
令和２年度前期「子どもの提案」一覧

1.誕生20周年！！さいたま市の未来を考えよう！！【担当：都市経営戦略部】

提案内容

私は、さいたま市をよりきれいにしたほうが良いと思います。さいたま市は緑が多く自然が豊かなのでさいたま市をよりきれいにすれば、より自然が豊かにな
ると思います。なので、クリーン活動を多くの地域で実施したほうが良いと思います。登下校の時に自然が豊かでごみも少ないのでとても気分が良いのでさい
たま市全体をきれいにするととても気分が良くなる人が多くなり、さいたま市の印象やイメージ、評判が上がると思います。さいたま市は、自然が豊かなので
それを生かしてよりきれいにすると良いと思います。なので私はさいたま市がより良くなるように自然が豊かできれいなまちにしたほうが良いと思います。

人と人が仲よく、争い事などもなくお互いを助け合い、手と手を取り合って協力し合っていくことでもっとさいたま市が良くなると思います。そのためには、
さいたま市でクリーン活動でのコミュニケーションや、協力だったり花火大会や祭りなどでのいろんな人たちとのコミュニケーション、助け合いなどしたらさ
いたま市の全員が人とのコミュニケーションや協力、助け合うことがどれだけすばらしいか改めて分かるのではないかと思います。さいたま市はいつまでも平
和な市になるには人と人の助け合いなども欠かさず行うこと、困っている人がいても見て見ぬふりはせず助けることも大切だと思います。コミュニケーション
は人との絆を深くつなぐものです。あいさつもそうです。一言だけの言葉を交わしても人とのつながりができます。なので私は人と人が仲よく争い事もなく互
いを助け合い手と手を取り合って協力し合っていくことがより良くなると思いました。

さいたま市は、スポーツが盛んなところだと思います。周りの友達のほとんどの人がスポーツをやっていて、部活でも活躍しているからです。また、スポーツ
熱心な人が多くいるため、市大会では歓声が響いています。僕自身、小学校の時にサッカーをしたり、中学生の現在は卓球部の一員として楽しく活動していま
す。大宮アルディージャや浦和レッズなどのJクラブもあり、試合ではスタジアムが熱気に包まれています。もう一つ、さいたま市は、自然がありつつ楽しいま
ちが広がっています。公園、川、広いまち、これらがさいたま市民を明るくしていて、楽しめるまちとなっています。市民は自然を大切にして、景観を失わな
いようにごみ拾いなどをして、がんばった方が良いと思います。この「さいたま市」というすばらしいまちを大切にして、もっと良いところにするためにごみ
拾い活動を、スポーツをもっと盛んにするために広めるということをしていけば、みんなの誇りのまちになると思います。

さいたま市の未来に受け継ぎたいことは、自然が豊かなところです。さいたま市には田んぼや畑がたくさんあります。なので自然が豊かなところを未来につな
ぎたいと思いました。未来のさいたま市が自然豊かなら地球温暖化も少しは、楽になるかもしれないし緑色でさわやかな感じになって見ばえも良いと思うので
つなげていきたいです。つなげていくため緑を大切にしていきたいです。

私が思う、さいたま市の誇らしい点は２つあります。1つ目は、大宮駅です。大宮駅は電車が通る数も多いし、駅の中や、駅周辺にもお店が多くとても充実し
た場所だと思います。そのおかげで全国的に有名です。そして２つ目はさいたま市の人々はとても親切という点です。例えば、新型コロナウイルスで私たち学
生は勉強をする機会が減りました。ですが、さいたま市教育委員会の方々はそんな私たちを気遣って「スタディエッセンス」という学習コンテンツを用意して
くださりました。以上の点を未来に受け継ぎたいと思います。また、そのような点を受け継ぐためにも、おもてなしの心で外国の方を招き入れたりボランティ
アに積極的に参加して、日本一親切な市にしたいです。

私は、緑が豊かなところがさいたま市の良いところだと思います。学校からの登下校の道にもたくさんの自然があります。けれど、たまに、田んぼの中にお菓
子の袋などのごみが浮いていたり、ごみ置き場がカラスにあさられている様子を見たことがあります。私は、さいたま市のすばらしい緑を守るために、ポイ捨
てを防止する呼び掛けをしたり、ごみ置き場のネットをすきまなくかけるよう呼び掛けると良いと思います。私も地域のごみ拾いに積極的に参加したいと思い
ます。小さなごみが積み重なり、緑が失なわれるのではなく、小さな努力が積み重なり、緑であふれるさいたま市にしたいです。

