に行けないし、公共交通機関だと家族で楽しく運転しながら話すこともできないので、クルマを
なくすことは良くないと思う。だからガソリンを使わないクルマを使うべきだと思う。クルマにもクルマの良いところがあると思う。だからみんなに使われて
いる。

僕は自転車が好きなのでよく目的がなくても走りに行きます。また、まだクルマが運転できないので近くに行くための手段としても自転車をよく使います。自
転車はガソリンなどの燃料を使わないとても自然環境に良い乗り物だということは既に社会に浸透していると思います。ですが、日々使っていて感じること
は、危険性です。それが自動車の使用につながっていると思います。なので今よりさらに自転車用の道や、徒歩用の道などを設けることで、徒歩、自転車の普
及につながっていくと思います。

自転車の貸出しサービスをもっと増やせば良いと思う。コンビニエンスストアに貸出し用自転車を置くサービスが、最近、増えてきているが、今の状態では借
りても返すところが見つからないことが多いと思う。スマートフォンを利用して、自転車を返せる場所が見つかるサービスなどもあるが、返すところが少なく
ては不便で意味がないと思う。だから、まずは、貸出し用自転車のサービスをしている場所を増やすことが大切だと思う。徒歩で移動する人を増やすのは難し
いと思う。距離が長くなればなるほど、クルマを使う人が増えるのは、当然のことだから、徒歩や自転車、公共交通機関を使えば得になるサービスを作れば良
いと思う。

クルマよりも徒歩、自転車または公共交通機関を利用させる社会にするには、車道をデコボコにして、クルマを走りづらくさせれば良いと思います。あと、道
路にたくさん石を置いておけば良いと思います。なぜなら、クルマのパンクを避けて、車道を使わない→クルマを使わないとなると思ったからです。あと、ク
ルマから出るガスの汚さをクルマを運転する人に教えることが良いと思います。歩く方がカロリーも消費すると思うので、太っている人などには良いと思いま
す。以上です。

僕は、ガソリンの値段を高くして、バスや、電車などの運賃を安くすれば、良いと思います。クルマに乗るには、ガソリンが不可欠（電気自動車は別）なの
で、値段を高くすれば、バスや電車に乗る人が増えると思います。ただ、一つ、欠点があります。それは、自動車で目的地に行くより、公共交通機関の方が時
間がかかってしまうことです。しかも、買い物から、帰って来る時は、荷物が多いので、徒歩、自転車また、公共交通機関を使うことは難しいと思います。ク
ルマを使わなくなる社会にするには、問題が多くあるので、徒歩、自転車または、公共交通機関を利用する、社会にすることは難しいと思います。

・自動車は近いところにも遠い場所にも行きやすいので、バスを使うならもっと本数を増やしたり、バス自体をもっと多くすれば、自動車を使う人が少しは減
ると思う。・みんなが公共機関を使わないのは、やはりお金だと思う。公共機関を使うとお金がかかるがクルマだと無料でどこでも行けるので、公共機関を使
う人が減るのだと思う。仕方のないことだけれど、使用者を増やすなら、運賃を下げるとより使う人が増えると思う。・最近ニュースで高齢者の自動車の事故
ばかり取り上げられていて、事実そういった印象を受けるので、何歳以上の人はもう一度免許を取り直すようにしたら良くなると思う。

僕はもう少し公共交通機関の利用料金を下げたら利用者が利用しやすくなると思います。なぜなら、クルマを利用したほうが早く、また安く目的地に着けたり
する場合があるからです。今、社会ではクルマの排気ガスなどによる環境汚染が問題になっています。それを改善するためにも、もっと多くの人に環境につい
て知ってもらう必要があると思います。また、レンタルサイクルをもっと増やして、僕たちの身近な物にする必要があると思います。そのためにも、市で各学
校でセミナーなどを行い、こういった問題について、話し合う場を設け、より深く知ってもらう必要があると思います。

電車は混雑することが多く最寄り駅までしか行けないので、電車の本数や路線の数を増やす。徒歩で移動している時に歩道を走っている自転車が結構多いの
で、歩道とは別の自転車専用に道を作り歩行者も自転車を気にすることなく歩けて、自転車も歩行者をよける必要がなくなるので自転車専用の道を作る。バス
の場合、道の途中にバス停が多くあり、歩道に多くの人がいると歩行者の邪魔になってしまうので近くに待合所や、道の途中に作らずに開けた場所に作り、バ
スに乗る人も歩行者も不快に思わないバス停を作る。



クルマなどは、都会で多く使われているイメージがあるが、それは単に都会に住む人口が多いからである。一方田舎では、電車は何時間かに１本しか来ずロー
カルバスも通っていないような過疎地が日本にはいくつもある。そういったところで、生活必需品をそろえるためには自家用車に乗る必要がある。高齢者など
は、自転車や徒歩では行ける範囲が極端に限られていてクルマを使う必要がある。長い距離を行き来するだけで大量の排気ガスを出す。そこで、もっと電車の
本数を増やしたり行き先を増やすことができればもっと公共交通機関を利用する人が増えると思う。確かに駅を増やすにしても電車の本数を増やすにしてもお
金がかかる。だが、今まで行きづらかったところへのアクセスが早くなければ必ず公共交通機関を使う人が増えると思われる。そうすれば過疎化が進んだ土地
の人口増加や地域の文化の発展につながると思う。

これは聞いた話ですが、例えばマラソンをする時には、ゴールまでの残りの距離が書かれていることが多いが、それがあることによって、もっと頑張ろうな
ど、モチベーションが上がると思う。なので約キロメートル間隔に「◯◯駅まであと◯キロ」と書いてあれば、歩きやすく、クルマよりも、歩く人が増えるか
もしれないと思う。他にも僕だったら何回か同じルートを通ったら飽きてしまう。なので、例えば地図に行きたいところへのルートや行き方が書いてあれば、
歩きたいと思う人が増えると思うし環境にも優しいので良いと思った。

近年は高齢者ドライバーが起こす交通事故のニュースをよく見ます。なのでクルマに頼り過ぎないということも大切だと思います。そこで僕は住みやすいまち
づくりが重要なのではないかと考えます。住民が買い物に行く時や病院に行く時、距離が遠いと、どうしてもクルマは使ってしまうと思います。なので歩いて
も行ける距離にスーパーマーケットや病院を作ったり、電車の駅の近くに作ったりすることが重要だと思います。そうすることでクルマで行く機会が減り、そ
の結果交通事故も起きにくくなると思います。また、一人ひとりクルマの危険を知っていくことも大事だと思います。「自分は大丈夫」「事故なんて絶対起き
ない」と安易な考えを持つものではなく、誰もが事故に巻き込まれる可能性があると常に自負していくことが重事だと思います。

・例えばスーパーマーケットやショッピングモールに行く場合、徒歩で来た人には割引券を配るなどというサービスをしたら良いと思います。・また、近くの
コンビニエンスストアや店に行く時は徒歩、ある程度遠い場所に行くなら電車を使う方が良いと促すのも良いと思います。・電車や新幹線で、かかるお金を安
くしたり、もっと快適に乗れるような工夫をすればクルマよりも電車などを使う人が増えると思いました。またポスターを作るのも良いと思います。以上で
す。
バスや電車を安くしたりとかまち時間を少なくしたらどうか。自転車の楽しいところを説明したり、駐輪場を増やす。歩くのは疲れるし遅いし高齢者にはつら
い。だからクルマを買うのは高齢者とかにして、今日本にあるクルマを売ってその金で自転車にかごが付いたものを買ったり作ったらどうか。というか今の電
気は大体、火力発電。例え電気自動車にしても、燃料→クルマ　燃料→発電所→電気→クルマ　変わらないと思う。だからそもそも発電を火力じゃなくしたら
どうか。というかバスも電車も元々は石油とかなのだから、クルマと変わらない。

・自動車税を上げる。→所有者が減る。・道路を狭くし歩道を広げる。→渋滞が増えクルマを使いたくなくなる。・鉄道などの運賃を下げる。→鉄道などを使
いたくなる。・自転車の価格を下げる。→自転車を使いやすくなる。・クルマを使わないほど何か（ポイントがたまるなど）良いことがある。→クルマを使い
たがらなくなる。・道を複雑にし、クルマで通りづらくする。→クルマを使いたくなくなる。・クルマを使うほど多くなる税を設ける。→クルマを使える人が
減る。・そもそもクルマを減らす。→クルマを使える人が減る。
現在、東京都内でも行われているように自転車を各地に設置したら良いと思いました。私は普段、電車やバスを利用していたらクルマの方が楽だといつも感じ
てしまっているので、例えば大宮駅から浦和駅まで利用したら１ポイントなどとし、自分の最寄り駅から目的地までにかかった時間を30分かかったとしたら１
ポイントとし、30ポイント集まったら、自分の最寄り駅から1時間以内の駅まで無料の券を渡したり、他にもイベントやデパートなどのお食事券など何か一つ
サービスして、ポイント制でゲーム感覚で親や子も得すると思いました。他にもスタンプラリーを生かしてゴールしたら、例えば人気アニメのグッズをゴール
した人だけが買えるというのを作ったら良いと思いました。

私は「1日車を10分控える」ことにより二酸化炭素排出量がたくさん減ることと、それがいかに大切かもっと色々な人に伝えるべきだと思います。また電車を
もっと使ってもらうためには、私の学校の最寄り駅は、昼間の時間帯や朝とても早い時間帯の電車の本数が少ないです。昼間はともかく朝や夜に本数を少し増
やすだけでも電車に乗る人が増えると思います。また私ができることとして、自分が出掛ける時クルマをなるべく使わないのはもちろんのこと、友達と遊びに
行く時や家族と出掛ける時も、自ら進んで公共交通機関を利用するように呼び掛けることをしたいと思いました。
どうしても徒歩や自転車だと行ける場所が限られてしまいます。いくら電車やバスを使ったとしても、山奥などはクルマなどないと行けません。なので、そう
いうどうしてもという場所に行くのにクルマを使うのは悪くないとは思います。クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用するには、一人ひとりが
自然（地球）について考える必要があると思います。また、公共交通機関を利用すると何か良いことがあると周りに示したり、広告やパンフレットなどで、例
えば横浜なら中華街のことや遊園地のことなどをもっと知ってもらい、来てもらえるようにすれば、電車の利用度も増えると思います。免許を持っていない
人、たまにしかクルマに乗らない人をターゲットにアンケートを取り、公共交通機関の良いところや意見を参考にし、考えて反映させていくのも良いと思いま
す。みんなが生活しやすい環境になると良いです。

クルマよりも電車で移動したほうが、エコで時短だということをもっと広めれば良いと思います。バスの本数を増やしたり、駅前のバス停に着く時間は電車の
発車時刻の5分前などの工夫をする。自転車や徒歩の方が健康的だということを伝える。休日や祝日などの日はバスの料金が少し安くなれば、お得な感じがして
使う人が増えると思います。さいたま市内の駅でスタンプラリーを作る。バスの時間が見やすいように、さいたま市のホームページなどに時刻表を作る。自転
車が通りやすいように凸凹な道を減らす。
クルマよりも徒歩。クルマ社会は今、電気自動車が増えていて、環境にも優しくしようという考えが増えていて、とても良いと思います。私はクルマはすべて
やめて徒歩だけにしようと言いたいのではなく、どちらかに偏り過ぎるのはやめようということです。もしかしたらこの先、クルマを超えるものが開発される
かもしれないけれど、現代にはなくてはならないものです。たしかに地球に良いかと言われれば違うけれど、そんなに焦ることないのではと思います。

①例えば、店などで徒歩・自転車・公共交通機関を使って店に来た人にはサービスをする。（ポイント制にしても良いと思う。）②人気のあるキャラクターや
人に呼び掛けをしてもらう。（人気のあるキャラクター・人に協力してもらい、キャンペーン等を行う）①・②を簡単に言えば、クルマを使うよりも徒歩・自
転車・公共交通機関を使うほうが良いと思わせる、ということです。それがあればみんな、クルマより徒歩・自転車・公共交通機関を使うようになると思いま
す。①のサービスはずっとではなく、まずは一定期間やってみたりしてはどうでしょうか。なるべく多くの店に協力してもらうことも大切だと思います。②は
さいたま市のキャラクター等と人気の人・キャラクターをコラボさせてもいい良いと思います。

・スーパーマーケットなどで「歩いてきた、または自転車で来たら10パーセントオフ！！」みたいなのをやる。・地球温暖化のことを詳しく人々に伝えて、い
かにクルマの排気ガスが悪いものなのかを伝える。・サイクリングコースやハイキングコースみたいなものを整備して、過ごしやすくする。・スマートフォン
のアプリなどで「今日は○○歩歩いたので、□□の50円引きクーポンプレゼント！！」みたいに自分がクルマを使わないで行ったことで良いことがあれば、み
んな使い出すと思う。・クルマを二酸化炭素を出さないものにして、環境に良いものを使う。
徒歩・自転車の場合、さいたま市の区ごとに「徒歩または自転車で○○分で、この施設に行けます！」というマップ的なものを作成したら良いと思います。公
共交通機関でも同じように「○○線××駅の周辺には、この施設があります！」というマップ的なものを作成したら良いと思います。もちろんその施設の魅力
を載せると良いと思います。あとは、日常生活での買い物などでのクルマの使用も減らす必要があると思います。そのために区ごとに買い物ができるスーパー
マーケットなどがどこにあるのかまとめて、それをマップにしたものを作ると良いと思います。そうすれば、自分の家から１番近いスーパーなどがどこにある
のか分かるので良いと思います。買い物という観点から見ると、買い物した後、家まで持って帰るのが大変なので、持ち帰りが楽になるような何かものを各
スーパーマーケットなどに設置してもらうのも良いと思います。あとは、クルマではなく、徒歩・自転車または公共交通機関を利用すると、お得なサービスが
受けられると、みんなが利用してくれると思います。

私は２つの案を提案したいと思います。１つ目は、住宅地などから徒歩や自転車ですぐ行けるような施設を増やすことです。施設が増えれば自転車や徒歩の頻
度が増えて、二酸化炭素の削減に期待が持てます。２つ目は、公共交通機関を使ったイベントを増やすことです。例えばバスツアーなど、駅のスタンプラリー
などです。このように一人ひとりが進んで徒歩・自転車などを使う意識を高め、社会をより良いものにしていけると良いと思います。

二酸化炭素を増やさないために、クルマよりも徒歩にした方が良いと思います。徒歩や自転車で行きたいところへ自分で移動することによって、クルマでは見
えなかった景色などが見られると思います。また、地域の人との交流などもクルマではできなかったけど、徒歩や自転車ではできると思います。あとはやっぱ
り、今進んでいる地球温暖化の対策として、二酸化炭素を多く排出してしまうクルマではなく、徒歩や自転車にすれば、地球に対してもっと良くなると思いま
す。
クルマよりも公共交通機関を利用してもらうには、アニメや公式の有名なキャラクターなどとコラボをすると、もっと良くなると思います。そうすれば、その
キャラクターが好きな人たちは、絶対にバスや電車などの公共機関を使うようになると思います。かつ人々が公共機関をより多く使うことにより、環境にも良
い地域にもなると思います。例えば埼玉県のキャラクター「コバトン」などとのコラボをすれば、コバトンが好きな人、また「面白そう」と思って乗りに来る
人も増えるかもしれませんし、「コバトン」というキャラクターをもっと多くの人に知ってもらえると思われます。そうすれば、さいたま市は公共交通機関を
利用する、誰もが健康で安全・安心な社会になると思います。

・クルマが環境に及ぼす害についてもっと広く発信し、多くの人に知ってもらう。・体の健康と結びつけて、徒歩の良いところを伝える。→歩くことが健康の
上で、どのような働きをするのか。・具体的な例を上げて説明する。→「1日○○を○○くらい～するだけで、○○ほどの効果が期待される」というように、分
かりやすく説明する。・もっと自転車・公共交通機関を利用しやすくする。→自転車用の道を作る。そこにはクルマをとめないようにする、などのルールを決
める。・歩道の整備をする。→歩く上での安全を確保する。・バス・電車などは、時刻表をもっと利用しやすいものにする。バス、電車をもっと快適なものに
する。→席の配置など。



千代田区には「ちよくる」という会員登録をして年会費を払えば、いつ・どこで何分のってもいいという、自転車貸し借り制度があると思います。埼玉県にも
それを取り入れて、駅の近くなどに設置すれば、通勤・通学の人達が気軽に使ってくれるようになると思います。外国人観光客がサイクリング目的で使えるよ
うに、30分○○円で貸出すのも良い気がします。料金はどこよりも安い破格の値段にすれば（利益を考えずに）とりあえずは元さえ取れれば良いので、いつか
は利益になるし、利用者数も大幅に伸びると思います。
１．スーパーマーケットのビニール袋のようにお金がかかれば、自分でエコバック持って行こうかな、など思う人がいると思うので、駐車料金やガソリン代を
増やす。２．クルマなどが環境や事故影響を与えていることを示す小・中学校のポスターなどを駐車場に貼ったら、少しは良くなると思います。３．公共機
関、バスや電車または自転車を利用した人へのポイントなどのサービスを豊富にする。４．信号の待ち時間を増やし、移動時間をかけさせる。５.駅がないとこ
ろはクルマで行く人が多いので、駅を増やす。６．クルマの利用を減らす理由の一つとしてある交通事故防止のためにも、運転免許をもう少し厳しくする。こ
れらのことを提案します。この他にも、自分が出掛ける時や友達への呼び掛け、自分で意識するなどの行動で減らせると思います。これから夏休みなど、どこ
か行く時や休日、家族や友達と遊びに行く時も、なるべくクルマを使わないようにしたいです。

クルマ以外の機関を利用するように呼び掛けやポスターを貼る。そして、もっと公共交通機関を発達させる。また、宣伝をする際にそれらのメリットを言う。
例えば「運動がてらに移動できる。」など。

バスや電車などの公共交通機関の運賃は、通常で乗る時よりも多少安くする。または、乗った回数に応じて割引券やクーポン券を配るなりして、自動車よりも
公共交通機関の方が得であることをアピールする。また、まちなかに徒歩や自転車でスタンプラリー等を作って、全て行くとグッズなどを１個あげたりする。
また、公共交通機関の利便性を高めるためにも遊歩道を整備するなどして、公共交通機関を使いやすい環境を作る。

・徒歩・自転車・公共交通機関を利用することのメリットをもっと知ってもらう。→メリットをポスターにしたりして、電柱や掲示板などに貼って、色々な人
に見てもらえるようにする。・公共交通機関をもっと利用しやすくする。本数が少ない電車やバスを増やせば、公共交通機関を使おうと思う人が増えると思い
ます。

・宇都宮線の数を増やす。・15両編成を増やす。・駅を増やす。・職場を家の周りにする。・自転車置き場を増やす。

１．駐輪場を増やす。→私、一時期、自転車通学してたんですけど、自転車をとめる場所がなくて困ってたんですよ。２．歩道・自転車の道（？）を広くす
る。→危ないから自転車に乗らせない家庭もあると思うので、まずは安全面から。３．バスの席を増やす。→イギリスの2段バスとか、どうでしょうか。４．田
舎？などの方にも、公共の交通機関を設置する。

自分の家から駅が遠い、駅から目的地が遠い、時にクルマを使うと思うので、駅の数が増えたり、人がたくさん来る場所に駅を作ったりすれば、電車や公共交
通機関を使いやすくなると思います。また、自転車をこぐということは運動になるので、健康のためにも自転車を使うということをさいたま市の企業が宣伝す
れば良いと思う。