さいたま市の誇らしい点は、みんなあいさつをすることや、親切なとこや、みんな元気で、笑顔があふれているところです。さらに、自然が多く一人ひとりが
支え合っているところです。将来にわたって、さいたま市をより良いまちにするために、みんなが頑張ったほうが良いと思うところは、みんなが協力し、ボラ
ンティアやまちの行事に、しっかりと参加することです。そうすれば、まちなどが、きれいになり、毎日が気持ちよく、暮らせると思います。これからみんな
で協力し、きれいなさいたま市にしていきたいです。

誇らしい点は、畑や田んぼがある所や、みんなが元気なことが豊かだなと思いました。色々な行事に積極的に取り組めばさいたま市の魅力や大切さが分かって
たくさんさいたま市に人が来てほしいと思います。さいたま市の良い所は、祭りがたくさんあって楽しいことです。休校中に、「スタディエッセンス」という
ネット授業があって先生たちが、教えてくれたことは良いと思いました。色々な人にさいたま市の良い所を分かってもらい、みんなが楽しくさいたま市に来ら
れるようにさいたま市の魅力や、良い所を紹介すれば他の県や市の人たちが来てくれることを目指していきたいです。

私は、生まれた時からずっとさいたま市にいます。小学生の登下校の時にもすごく自然が多いなと思って歩いていました。近所の方はほとんど私が生まれた時
から暮らしていて、やさしく接してくれます。何かのイベントなどに参加すると地域の方も色々と教えてくださって助かっています。イベントに参加した中で
「ごみ拾い」がありました。私が住んでいる地域はちょっとごみが多いと思います。なので、ごみは地面には捨てないというのを心掛けて暮らしていけば良い
と思います。未来に受け継いでほしいことは「あいさつ」です。あいさつは人を笑顔にできるという意味も込められています。一人ひとりがしっかりとあいさ
つをすることで、みんなもあいさつをするなど色々、暮らしが豊かになると思います。

私が思うさいたま市の誇らしいところは自然が多く豊かだというところです。私が住んでいるところでは緑がいっぱいできれいな花が咲いています。未来でも
この美しい自然を守っていけたらと思います。さいたま市をより良いまちにするためには、一人ひとりが節約するべきだと思います。今たくさんの人たちが電
気を使っていると思います。学校のクラスメイトはよくゲームをしていると言っています。今は、夏に近づいてきてどんどん暑くなってエアコンなど使う人も
増えてしまいます。これは、さいたま市だけの話ではないと思いますが、環境にとても悪くせっかく誇らしいと思える美しい自然もだめになってしまいます。
そんなことにならないようにゲームをやる時間を決めたり、エアコンをつけずに窓を開けたりするなど、みんなで協力して、さいたま市を良くしていきたいで
す。

さいたま市は自然が豊かです。そして、さいたま市民の皆はきっと、この美しい緑を未来へ残していきたいと考えていることと思います。森林の緑だけではな
く、私の住む地域では、田畑の緑も本当に美しいです。初夏頃に成長する稲は、秋になると黄金に輝く穂をまといます。このような稲は、未来に残すべきだと
私は考えます。そのために、さいたま市民の皆には、石を田んぼに向かって投げること・けることはしない、畔道は歩かない、といったことを守ってもらいた
いです。新型コロナウイルスが世界的に流行している今、お腹に１つの命を抱える妊婦さんは、日々恐怖と戦っているのではないでしょうか。この一種の戦争
を乗り超えて生まれた子たちに、美しい景色を見せてあげたいというのが私の願いです。お母さんとその子どもが美しい田を背景に手をつなぐ姿をお父さんに
見せてあげたい、そんな思いを胸に、自然を守っていきます。

僕が思うさいたま市の誇らしい点は、まず、サッカーが盛んなところです。僕はサッカー部なので、さいたま市の特に浦和は全国的に見てもトップクラスだと
思います。次に、自然が豊かで過ごしやすいところも誇れると思います。僕の家の近くは緑が多く、自転車をこいだり、走ったりしていると空気がきれいで、
風もとても気持ち良いので、良いと思いました。そして、交通手段が多いのも、良いと思います。僕がよく利用する大宮駅からは、様々な方面へ行けてとても
便利です。