クルマにつかうガソリンの値段を高くして、必然的にクルマを使えない状況にすれば良いと思う。そうすれば、クルマから出る有害なものや、地球温暖化も少
しは抑えられると思う。もう一つは、駅の近くに家やマンションを増やして、クルマよりも電車の方が早く、目的地に着く環境を作れば良いと思う。また、自
転車の技術を発達させていけば、便利な道具として自転車が使われると思う。

クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするためには、クルマ税を上げて道を通る時にもお金をとって、ガソリン代を上げれば良いと
思います。そして、クルマの会社やガソリンを売っている会社には、交通費を分けて自転車を作ってもらったり、高齢者が歩きやすい道路や歩行機を作れば良
いと思います。公共交通機関も値段を下げ、子どもでも高齢者にも分かりやすい表示を作れば、良いのではないかと思います。あとは、さいたま市が呼び掛け
たり、さいたまの企業に呼び掛けてもらえば良いんじゃないかと思います。
少しの移動などでは徒歩・自転車を使うように心掛ける。クルマを使うと自然や人体に有害な物質が出るので、遠くに行く時もできるだけ電車・バスなどの公
共交通機関を使うように心掛ける。上記２つを少しでも心掛けることで、クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を使用することが増えると思う。ま
た、政策としてはガソリンスタンドを減らす。駐輪場の数を増やすと良いと思う。

クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用するためには駐車場を減らし、駐輪場を増やせば良いと思います。駐車違反に厳しくすることでも駐車す
るクルマが減り、自転車や徒歩が増えると思います。家の近くにバス停や駅を作ることでも減ると思います。

クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするには、駐車場の数を減らせば良いと思います。そして、駐輪場の数を増やせば良いと思い
ます。そうすれば、クルマを使う人が減って、自転車を使う人が増えると思います。あと、駐車場の料金をもっと高くして、駐輪場の料金を安くすることに
よって、駐車場を使う人が減って、駐輪場を使う人が増えると思います。

クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用させるためには、○○歩あるいたら○○をプレゼントしたり、歩道に隠れミッキーみたいなやつを作った
りして、歩くのを楽してさせると良いと思います。また、クルマの走行距離を昨年から◯割減らすと、○○をプレゼントなどとすると、クルマを減らし徒歩な
どを増やせると思います。

公共交通機関を使える時には、できるだけ使ったら良いと思う。公共交通機関を使ってメリットを発生させる。例えば、電車を使ったらポイントがたまるな
ど。バスでも同じ。ポイントがたまったら、1回分無料になる。そうすることで、利用者も喜んでくれるだろう。道路の整備をすることで、その道を歩きたくな
るようにする。

子どもなどは歩道を走っても良いが、社会人などは今、車道ぎりぎりで走っている状態なので、自転車専用道路をしっかり作った方が良いと思う。公共交通機
関を利用する時、ある一定期間を過ぎると急に値上がりするので、徐々に値段を上げていくと良いと思う。クルマは目的地に早く到直することができるという
利点があるので、一定の道を通る中で、降りたい人が目的地とする場所で降りていくことができれば、クルマと同じように便利に使用できると思う。徒歩にお
いては、整備されてない道などを見ることがあるので、きちんと整備していけば、使う人も多くなると思う。
安全に自転車や徒歩で行くために、もう少し自転車が通る道を整備すると、もっと良くなると思う。自転車専用の道は今もあるが、狭くクルマとぶつかる可能
性がある道路もたくさん見られるので、もっと安全にすることで、徒歩や自転車を使う人が増えると思う。駐輪場ももっと多くした方が良いのではないか。自
転車をとめる場所をあまり見ないので、多くした方が良いと思う。バスなども路線を増やして、もっと遠くの色々なところへ行ける便を出したらどうか。

最低限、歩いて行ける距離はクルマを使わず歩いて行く。少し荷物が多い時も自転車などを利用するようにする。ポスターやチラシなどを使って、クルマを使
わない、だけど二酸化炭素を多く減らせることができると書き、多くの人に呼び掛ける。→または、メールなどで呼び掛けを行う。ホームページを作る。月に
１週くらいクルマを使うことを控える日を作り、みんなに意識させるようにする。電車に多く乗って来てもらうように、車内や車体のデザインを考える。

公共交通機関を使用するごとにサービスを付けるなどのことをすれば良いと思う。電車やバスの乗車料金を下げれば良いと思う。ガソリン代を高くすれば良い
と思う。クルマの売る値段を高くし、徒歩や自転車、公共交通機関を積極的に使わせるようにすれば良いと思う。免許返納をした高齢者のバス代を無料にした
り、電車の乗車料金を下げたりすれば良いと思う。線路が通っていなくて、電車が来ない場所に線路を通すことができれば、もっと公共交通機関を使う人が増
えると思う。
クルマの免許を持っていない人には、市内のバスの値段を安くするなどのサービスを行う。自転車を貸し出せる施設を作り、もし会社などが駅から遠くても自
転車で行けるようにして、近くの駅までの定期がある人に対しては、値引きしてクルマより安く到着できるようにする。自転車用の高速道路のようなものを作
る。バスの母体数を増やして、あんまり待たなくてもバスに乗れるようにする。

バスの間隔が１時間のところもあるので、運行量をもっと増やした方が良いと思う。バスを乗っていると一切、人が乗ってこない。降りないバス停もあるの
で、別の場所に変えた方が利用する人が増えると思う。駐車場の料金よりも駐輪場の料金を安く、または無料にすれば、自転車を利用する人も増えると思っ
た。電車の間隔が20分のところがあるので、もっと間隔を短くすれば、利用する人も増えると思う。電動自転車のような少ないエネルギーでスピードが出るよ
うなものが気軽に購入できる価格になれば、環境に良い結果が出ると思った。さいたま市が、徒歩が健康に良いところを上げて推奨すれば多少は増えると思っ
た。

クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用するようにするには、自宅から目的地までの距離が◯キロメートルまでならクルマを使ってはいけないと
いう条例を作れば良いと思います。また、クルマ１台の値段やガソリンの値段を高くすれば、クルマを利用する人は今よりも減ると思います。

クルマよりも徒歩・自転車にするためには、クルマに乗るためにかかる値段を作る。または増やしたりしたら徒歩・自転車を優先するようになると思います。
また、自転車の値段などを下げ、自転車利用者に利益などが出るようにする。歩いた数で年に一度、歩いた数が多いだけ得が出るようなものを作る。

私がクルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするために思うことが、歩道を多くしたり徒歩や自転車で行ける距離にコンビニエンスス
トアや薬局を建てたりすれば良いと思います。なぜなら最近、クルマの通りが多いので、歩道を多くしたり少し歩道の幅を広くしないと危ないと思ったからで
す。あと、薬局やコンビニなどが徒歩で行ける距離などにあると、すごく便利だと思ったからです。近年、交通事故などが増えてきていて便利な社会になって
きている反面、悲しいニュースなどもよく耳にすることがあります。そういうことを防ぐためには、やはり歩道を広くしたりすることが大事だと思います。

徒歩や自転車で行ける距離にコンビニエンスストアなどの多くの人が利用するお店を増やす。駐車場の料金を今よりも高くして、徒歩や自転を利用するように
する。

・自転車の貸出しサービスを導入する。・バスの台数を増やす。・コンビニエンスストアを増やす。・電車、バスに自転車を搭載できるようにする。



クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするには、駐車場の値段を上げて駐輪場の値段を下げれば良いと思います。また、駐輪場の数
を増やしたりするのも良いと思います。そうしたらクルマを利用する人が減り、またクルマ以外を利用する人が増えて、環境を少しずつ良くしていける社会に
なっていくと思います。

クルマよりも徒歩・自転車・公共交通機関を利用する社会にするためには、自宅から◯kmまではクルマを使わずに行くという条例を作れば、もっと良くなると
思う。例えば、自宅から1キロメートル以内は徒歩・自転車・公共交通機関などを利用して、クルマを使った場合は罰金を払うという風にすれば良いと思う。タ
クシーに乗るときは、１キロメートル以内だったら通常より値段を増やして乗るという風にする。

・大胆にクルマを使っちゃいけない日を作る。・公共交通機関を利用する時のお金を割引する。・クルマがいかに環境に悪いかを発表することで、利用を控え
させる。・ガソリン代を高くする。・クルマ1台の値段を高くする。

クルマを使用すると排気ガスという有害な物質により地球温暖化が進行し、それに伴う環境問題も増えてくると考えます。海面上昇や酸性雨などが懸念される
でしょう。徒歩はこのようなことが全くありませんが、遠い場所まではいけません。行けたとしても、たくさんの時間がかかります。ですが、自転車は遠い場
所まで行ける上、所要時間も短くメリットが多いです。デメリットとしては、放置自転車の増加が問題となっているので、それらのルール作りや規制は必ず必
要であると思います。ポスターを街中や電車内に掲示して市民の目を引き、心掛けさせることが重要なのではないでしょうか。スマートフォンが発達している
今、スマートフォンで広告を出したりメール配信で呼び掛けをするなどの措置を取れば、きっとクルマではなく徒歩や自転車、公共交通機関を使う社会が来る
と思います。一緒に頑張りましょう。

道に花を植えて、色を楽しめるようにしたり、小さな子どもたちには、謎解きをして集めるスタンプラリーなどをしたりする。クルマでは体験することのでき
ない遊びを作ると、徒歩や自転車の利用者も増えていくと思う。クルマを利用せず、徒歩・自転車・公共交通機関を利用して訪れた方のみにドリンク代を安く
する制度があるお店を駅付近に設けるのも良いと思う。ペットボトルや牛乳パックをリサイクルに出しても、置く場所までクルマで行ったら意味がないという
ことを、もっと知ってもらいたいと思う。
・まちなかのいたるところにサイクリングロードを置き、身近に自転車があるようにする。・免許返納をした高齢者にサービスとして、バス代を無料にし、電
車賃も少し下げるようにする。・ローカル線を増やし、電車で旅などに行かせるようにする。・痴漢対策をして、安全に公共交通機関を利用できるようにす
る。

まずは、歩道をきれいにして歩行者が歩きやすいような道に変えていくべきなのかなと思ったのと、横断歩道ではボタンを押さないと信号が変わらなかった
り、常にクルマ優先のところがあるので、もう少し歩行者優先でも良いのかなと思った。他には、バスを使ってほしいならバス停を分かりやすい看板にしたり
したら良いのかなと思った。自転車の場合、駐輪禁止の場所が多くて駐輪できない場合が多いので、もっと駐輪場を増やして使える機会をもっと増やす。自転
車専用の道なども作ったら利用してもらえると思った。あとは今の二酸化炭素の問題なども、子どもでも分かりやすいように広告みたいなのを出して、公共交
通機関をたくさん使ってほしいというのを伝えたら良いのかなと思った。

歩道の安全性を上げたらクルマとの事故が少なくなるので、少しは徒歩が増える。また、歩道をすべて動く歩道にしておけば、とても楽で良いと思う。自転車
は、自転車専用路を作るなどして、安全に乗れるようにする。また、コンビニエンスストアに自由に使える自転車を置いておく。公共交通機関は、道路の渋滞
や電車の事故を減らすため、歩行者分離信号やホームドアの設置をした方が良い。

クルマは移動等をする時にとても便利だと思います。けれど、問題となっている地球温暖化の原因となっている二酸化炭素を多く排出しています。なので私は
今後、クルマよりもバス、バスよりも自転車ということをしたら、二酸化炭素増加を少しは防止できるのではないかと思います。クルマよりもバスというの
は、一見同じように見えますが、クルマは１台に7人くらいが乗れますが、バスは１台に20人強が乗れます。なので同じ量の二酸化炭素だとバスの方が圧倒的
に良いと思います。けれど、地球温暖化を防止するには二酸化炭素を排出しないのが１番だと思うので、健康的に「徒歩」ということを心掛けたら良いと思い
ます。

僕はなるべくクルマは使わず自転車を使うためには、自転車優遇割引などを作ると良いと思う。また、自動車禁止区域を作るのもとても良いと思うが、不便に
ならないようにしたい。あと、クルマを使わないで行ける範囲に店を作る。

自動車とバスの違いは、いつでもどこにでも行けることと、料金をいちいち払わなくて良いこと、バス停まで歩かなくて良いことだと思う。だから、バス停に
来る間隔を短くしたり、年間パスポートを作ったり、バス停を増やしてルート別に分けたりすれば良いと思う。そしてバスの利用が増えれば、それに伴ってバ
ス停まで歩くことになり、徒歩が増えると思います。また、自転車の駐輪場が無料で利用できるようになれば、さらにクルマの利用が減ると思います。

私はクルマの使用量を減らすために歩行者・自転車しか入れない広い道を作る。電車の本数をもっと増やす。停車時間を含めても自動車より電車の方が、目的
地に早く到着するようにする。公共交通機関の使用料金をクルマの維持費・燃料費よりも圧倒的に安くし、それをアピールする。と良いと思います。つまり、
環境のためだけに人が自動車から急に公共機関を使用するようになるとは思えないので、その人の目に見える形で時間的、経済的に良いと分かる制度を作り、
その知名度をあげれば、今以上にクルマの使用者数は減ると思います。

駅に自転車を貸す場所を設ける。バス停を増やし、バスの本数を増やす。バスの料金を、親と一緒の小学生以下は無料にする。自転車用の道を増やし、自転車
が通りやすいようにする。バスの料金を市民だけ安くする。さいたま市のホームページで、公共交通機関利用を促す。テレビ埼玉で、公共交通機関利用を促
す。カードを作って、10回乗ったら１回無料などにする。大型ショッピングモールの前などにバス停を設け、利用客を増やす。

自分にとってクルマは、急ぎたいのに時間がないときに使うもの。また、目的地にぴったり行ける便利な乗り物である。そのため、バスや電車の前の車両との
時間の間隔調整することで、時間の間隔を短くして、多くのバスや電車を使うべきである。そして、バスや電車の区間を広げ、できるだけ目的地の近くまで行
けるようにし、様々な人にとってバスや電車が一番の乗り物となるようにする。部活の帰りでは多人数だから、バスや電車など多人数乗れる物の方が良いか
ら、多人数でいる人におすすめできると思う。

・電車の1時間当たりの本数を増やす。→混雑しないようにするため。・さいたま市のどこでも徒歩５分圏内に公共交通機関（駅・バス停）などを設置。・どこ
でも安心で安全（明るい・人通りが多い）に帰宅できるようにする。・電車やバスに体に障害がある人でも、簡単に乗ることができるようにする。・駐輪場を
駅やスーパーマーケットだけではなく、もっと色々なところに設置。・電車による遅延や運休をなるべく少なくする。→ホームドアの設置、混雑をなくす。・
大型のスーパーマーケットをさいたま市にたくさん作る。

家から駅が遠い人は駅に行くのに時間がかかるので、電車を利用せずクルマでその場に行くことや、目的地へ行く際にクルマと電車だとクルマの方が安く済む
ため、クルマを使う人も多いと思います。なので、駅の近くに自転車を無料で置いておける場所を作るべきだと思う。そうすれば、駅を使う人も増えるし、バ
スで行ってる人なども安く住み、かつ環境に良くなるので、無料の駐輪場を作れば、クルマ・バスを使う人が減り、電車・自転車・徒歩で過ごす人が増えると
思います。人は時間の削減や費用の削減を優先しがちなので、無料で走る市バスなどを走らせたり、駅までノンストップで行くバスなどを作ったりするのも良
いと思います。

公共交通機関を使ったほうが安く済むということや、クルマを使わなければどれだけ二酸化炭素の排出量を減らせるかを促してみる。普段の買い物などでクル
マを使うのはしょうがない。が、私立中・高等学校に見学に行く時など、自宅から最寄りの駅まではクルマを使わず、自転車などを使うように呼び掛ける。自
分ができる無理のない程度でやってくれれば良いと呼びかける。近くのコンビニエンスストアやスーパーマーケットに行く時、クルマよりも徒歩・自転車を
使った方が健康的で、それが続けば将来の自分を助けることができるので、やってみた方が良いと呼び掛ける。

電車…電車の本数を多くする。本数を多くして通勤ラッシュの人数を減らす。電車の中に虫が入らないようにする。女性専用車の時間を増やす。トイレを多く
設置する。（大宮駅の埼京線付近など）ホームを広くして、ホームドアを付ける。人身事故による遅れが減るようにする。ごみ箱を増やす。単線→複線にす
る！！！バス…バスの発車時間と電車の到着時間がかみ合うようにする。バス停での待ち時間を短くする。自転車…自転車用の道路を設置する。自転車による
事故を防ぐため、急な坂には自転車から降りるように促す標識を作る。

自分も大雨や日光が強い日に歩いたり、ぎゅうぎゅう詰めの電車に乗ることは大変だし嫌いです。クルマで快適に移動した方が何倍も楽です。なので、みんな
クルマを使ってしまうと思います。そこで、もっとクルマ以外の交通を増やしたらどうでしょうか。電車は１本と１本の間の時間が長いので少しでも増やした
り、故障などの事故をなくしたりすると、ぎゅうぎゅう詰めの電車は減って乗りやすくなると思います。徒歩は小さいスペースで良いので椅子を置いたり、日
光や雨をしのぐ屋根を作ったりするだけで、とっても歩きやすくなると思います。どれもお金がかかってしまうことですが、このようにクルマよりもやりやす
いところをアピールしていけば、みんなの見方や考え方が変わっていくと思います。自分もできるだけ歩いたりして、貢献していけたらなと思います。頑張っ
てください。

市内のディーラー等でクルマを購入する際に、クルマの乗車を控えることで、１世帯当たりどれだけ二酸化炭素が削減できるか、乗車を少し控えることで消費
するガソリンなども減るので、その分ガソリン代がどれだけ浮くかなどを説明する。また、最初のうちは実現は難しいと思うが、乗車時間を計測して目標等に
達成したら、自動車税が少し負担されるやオプションの追加（レコーダーとか）を負担するなどをしてみるのも良いと思う。

私もそうですが、人は歩くのが面倒くさいから、疲れるからといった理由で主にクルマを使っています。流石に疲れをなくすといったことは無理なので、例え
ば駅の沿線にあるクルマが入ることのできないような道のおいしい食べ物のお店を見つけてツアーを組めば良いと思います。また、１キロメートルぐらいは歩
いても予想より疲れませんでした。だから、まずは歩くことや自転車に乗って走ることの楽しさを知ると良くなるのではないかと思います。また、最近は地図
アプリを使った、自分で歩いてその場所に行って遊ぶというゲームも開発されています。そういったアプリとコラボをすれば、若者たちも歩き始めるのではな
いでしょうか。もちろん、歩きスマホの危険性が伴いますが、その場合はスマートフォンに「歩きスマホ防止フィルター」をかけることを義務付ければ良いと
思います。（これも色々なところと提携して）



レンタル自転車を増やす。（その配置場所を駅やショッピングセンターの近くにするなど…）自転車の駐輪場を増やす。（いつも駐輪場はたくさんの自転車が
とめられているため、とめる場所がなく、「自転車の駐輪場は混んでるから、クルマにしよう」という考えになりがちだから）病院など人が多く集まるところ
に駅を作る。もしくは病院などを駅の近くに建てる（そうすることにより、「クルマより電車で」という考えになりやすい。高齢者もつらい思いをせずに電車
で病院などに行くことができる）バスの利用方法を掲示板などを使って分かりやすくする。（最近は電車やクルマを利用する人が多く、普段使わない人からす
ると、どのように利用すれば良いのか分からないから。）