さいたま市誕生20周年おめでとうございます。僕がさいたま市の誇りだと思うことが１つあります。それはバス停や駅などがたくさんあることです。なぜな
ら、ぼくたち子どもはまだ、運転ができないので遠くに行くことはできないけど、バスや駅などがあれば歩きでは1時間～3時間ぐらいかかるところを、子ども
でも、30分～1時間ぐらいで着いてしまうからです。けれど、高齢者に席を譲らないで高齢者を立たせてしまってるところを時々見掛けるのでそれがなくなれ
ば良いまちになると思いました。

さいたま市誕生20周年おめでとうございます。僕はこのまちに誇りに思っていることがあります。それは木や駅がたくさんあることです。駅がたくさんあるた
め車を運転できない僕らでも遠出ができます。ありがとうございます。また、木がたくさんあるためにやすらぎを受けます。これからも市民のことを大切にし
ごみが少なく住み良いまちにできるようにがんばって下さい。また、マスクを付けなくても外出できるようなまちにしてほしい。

私が思うさいたま市の誇らしい点、未来に受け継ぎたい点は２つあります。１つ目は自然豊かで緑いっぱいなところです。周りを見渡せばとてもきれいな植物
や、元気いっぱいな生き物たちも姿を現します。ずっと前からたくさんの方々が守って下さった自然なのでこれからも私たちで守っていきたいと思います。そ
して２つ目は誰とでも笑顔であいさつを交わすことができるところです。例えば、学校の友達や先生、地域の方々に「おはようございます」「さようなら」な
どと、笑顔で元気にあいさつができます。そんな温かい心を持った周りの人々を大切にしていき、住み良い、さいたま市をこれからもつくり続けたいです。

さいたま市は、思いやりのある市だと思います。例えば、学校へ登校する際、地域の方々が私たちの姿が見えなくなるまで見送りをしてくださったり、毎朝
「おはようございます」とあいさつをしあったりするからです。ですが、所々道に落ちている、ごみが少し目立つ気がします。地域を散歩していると、防犯ボ
ランティアの方が毎日ごみ拾いをしていました。その手に持つごみ袋の中には、たくさんのごみが入っていました。毎日毎日長時間ごみ拾いをしても、あれだ
けたくさんの量が拾えるのはよくないと思います。なので思いやりのあるさいたま市民全員でごみ拾いなどを積極的に行い、さいたま市の美を守っていきたい
です。そして、その美を後世に継げるようにしたいです。

さいたま市は自然がとても豊かで緑がきれいです。桜など毎年春にとても美しく咲いています。道もあまりごみなどがありませんが時々ごみなどを見掛ける時
があります。そういう場面では一人ひとりがごみを持って帰るように心掛けるともっと良いと思いました。なのでボランティア活動やごみ拾い活動などやって
みたらどうかなと思いました。他にもお祭りなど色々な活動をやったり人々がたくさん参加したり人と人とが関わり合えたりすると良いと思いました。さいた
ま市では大宮駅がとても有名です。さいたま市の人だけでなく、色々な所から来ている人たちもたくさんいると思います。大宮駅には便利な場所が多いのでた
くさんの人が利用してほしいと思いました。でも利用する時にも正しく使う人が増えるといいなと思いました。何かが、壊れている時もあったりするので物な
どを大切に扱えるさいたま市を目指せたらもっと良いさいたま市になると思います。

私がさいたま市の好きなところは、自然が豊かだと思うところです。木やたくさんの草花、そして生き物がたくさんいます。このさいたま市の自然の豊かさを
未来にも受け継いでいってほしいと思います。そのために、クリーン活動など、自然を大切にする取組をしたら良いと思います。市民みんなで自然を大切にし
たら、このさいたま市の自然もずっときれいに保てると思います。また、たくさんの花を植えたらいいと思います。花を見ると笑顔になるし、きれいだと思う
からです。これからもさいたま市の自然の豊かさを守っていってほしいと思います。