・Ｓｕｉｃａなどの交通機関に関するカードにポイント制を設ける。「１駅につき１ポイント」というような形で、「50ポイントでティッシュ箱」など景品が
もらえるようにする。・まちなかにクルマを使わず徒歩や自転車・公共交通機関を使うようにと呼び掛けるスローガンを提示する。小・中学校からスローガン
を募集する。そのことで子どもが悩んで親に相談し、親が少しずつでも意識するようになる。スローガンだけでなく、ポスターも良いと思う。→クルマを使わ
「ない」ではなく、公共交通機関を「使う」（自発的）ことを提示する。→クルマを使わ「ない」は、禁止や縛りのように感じて、「反発心」が芽生える。・
クルマを使わず電車等を使うことで、どう変わるのかを具体的に発信する。→地域の新聞、市や県のＴｗｉｔｔｅｒなど。

高速道路を通る時の料金を高くする。また、ガソリン代や洗車代、クルマにかかる税を少しずつ増していけば、必然的に乗る人は少なくなると思う。そして、
駅の前に無料で置ける駐輪場を作る。しかし、維持費に問題が生じる可能性が高いと思う。だが電柱をなくし、電線を地下に埋めるというような後でも良いこ
とを後回しにしていけば、十分維持費は保てると思う。するとクルマを利用する人は減っていくと思う。あと、クルマの信号長くするみたいな、クルマにとっ
て不都合なことを増やす。

クルマよりも徒歩の人数を増やすためには、ショッピングモールなどの場合、歩いて来ていただいたら、レジ袋を無料にしたりしてみる。人気のスポットなど
はなるべく駅の近いところに作れば、電車を利用する人が増える。電車の本数を増やす。電動自転車の値段を安くして多くの家族に持ってもらえば、買い物な
どもクルマではなく自転車で行けると思う。ハイブリットなクルマなどを多く販売し、そのクルマが当り前にする。まだ、あまり知られていない有名なところ
に駅などを作ってみる。自動車のガソリン代を少し値上げしてみれば、少しは改善されると思う。
・スタンプラリーを各駅に設置し、小さい子どもたちが電車などの公共交通機関を進んで利用できる工夫をする。・クルマを使い続けたことで起きるデメリッ
ト、自転車や公共交通機関を使うことで起きるメリットをテレビなどで放送し、デメリットの重大さやメリットが引き起こす私たちにとっても利点となること
を自覚させ、自主的に公共交通機関を使うように促す。・駅を使ったり電車やバスといった公共交通機関を使えば、得をするような制度を作る。・電車の通算
乗車時間に判い、景品の支給や定期の代金値下げなどの待遇を設ける。
・まちなかに自転車をある一定のことをすれば、借りられる場所を作る。制限時間を付けて、お金を少し払えば良い。場所は多く設置し、誰でも借りられるよ
うにする。・クルマにかかるガソリン代にお金かけて、公共機関などの場合は援助するなどの処置を取る。また、ある人が一定の数それを行ったら、何らかの
ご褒美を与える。・バス停にバスが着く時間を正確にして、待っている人がストレスを感じないようにする。今までは来る時間が分からないため不安もあった
が、それができれば安心してもっと多くの人が乗ると思う。
最近は健康思考の人が多くなってきているので、歩けばポイントが溜まって、そのポイントで何か交換できるような仕組みを作れれば、積極的に歩く人が増え
てクルマを利用する人も減って良いと思います。さいたま市内にレンタルサイクリングを設置したり、さいたま市の名所を自転車でサイクリグしながら観光で
きるような観光プランを作れば、埼玉県に住んでいる人も他の県から埼玉に来た人も利用できて良いと思います。さいたま市がこのような活動を進めて、他の
市区町村も真似して、日本全体で地球温暖化を少しでも改善できるようになったら良いと思います。
・クルマではなくて徒歩・自転車で通勤することで、何かしらのメリットを受けられるようにしたら良いと思う。例えば、１か月間徒歩・自転車で通勤すると
1，000円分のクーポンを贈呈したり、サービスを無料で受けられるようにする。・今、この世の中が二酸化炭素でどうなっているのか知っていても身近には
感じづらいため、二酸化炭素が増えるとどうなるか、バーチャルなどを用いて体験してもらう。

私は電車を使用しても歩く時間が20分以上になると、クルマで行きたいなと思ってしまいます。しかし、徒歩で20分の道は自転車では10分以上かからないと
思います。しかも自転車の方が徒歩よりも楽ですし、クルマよりもエコでお金もかからない。自転車を持っている人が多いのに、使わずにクルマを使う人が多
いのは何故でしょうか。私は自転車よりもクルマの方が優先された道路の作りになっているからだと思います。車道が圧倒的に広く、自転車が通れる道はその
脇か歩道の左側。クルマよりも危ない気がします。もう少し安全に自転車を走らせることのできる道があれば、クルマをいちいち使わず積極的に自転車を使用
する人が増えると思います。ですから私は、自転車専用の道をもっと作ることを提案します。

私は「クルマはガスなどを排出するので環境に悪い」ということを広めるためにポスターを作ると良いと思います。またクルマは事故などが起きやすいことを
学校の安全教室で教えたら良いと思います。あとは、地域の講演会などを開いて、さいたま市全体にクルマは環境に悪いものだと広めることが大事だと思いま
す。小学生や中学生がポスターを描いて、それをショッピングモールに飾ったりするのも良いと思います。夏休みの自由課題で、このテーマを絵にするという
課題を設けたら良いと思います。また、私たちが親に「クルマで行くのはやめよう」と言ったら良いと思います。私たち一人ひとりの心掛けが大切だと思いま
す。
買い物でも重い荷物なので、どうしても自動車を使うことが多くなることがあるが、自転車を使えば少し重いけれども自動車を使わなくても良い。つまり自動
車に使らず、徒歩や自転車をなるべく多く利用させた方が良いと思います。だから１年に一度くらい自動車を使うことによって、どのくらい二酸化炭素が排出
されるかなど徒歩や自転車をなるべく多く活用してくださいと地域の人々に説明したり、テレビのＣＭや街での広告で貼ったりし、なるべく地域の人々に分
かってもらえるようにすることで、多くの人に分かってもらえると思います。
車道の一部を自転車専用にしてしまう。自転車の保険をさらに増やす。自転車置場を各地に作る。

もっとバスの本数を多くしたり、広い範囲での運行をしてはどうか。みなが同じ車両に乗れば、その分の二酸化炭素排出量は減る。では、電車はどうだろう
か。それは駄目だ。結局、動かすには大量の電力がいる。今の世の中の半数以上が火力発電であり、本末転倒になってしまう。飛行機も同様である。田舎はバ
スがほとんど通っていなく、交通の便がとても悪いためクルマを利用してしまう。だから本数を増やした方が良いと思う。つい最近は都会でもクルマを使う人
が増えて、事故の割合も増えている。満員電車・通勤ラッシュと色々な呼び方で朝は呼ばれるが、これが原因であることは、みなが電車を使わない理由の一つ
であるだろう。このままでは、運転する側も常に気を張っていないといけないし、危険な目に遭う人も増えてしまう。よって範囲を広く、そして本数も増やす
べきである。

・バスの本数や移動範囲を広くして、道路に走るバスなどの公共交通機関だけに走らせる。・駅前や大型ショッピングモール等の大きな建物にシェアサイクリ
ングを設置し、クルマの使用量を減らす。・今までクルマが通っていた道を自転車専用道路にして二酸化炭素排出量を抑える。→光化学スモッグの発生を抑え
ることができる。→徒歩や自転車を使用する人が増えていく。・富山県の富山ライトレールや東京都の都電荒川線のように道路中央に路面電車を走らせる。→
道路の道幅が狭くなる。→クルマが使えないため二酸化炭素排出量が減る！
高速道路を作らずにできる限り駅を作り、駅が遠いとか電車が通っていなくてクルマを使わざるを得ない人を減らす。また、電車の本数を増やし、満員で乗れ
なくなることを減らす。バスの場合、バスの終着駅を電車の駅にしているものを増やす。バスや電車でもハイブリッド化できるようにしてほしい。自転車専用
の道を作る。

クルマよりも公共交通機関の方が優れている点を見つけて、ポスターやウェブサイトを活用して発信していく。ここ最近、乗用車同士の事故が増えてきてい
て、改めて公共交通機関の安全さを伝えるようにする。また、クルマよりも徒歩の方が健康面において、優っていることをスローガンにあげて、全員が意識で
きるようにすれば良いと思う。

・公共交通機関を利用させるために料金の割引、無料で乗車できるようにしたらどうか。・目に付く場所などに掲示物を設置して、多くの人に見てもらうと
もっと良くなると思う。・自転車は歩道や車道の端での運転が多いため、利用しづらい人もいると思う。そのために自転車用の道を作れば、自然と自転車の利
用が増えると思う。・公共交通機関の量を増やせば、利用する人も増えるためもっと良くなると思う。・インターネットに広告をする、テレビＣＭの作成など
で利用を進めたらどうか。
・電車やバスの使用上の安全をより強化すると、もっと良くなると思う。・公共交通機関内での犯罪などをより取り締まるようにすると、良くなると思う。・
市全体で運動（ウォーキング等）を推奨したり、キャンペーンなどを行ったりすると良いと思う。（高齢者の認知症予防にもつながる。）・パーキングエリア
を減らす。・電車の利便性を高める。・電気自動車や燃料電池車の開発をより進めていき普及していけば、クルマによる二酸化炭素の排出量を抑えられる。・
当面の間は、ハイブリッドカーで抑える。
・歩くことの大切さについて知ってもらったら良いと思います。・クルマが地球に及ぼす問題について説明会を開き、資料やグラフ・表などを用いて詳しく説
明し、今地球が侵されている状況について良く知ってもらったら、それぞれがクルマをなるべく使わないように心掛けるようになると思います。・お店などに
クルマではなく、徒歩・自転車または公共交通機関を利用して来た人には、サービス券や割引券などを配ったら良いと思います。

ここ数年で、地球温暖化が深刻になっているということは知っていて避けることのできない問題であると思っていたので、少しでも今の現状を良くするために
もクルマよりも徒歩にしたり自転車などを利用すべきだと思います。利用してもらうために私は５つの提案をしたいと思います。１つは、自転車を利用する人
のために道をもっと整備するべきだと思います。車道や歩道で、自転車を乗っている人でたまに危ない時を見掛けることがあります。なので、自転車用の道を
作るのがベストですが、もっと道を整備すべきかなと思います。２つ目は、レンタルサイクリングを日本でも行うべきだと思います。イギリスでは、道の途中
で自転車をレンタルするスペースが多くあるそうです。日本でも普及すべきかなと思います。３つ目は、自転車をとめるところが多くあると良いと思います。
よく自転車を乗っている人でとめるところがなくて困っている人を見掛けることがあります。４つ目は、公共交通機関でのイベントなどを行うべきかなと思い
ます。そうしたらもっと乗る人が増えるし、興味を持つ人も出てくると思います。５つ目は、利用した人にサービスを提供してみたら良いと思います。もっと
良い社会になるように願っています。



最近はよくテレビなどで高齢者運転、車の接触事故など車関連の事故などが多発しています。クルマ１つで自分の行きたいところに行けるという利便性に優れ
ていますが、それと反面、事故を増やす原因でもあります。そのことは多くの人が既に知っていることだと思います。なのになぜクルマの利用者がとても多い
のか、それはクルマを所持する人が多くなった今、徒歩や自転車という交通手段を車と比較し、クルマよりは利便性は高くないと思いがちだからです。しか
し、むしろは私はクルマが必要ではないとは思いませんが、徒歩や自転車・電車などで十分だと考えます。歩くのは体に良いし、近いところならば自転車で行
ける、遠出でも電車を乗り継いで行けば、目的地に行くことができます。何よりこれらの交通機関は自然や回りのにぎやかさを感じることができて、私はとて
も好きです。クルマももちろん便利だし良いと思いますが、もう少し普段使わない交通機関を使ってみるのも良いのではないでしょうか。

バスや電車などに乗った人だけに特典を与えたり、スタンプラリーなどを行って客を呼び寄せる。また、最近はクルマなどでの事故が増えてきていると思うの
で、歩道と車道の間にガードレールを作ったり、信号がちゃんと動くかなどの点検を行って安全の確保をすれば、自転車に乗っている人や徒歩の人も安心して
移動することができるようになり、利用する人も増えると思う。また、クルマに乗っていると見逃してしまうような風景も徒歩だと見ることができると思いま
す。なので、隠れ名所マップのようなものを作ったら、徒歩や自転車を利用してくれる人も増えると思うし、まちの観光業にもつながると思います。また、ど
のような障害者でも電車やバスに乗りやすいようにしたら、より良くなると思います。また、私たちは公共交通機関のイメージを悪くしないように、車内での
マナーを守ることが重要だと思います。

・クルマの危険や騒音について周りの人に知らしめる。・便利なものを利用するのではなく、徒歩や自転車を使うことによって、どんな利点があるのか。例え
ば、体を動かすので運動不足の人にお勧め。ゆっくりとまちの風景を見渡すことができるなど、様々なことを知ってもらう。・バスの車両を増やし、乗客が待
つことなくすぐ乗れるように交通設備を整える。・人工的な森林や面白みのある道路などを作り、思わず歩きたくなったりサイクリングしたくなるような気持
ちにさせる。
クルマよりも徒歩という課題については、徒歩なら、地球に影響もなく運動不足も防ぐことができると思う。それに比べてクルマは使用するとエンジン音など
で騒音などの影響や、排気ガスなどで環境汚染や二酸化炭素による地球温暖化が進みやすくなるなどの地球に多くの影響があるためできるだけ徒歩を使用する
方が良いと僕は考える。それでも徒歩でも行けないところは自転車を使うことが良いと考える。公共交通機関を利用しやすくするなら、今の料金よりも安くす
るか、対象の人だけ無料にしたりすることが良いと思う。

クルマより徒歩・自転車や公共交通機関を利用すると事故の件数が減ったり、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出を減らすことができます。また、今は
高齢者の運転しているクルマの交通事故も多発しています。なのでみんなが利用しやすくするために駐輪場の数を増やしたりバス停を増やしたりバスの運賃を
安くしたり歩くと景品がもらえるイベントをしたりする取組をすることでみんなが手軽に利用することができると思いました。

クルマを使うことで必要なクルマ税金を増やすことが最も大事だと思う。そうすればクルマではなく自転車を使うようになると思う。なぜなら日本人はケチだ
と自分は思う。他にもガソリンの値段を上げるのも有効だと思う。

自転車の値段を安くして、クルマを簡単に手に入れないようにするために、クルマの値段を高くする。自動車が通るときに、通行するためのお金をどこでも払
い、高くする。このような工夫をして、自動車を使うと、あまり得ができない社会にすれば、自転車を使う人が多くなると思う。

クルマの税を上げる。機械を付けて、歩くほどＥＴＣの値段を下げれば良いと思う。

高齢者は足も悪く、クルマを使わないといけないから、もっと駅を増やして、歩く手間を増やさないようにしたり、市や区が歩いた分だけ商品券やポイントな
どをあげるということをしたりする。そして、クルマを使わないと絶対駄目だという人も、二酸化炭素を排出しないように、電気自動車など環境に優しい車を
使うようにするということを一人ひとりが気を付けて行くことが大事だと思う。

徒歩や自転車でたまるポイントのようなもの作るともっと良くなると思う。そうすれば、みんなクルマよりもこっちの方が利益があるからといって徒歩や自転
車の人が増えると思う。公共交通機関に関しては、バスや電車はつり革をもっと増やして、さらに電車には席を増やした方が良いと思う。理由は、バスや電車
で混んでるときは人がぶつかり合ったりして安全じゃないし、小さい子どもや高齢者が危ないからもう少し安全にすれば増えるのではないかということと、混
んでるからクルマで行くという人もいると思うから座席を多くして楽に通勤・通学ができて増えると思うから。

自転車や公共交通機関が利用できるよう、駐車場ではなく、駐輪場を増やしたり、乗り換えなどがしやすいようにすると良いと思う。

テーマのような社会にするには、まず、自動車を電気自動車を利用するよう声をかけて、自動車がもたらす二酸化炭素についてを説明することにより、より多
くの人が意味を分かることができると思います。そして、歩行者の道をもっと広くすることによってちゃんと徒歩をする人は増えて経済が良くなると思いま
す。つまり、自動車が出す二酸化炭素を防ぐために他の交通機関を使えば色々な問題も解決すると自分は思います。

クルマの生産を減らす。クルマの生産を減らし歩く。クルマに乗った方が良いという印象をなくし、仕方なく使う乗り物にする。農業など仕事上どうしてもク
ルマを使わなといけない人以外はぜいたく品と考えて税金を高く設定をする。

今は、どこ行くにもクルマを使っている人が多いということは、もしかしたら近いところでもクルマを使っている人が多いということになるので、近いところ
は、自転車・徒歩で行くのが良いと思います。また、お金がかかるかもしれないけれど、バスや電車を使うのも良いと思います。

徒歩や自転車で移動した距離に応じてポイントがたまり、ポイントと品物を交換できるということを行うことで移動手段に徒歩や自転車を利用する人が増える
と思う。また、公共交通機関を利用した場合には、料金に応じてポイントが貯まり、徒走や自転車と同様、品物と交換できるようにする。普段、公共交通機関
をほとんど利用していない人もいるから、公共交通機関を使うに当たってのメリットや、時刻表をまとめたポスターを作成することで、公共交通機関の使いや
すさを知ってもらい、利用者増加につなげるのが良いと思う。
バスや電車等の運賃を少し安くする。クルマのガソリン代を少し高くする。

公共交通機関を利用すると、リサイクルした物がもらえる。→利用した回数により変わる。

・電車の中などほとんどの人がよく見る場所に、呼び掛けの紙を貼っておく。・免許証を受け取る時に呼び掛けをする。

・みんながクルマを使わずに徒歩・自転車、公共交通機関を利用するように心掛ける。・もう少し公共交通機関を充実させる。

みんながよく見るところに１日10分クルマを控えるとどのくらいの二酸化炭素の排出量が少なるのか周りに知らせたりするのはどうでしょうか。他にも、牛乳
パックで作る便利アイテムを作って、二酸化炭素の排出量を減らしながらも楽しく活用できることを周りの人に知らせるのもどうでしょうか。

今は、クルマを使う人が増えています。ですがクルマは空気を汚染してします。なので、空気を汚染しないように自転車電車を利用して、お出掛けするのも良
いと思います。

・高齢者などの場合は、免許を返納すると、バスなどの定期券が配られたりすれば良くなると思う。・公共交通機関を使うとポイントがたまって、買い物の
クーポンなどになるようにする。

・ガソリン代を高くすると良いと思います。なぜなら、高くすれば、高いから節約しようとクルマをあまり使わなくなるだろうし、ガソリンの減りも少なくな
るので一石二鳥になるからです。

ポスターを作って、電車や道路の信号の柱に貼る。みんなにクルマを使うとどれだけ環境に被害を与えるかを説明する。（二酸化炭素が排出されて、地球温暖
化が進んでしまう。みたいに）

・運動する習慣をつけてクルマを使わない。・すぐにクルマと考えず歩きや自転車も考える。・電子マネー（Ｓｕｉｃａなど）を買う。・クルマにどうしても
乗りたいのならばハイブリッドカーに乗る。

バスの交通量を増やす。（停留所での待ち時間の削減）バスの停留所の数を増やす。市内を網羅する。（市内各所をより細かく回るため、停留所から自宅まで
の距離を短かくし、利用しやすくするため）自転車専用通路を増やす。市内の各所に、自転車ｏｒ徒歩で市役所から見て、何キロカロリー消費しているか等を
看板に書き、市民の健康への意識を向上すると共に、より徒歩・自転車での移動を意識させる。