私は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業が長期化する中、学習をするために、さいたま市がWeb学習コンテンツ『スタディエッセンス』を活
用し、学習を支援してくださりました。他にも、インターネット環境がない家庭を対象とした学習用タブレット端末の貸出しを行ってくださったところがこの
市の良い所だと思いました。このような、学習を支援してくださるところはこれからも続けていってほしいと思いました。また、あいさつはたくさんし地域の
人とのコミュニケーションを大切にすることで事件は減って逆に笑顔が増えていけば良いと思います。そのために、私にできるあいさつ、ポイ捨てをしない、
いじめをしないなどの最低限のできることはしていきたいです。

さいたま市の誇らしい点は大宮駅があり、大宮駅はいろいろな県につながっているため他県へ行くときの移動手段が楽なところです。そして、僕がさいたま市
をより良いまちにするためにがんばった方が良いと思うことは２つあります。１つ目は犯罪を少なくすることです。なぜならば犯罪が少なくなると他の県や市
から来た人たちがさいたま市は安全だと思って安心してさいたま市に来ることができると思ったからです。２つ目はごみのポイ捨てを少なくすることです。な
ぜならばポイ捨てがなくなると道がきれいになって歩いているととてもすっきりとした気持ちになるからです。

私は、さいたま市の緑が豊かな所、天気が良い日には、富士山が見える所があることが誇りです。地域では、公園の草むしり、ごみ拾い、夏祭りなど、たくさ
んの行事があります。さいたま市の将来をより良くするために、ポイ捨てをしない、行事には積極的に取り組む、地域などで決められているルールやマナーを
守って生活をしてそれを続けていけたら、将来さいたま市をより良くすることができると思います。そのために地域の人一人ひとりが意識をして、それを続け
ていくことが何より大切だと思います。これからのさいたま市の将来のために今より、もっとより良い地域、さいたま市にして、緑を生かしていけたら良いと
思います。ごみを増やしてきれいな緑を生かすことができなくなってしまったら悲しいので、ごみのポイ捨てをゼロにしていきたいと思います。

私が思うさいたま市の誇らしい点は、自然が多いことです。他にも美しい岩槻の人形などたくさんあります。さいたま市には自然が多く、とてもきれいです。
新都心のけやき広場のけやきが個人的に好きで、風になびかれるとゆらゆらして心が落ちつくのでとても好きです。その他にもきれいな自然スポットはたくさ
んあります。これからもさいたま市全体の自然を大切にして、もっと緑を増やす活動を積極的にして行けば、今よりもっと良いさいたま市になるのではないか
と私は思います。自然を壊さないため、ごみ拾い活動などさいたま市のためになるものを継続的にすることでより良いさいたま市になると私は思いました。

さいたま市の良いところは自然豊かなところと、学習環境がすごく整っているところです。学校の周りを見まわしてみると田や畑、木、花があふれていまし
た。学習環境もタブレットや新型コロナウイルスで自宅学習のときはインターネットでの「スタディエッセンス」の活用は自宅学習をしていた側ではとても参
考になり助かりました。さいたま市には良いところがあふれる反面、災害対策をもう少し積極的に行ったほうが良いと思います。去年の大型台風が来たときに
たくさんの所で被害がありました。なので今もう一度災害が起きた時の行動の仕方のパンフレットを配ったり、放送など本当に来たとき適応する訓練なども実
施したりして、災害について呼び掛けをしてほしいです。

私は、さいたま市の緑が多いところを、未来に受け継いでいきたいと思います。木や草花などの自然が多いのは環境的にも良いことだと思うし、見ていてとて
も落ち着くからです。この自然の豊かさを守っていくためには、一人ひとりが植物を大切にしていくことが私は必要だと思います。具体的には、せっかくの緑
のきれいさが目立つように、ごみを捨てないようにしたり、今ある自然を大事にするなどさまざまなことができると思います。私たちがどんな小さなことで
も、実行していくように心掛けていくことで更に誇れるさいたま市となっていくことにつながるきっかけになれば良いと思います。

私にとってさいたま市の良いところは、自然が豊かなところだと思います。なぜなら、私の住んでいる周辺には田んぼや草花、植物、生き物がたくさんあるか
らです。そのため、この自然を大切にし、未来に受け継ぎ、さいたま市にずっと自然があるようにしてほしいと思います。また、さいたま市をより良いまちに
するために市民みんなで今ある自然をこわさずに今よりもっと自然を増やし、落ちつくさいたま市をつくってほしいです。それに加えて、サッカー、野球など
のスポーツも盛んになってより良いさいたま市になったら良いと思います。