周りに遠いところへ行く時以外、自転車を使うことを日常化にさせる。学校に登校する時、学校に近い人は自転車・歩きで登校することを校則化させたら、
もっと良くなると思う。家族でクルマを使う時間を制限した方が良い。

・クルマの運転を避けることは根本的に無理なのでクルマから出る悪い排出物をなくせば良いと思います。そのために最近では、電気自動車というものがある
のでみんなが使っていけば良いと感じました。・クルマをやめて、徒歩や自転車に変えてもらうには、健康のことについて訴えれば良いと思いました。クルマ
なんかよりも、体を使って運動をして生活すれば、健康にもなるし、地球温暖化の対策にもなっているからです。

私は、電車や地下鉄やバスの駅を増やせば使う人も増えると思います。そして、道路を整備して、歩きやすい道とバリアフリーを進める。そして、清掃員の人
数を増やし、まちを美しくするのが良いと思う。

クルマをできるだけ使いたくなければ、地域で、クルマを規制したり、自転車で４キロメートル以上走ったら何かあげるとか、何かして、自転車を使って人が
得をしたと思わない限り、クルマなどは大体の人が必ず使うわけで、クルマを使って３キロメートル以下だったら何かはじめからするとかした方が良い。

クルマでの事故の罪や罰金を重くする。そしてそれで得たお金で公共交通機関の値段を無料にする。そうすることでクルマの利用が減るし公共交通機関を使用
する人が増えると思う。また緊急車両を増やすことで犯罪も減るし、けが人も助けやすくなると思う。



私はこのテーマのような社会にするには、行きたい場所がある場合、その場所がクルマ以外で行けるのであれば、できるだけ徒歩や自転車、バスなどを利用す
るともっと良くなると思います。徒歩や自転車なら、二酸化炭素は出ませんし、バスなら多くの人を一気に移動させることができるからです。

歩行者・自転車専用の道の幅を広くしたり、レーンを歩行者、自転車、自動車の道の間に設置したりするなど安全性を高める必要があると思います。地元のバ
スは本数が少ないので公共交通機関の本数を増やしたり、通るバス停を増やし、値段が少し高いので値段を安くする、もしくは無料にするなどすれば自動車よ
りも利用されると思います。

私はクルマが好きなので、あまりクルマをなくすことは嫌だが強いて言うなら、土・日曜日の電車の本数を増やしたり、徒歩者天国を色々なところでやること
で、クルマの走れる場所が減るのと、自転車を使うことができるようになると思う。

徒歩や健康に良い通勤をしたらボーナスが高くなる。特に、50歳を超えた人は高くなる。会社に健康に良い食堂を設立する。

まず、個人個人の心掛けが大切だと思う。１駅だけならクルマではなく、他のものを利用するべきだと思う。また、公共交通機関をより多くの人に利用しても
らいたいのなら値下げをすべきだと思う。そして女性専用車両の徹底なども大切だと思う。

・クルマでの外出が多い「夏休み」などの休暇に公共交通機関で値引きなどのキャンペーンを行う。また、夏休み乗り放題切符などを人々が買うことによっ
て、もったいないので公共交通機関での外出が増えると思う。・ガソリン代を高くする。・駐車場代を少なくする。

少しの移動なら楽をしないで歩いたり、長い距離の移動なら電車や自転車、徒歩を上手く使ってやれば良いと思う。そうすれば、排気ガスが減って地球温暖化
は進まないし、運動不足を解消できたりすると思う。また、１日10分自動車を控えるだけで、たくさんの二酸化炭素を削減できることが分かるから、自分のた
めにも国のためにも自動車を控えるべきだと思う。

・学校や地域で１か月に１回とかに「歩こう会」などをする。地域を歩いて回ったり、地域じゃなくとも違う県に行って歩きながら観光地巡りなどをする。・
クルマを乗ってる人に呼び掛けをする。・楽しく歩いてもらえれば、歩いて移動する人が増えると思うから、１週間に１回地域で、歩くイベントをする。ゴー
ル部分でイベントを開催するなど。

・自転車を多く利用する人を増やすために自転車のパンクや修理を無料で行う。（キャンペーン的な）・それに関するティッシュを配ったり、ポスターを描
く。・学生から駅などで呼び掛け。

私が考える例は、バスの座席や本数を増やしたら、もっとバスの利用者が増えると思う。また、自転車の利用者を増やすには、歩行者専用の歩道の他にも、自
転車専用の車道をもっと増やしたら良いと思う。また、ポスターを作ったら良いと思う。地域で運動不足改善等をテーマにしたウォーキングやサイクリングを
してみたら良いと思う。

私は二酸化炭素を出さないように「ポスター」をまちや学校に貼った方が良いと思います。そうすると、見た人が少しでも意識できると思ったからです。ま
た、徒歩だけという道をたくさん作った方が良いと思います。そうすると、クルマで通れなくなり、徒歩だけになります。あと全国共通でそういう教室を開い
た方が良いと思います。

私は、歩数計の数がポイントになるようなアプリを作ってそれをお店で使えるようにしたら良いと思います。（公共交通機関を使った分がポイントになるアプ
リも。）そうすれば、まちなどに買い物に行く時、歩いて行って、運動不足解消になるし、お得にもなるから一石二鳥です。

公共交通機関がさらに便利になれば利用すると思う。例えば、住宅街から駅をつなぐバスはあっても、住宅街から住宅街、住宅街から商店街などをつなぐ、生
活に密着した公共交通機関を開発すれば良いと思う。また、公共交通機関をその市の住民であれば無償にする等の取組を行えば良いと思う。

クルマは排気ガスが出るから電気自動車にする。徒歩や自転車を利用すると、運動になるからやせる可能性が増える。徒歩の方がゆっくり自分のまちを見るこ
とができるし、自転車の場合は、一方通行などがないからクルマより早く目的地に着くことができる。徒歩は音楽を聞いてゆっくり歩いて帰れる。

私は、クルマを使わずに歩く人のための道をもっと安全にすると良くなると思いました。なぜなら、誰もが健康で安心・安全に過ごせて快適に生活できる方が
良いと思ったからです。また、クルマを使うと二酸化炭素も出てしまうため、環境汚染の原因になってしまうとも思ったからです。他にもありますが、みんな
で協力すれば交通事故などで死亡者の人数も減っていくので心掛けたいなと思いました。

クルマの駐車場の料金を高くしたり、減らしたりすれば、良いと思う。クルマの駐車場の料金を高くすることによって、駐車場でお金を使うなら公共交通機関
や自転車を利用しようという人が増えると思ったからである。しかし、会社用のクルマ、トラックなど荷物などを運んだりしなければならないクルマなどある
と思うので、トラックのところは今まで通りにしたりすれば良いと思う。一方で、バスや電車などを利用しやすくするために、駅前に駐輪場を多く設置し、気
軽に駅などを利用しやすくすれば良いと思う。
私は、バスの運賃をもう少し安くすれば良いと思います。いつも、私はバスに乗る時距離の割に料金が高いなぁ～と思い、バスに乗るくらいならクルマで行き
たいと思ってしまいます。だから、バスの運賃を安くすれば、クルマを使う人が減ると思います。

ガソリンスタンドでのガソリンの値段を少し上げれば、クルマよりも徒歩、自転車などを利用すると思う。

公共交通機関の利用者を増やすにはさいたま市のコミュニティバスの運賃を無料にする、平日だけでなく土・日曜日や祝・休日も運行すれば良いと思う。ま
た、バスの路線（ルート）や停車駅、本数を増やす取組もしてみてはどうだろうか。

クルマだとたくさん二酸化炭素が出てしまい地球温暖化の原因になってしまうというポスターなどを作成し、色々なところに貼っていけば良い。

駅前に無料で使える駐輪場を設置する。自転車道を作って、安全に道を通れるようにする。

ガソリンを高くする。公共交通機関を無料にする。

私は、何かがもらえる制度を作ったら良いと思います。例えば、１日２時間歩いたら、埼玉の特産物がもらえたり、１日１時間自転車に乗ったら、何かの割引
券がもらえたりすると良いと思います。

・バスや電車の路線を増やす。・2024年ぐらいを目標にガソリン車を水素車や電気自動車に変える。・ガソリンの価格を１．５倍くらいにする。

最近の日本では、少子高齢化により高齢ドライバーによる事故が急増している。自分で事故を起こしやすい環境になる前に、自主返納をするなどすること。ま
た、クルマがなければ生活できないと言う人もいるが、日本には鉄道・バス・自転車といった公共交通機関があるので利用すれば良いと思う。誰もが安心して
暮らせる社会にしていくには、公共交通を利用し、クルマと使い分けることが大切であると思う。

例えばクルマに乗ることによって出るデメリットやリスクを調査し、グラフや表にまとめてまちなかに貼る。また、自転車や公共交通機関を利用することによ
るメリットも調査し、広めていったら良いと思う。「クルマの方が便利」と思う人たちを納得させるような意見を発表していくことが大事だと思う。

・車道を狭くして、歩道を広くする。・ガソリン車を電気で走るクルマに換える。

・自転車や公共交通機関を利用した人だけにサービスや割引などの良いポイントを作ったとしたらどうか・クルマと公共交通機関のメリット・デメリットを出
し、結果、みんなに公共交通機関の方が良いと思ってもらえるようにする。

・車道を狭くし、歩道を広く

・自転車やバス、電車の値段を安くする。・近くの施設を利用する時は自転車・徒歩を利用するポスターを作る。・クルマの新商品をあまり出さない。

クルマを消す。（電気自動車を増やす。）タクシーとバスを増やす。タクシー、バス、電車とかの運転する人の給料を増やす。バスの停留所を増やす。

・車道を狭くして、歩道を広くしたらどうか。・ガソリン車を減らし、水素車を増やしたらどうか。・クルマをあまり使わなかった人に何かプレゼントなどを
したらどうか。

徒歩や自転車や公共交通機関を使った時間をポイントとしてためられる。公共交通機関では、内装を変えて興味深いものに変える。徒歩や自転車でも行きやす
いところにスーパーマーケットや学校、駅、会社などを作る。歩きたいと思えるような道路にする。

ガソリン代を少しだけ高くする→そしたら徒歩を使う人も増える。歩道をきれいにする。家族に歩こうと呼び掛けをする。

自転車や徒歩のメリットをたくさん出してみたり、ポスターなどを作ってまちに貼ったりするのはどうか。普段使う電車などの広告に自転車・徒歩を利用する
ような広告を映すのはどうか。ガソリンの値段を高くしてみたらどうだろう。ガソリンの値段を高くすれば自転車や徒歩の方が良いと思うかもしれない。



私は、クルマよりも徒歩、自転車を利用すべきだと思います。何でかというと、クルマなどの二酸化炭素を大量に出すものを毎日乗っていると、地球温暖化が
進む一方だからです。なので私は、二酸化炭素を出さない電車をもっと利用すべきだと思います。そのためには私は「呼び掛け」をしたいと思ってます。今の
時代は、地球温暖化が問題になってるので、それを防ぐために、もっと多く電車を利用してくださいと呼び掛けをします。けどそんなことを言ったって、まち
の人たちは、クルマは便利で、移動や、荷物運び楽と思うはずです。私も確かにクルマは便利だと思うし、よく使います。でも、ちょっとした心掛けで、二酸
化炭素の排出を防げるのです。それは、クルマは10分間乗らないと588キログラムも二酸化炭素の排出を防げるのです。以上が私の意見でした。

中学生料金をバスや電車に作る。

提案１　手軽に借りて、返せる自転車を設置する。（「セブンイレブン」のような感じ）例）自宅周辺で自転車を借りる→目的地周辺で自転車を返す。提案２
大規模な駅や商業施設周辺でクルマの規制を行う。（バスや指定区域に住む人などを除いて規制）例）浦和駅、大宮駅など。提案３　自転車を貸すサービス
や、バスの１か月単位、もしくは１年単位のパスポートを出す。（けっこう利用しないと得にならない金額で販売）（ディズニーランドやＪＲのような感じ）
提案４　歩いて移動すれば、何かのポイントや商品がもらえるシステムを導入する。（イオンモールにあるものみたいな感じ）スマートフォンやＧＰＳを大い
に活用したら良いと思う。

・自転車道路を広くしたらどうか。・駐輪場を増やす、またお金がかからないように市が経営したらどうか。・海外にならい、自転車をシェアし、その場所で
乗り捨てても良く、別の人がまた使ったりするようにすればもっと良くなるのではないでしょうか。名古屋のレンタサイクルは、有名ですが、埼玉県では川越
市の一部でしか導入されていません。クリテリウムに使われているようなかっこいい自転車を用意したら、みんな乗りたくなるのではないでしょうか。

クルマがないと困ることの１番の理由は、「移動手段がなくなるから。」だと私は考えました。電車を使うにしても目的地が駅近辺とは限らないし、私個人の
意見では、家から駅が少し遠く、なんとなく行く気が失せてしまうことがあります。これを解決するために提案するのは、バス停、駅などの公共交通機関乗り
場を増やすことだと思いました。少しでも見近に感じて「せっかくだから利用しよう」と思わず思えるようにすると、どの目的地からも近くなり誰もが便利と
感じるのではないかと考えました。またバスや電車だけでなく、車を集団で利用すると言う方法も一つの手だと考えました。会員制の車両貸出し機関みたいな
のを作って、学区や地区ごとに50人から90人程度で同じ車両を使い合う。もしも、この制度が認められて社会に浸透したら、個人でクルマを持たずにみんな
でクルマを使い合えば二酸化炭素の削減につながると考えました。会員制が、国民のほとんどが入る大規模なものになれば、より安定した制度になると思いま
す。近年ではＳｕｎｄａｙドライバーも増え、限りある日しか乗らない人などが多いので、より良くなると思います。

万歩計のような楽しいゲームのアプリを作る。そして、歩いた歩数でレベルが上がって、バトルをすることができる。そうすれば、歩くことが楽しくなって、
クルマをあまり使わなくなることにつながる。←（ゲーム会社とコラボする）

会社を駅付近に作る。そうすると、クルマで行くよりも公共交通機関を利用する方が便利に感じるし、駅付近に住んでいる人が多くいるから徒歩あるいは自転
車を使う人が多くなる。また、クルマで直接行くよりも最寄り駅を利用するだろうと思った。クルマを使う人がいなくなるとは思わないが、少しでも減らすこ
とはできると思った。

＜提案１＞大型のショッピングモールを、駅の近くなど、車では渋滞があって不便だけれど、電車やバスでは便利な場所に建てる。また、クルマで行った場合
は、立体駐車場を狭くするか、駐車料金を高くする。＜提案２＞私の行くショッピングモールでは、支払い金額の合計に応じて、駐車料金を無料サービスして
いるけれど、そうではなく、ＩＣカードなどに還元できるポイントなどをプレゼントすれば良いと思う。そうすれば、電車やバスに安く乗れ、利用者が増える
と思う。＜提案３＞ガソリンに、さいたま市独自で税金をかければ良いと思う。＜提案４＞バスのダイヤを、10分ごと、15分ごと…など、分かりやすく（覚
えやすく）すれば良いと思う。＜提案５＞バス専用レーンをつくり、駅前のロータリーなどにバスやタクシーなどの特別な車両以外入れないようにする。そう
すればバスの渋滞が減って車が不便な社会になり、みんながバスを使う社会になると思う。

電車は、従来の電気による運転ではなく、太陽光などを有効に利用し、晴れの日は、太陽光エネルギーを使い、曇りの日、雨の日は、晴れの日に残った太陽光
エネルギープラス、電気を使っての走行にし、経費を削減し、浮いたお金で運賃を値下げし、たくさんのお客様にご利用してもらえるようにすれば良くなると
思う。また、自転車や公共交通機関に親しみを持ってもらうために、ＰＲをしたり、呼び掛けをすれば良いと思う。

スーパーマーケットなど全てのショッピングができる場所を有料化し、無料のルールなど全て廃止したら良いと思いました。理由は、スーパーマーケットのレ
ジ袋の有料化が進んでいる中で、あるものをやめて別のものでするというやつは、有料化にすれば解決すると思ったからです。例えば、レジ袋だったら、レジ
袋をやめて、マイバックでする。クルマじゃなくて、徒歩・自転車または公共交通機関でするということです。しかし、「コクーン」などは、電車でも、クル
マでも有料化するとどちらもお金がかかって結局、クルマを利用してしまいます。そこは、Ｓｕｉｃａまたは、ＰＡＳＭＯをチャージしたら、プレゼントのよ
うなキャンペーンを行ったら良いと思いました。

僕の家にはマイカーがありません。日常で困ることはほとんどないからです。ではなぜ人々は自転車を使わず、マイカーを使ってしまうのでしょうか。理由は
３つあると思います。①駐輪場の不足　②駐輪料金が高い　③気候　③についてはどうしようもありませんが①と②についてはまだまだ改善すべきところがあ
るように感じられます。まず①です。僕の家の最寄り駅付近には少なくとも駐輪場が４つありますが、土・日曜日、祝・休日は、ほとんど満車です。ですか
ら、もう少し駐輪場を増設してもらえればなと思います。次に②です。だいたいどこも１日150円程度です。しかし、家族４人で出かけようとすると、150×
４＝600円ものお金が駐輪場代にかかってしまいます。それならば目的地の近くまで直接行けるマイカーにしようと考えるのも分かります。いきなり全額OFF
にしろだの、いうことはしません。しかし、中学生くらいまでに対しては無料にしたりいわゆる「学割」を使用しても良いと思います。なぜならば、中学生ま
でが、習い事や塾に行くことが非常に多いからです。高校生からは体も自転車も大人と変わらなくなりますが、中学生くらいまでは良いと思います。以上２つ
の件、是非ご検討ください。
クルマよりも徒歩・自転車または公共交通機関を利用する社会にするには、電動自転車の活用や安全の確保などをする必要があると思います。理由は主に３つ
あります。１つ目は、僕の母は、弟の習い事の送り迎えや買い物にクルマをたまに利用していましたが、妹が来年幼稚園に入園することをきっかけに電動自転
車を購入しました。すると、すぐに良さが実感できたと言っていました。２つ目は、ぼくの祖父母は、買い物をしに行く際クルマを大抵使用しています。クル
マを減らすためには、高齢者でも安全に楽に利用することができる電動自転車が必要だと思います。３つ目は、僕の実体験から、道を走っていたらクルマにぶ
つかりそうになった経験があります。なので、ガードレールを増やしたり、自転車用の通路を作る必要があると思います。他にも、自転車にシフトをするなど
工夫をする必要があります。以上のことなどをすれば、クルマも二酸化炭素も減らせると思います。

・「二酸化炭素を減らし」、みんなが「安心・安全」に暮らすために、徒歩・自転車（公共交通機関）の利用を心掛けようという内容のパンフレットかチラシ
などを地域のイベントや、人通りが多いところで配るともっと良くなると思う。・バスを利用するとスタンプカードがもらえて、例えば１回乗ったら１ポイン
トだと仮定して「10ポイント」たまったら、１週間半額、「30ポイント」たまったら２週間半額の券がもらえるようにしたら利用者がもっと増え、バスとい
う公共機関だから、二酸化炭素がもっと減ると思う。

※公表に当たり、表記を一部修正・削除しております。

問合せ

さいたま市市長公室広聴課広聴係

直 通 ０４８－８２９－１９３１

ＦＡＸ ０４８－８２５－０６６５

E-mail：kocho@city.saitama.lg.jp