自然が豊かなところ、夏祭り、花火大会などがごうかなところ、小松菜などの野菜がとてもおいしくて、全国的に生産量が盛んだということを、未来に受け継
ぎたいです。大宮駅や、浦和駅などの駅近辺には、ごみや食べカスが落ちていることが多いので、ごみ袋を持ち歩くなどの工夫をして、床に落とさないよう心
掛けると、もっと良くなると思います。それと、バスや電車内で、高齢者の方や、妊婦さんに席を譲らないでイヤホンをしながらスマートフォンを見てる若い
人たちが最近増えたなと感じるので、相手を思いやって行動する人が増えていったら良いと思います。



さいたま市の誇らしい所は自然や緑が豊かなところです。田んぼや畑がたくさんあり、緑だけではなくお花や虫もたくさんの自然がさいたま市にはあります。
なので未来にはたくさんの自然、生き物を残してほしいです。そのためにごみを減らしたり、自然に優しい環境づくりを私たちが心掛けていき自然と緑であふ
れる地域にしていけたらと思います。また、未来でも自然を大切にしてほしいので今からできることを一人ひとりが意識してもっとすてきなさいたま市にして
更にその先の未来にも緑の大切さをつないでほしいと思います。

高い建物もあるけど、緑もたくさんあるような未来が良いと思います。植水地区は、緑や田んぼがたくさんあって、生き物がたくさんいます。夜には、カエル
が鳴いたり、コウモリが飛んでいます。なので30周年になっても、緑や生き物がたくさんあるさいたま市だったら良いと思います。

さいたま市の良いところは、緑が多いことです。田んぼや、木、などがたくさんあり、そしてコクーン、スーパーアリーナなどいろいろな楽しむ所も多いので
とても良いまちだと思います。さいたま市の未来は、もっと緑を増やした方が良いと思います。二酸化炭素が多く社会問題、そして世界問題となっているので
少しでも力になれたら良いと思いました。

植水は、笑顔がとても豊かだなと思っています。そこには必ず未来もあるべき姿だと思っています。そして大宮駅で物を落とした時には、拾ってくれる人がい
たので、そういう面では、さいたま市民は優しい人が多いなとも感じています。そしてさいたま市はポイ捨てもあまり見ないかなと、感じることがあるので、
これから地域で協力してそれを持続できるようにしていけたらもっと良い所になると思うのでそこはみんなで協力してほしいと思います。またバスの中で人が
多くて出られなかったときには、「まだ居ます」や「通してあげて下さい」と言ってくれる人もいました。そのように人にも親切にするとさいたま市はとても
すてきな市になると思っています。

さいたま市の植水地区の良い所は田んぼなどが多く緑が多い所が良いなと思いました。これからのさいたま市の未来には木や田んぼなどを大切にしてもっと緑
を増やした方が良いと思いました。さいたま市全体をきれいにする取り組みを増やしていった方が良いと思いました。あと地域の人が優しくしてあいさつを交
わしやすい所も良い所だなと思いました。

私が思う、さいたま市の誇らしい点は、2つあります。1つ目は緑が豊かなところです。2つ目は、市民の人達は見知らぬ人でも、あいさつや気づかいができる
ことです。私は中学校の下校途中で、自転車に乗ったおばあさんに「こんにちは、今下校中？学校つかれたでしょ。おつかれさま。」と言われました、私は知
らない人だったけれど、こんなに優しくできるんだと思いました。市民全員とは言えませんがさいたま市にはこのような人が多いと思えました。私は将来、何
年経ってもこの緑が豊かなのと、市民の人たち全員が優しくできる、さいたま市が続いてほしいと思います。そのためには市民全員が優しさを大切にすればよ
り良いさいたま市になると思いました。

さいたま市は自然が豊かで人が集まる施設がたくさんあるところが良いところだと思います。さいたま市をより良いまちにするために、たくさんの人が集まれ
る大きな公園を増やし、座れる椅子や机、遊具や雨やどりできる場所、芝生の広場、など充実した施設があると良いと思います。そのような施設を作ること
で、市民の人たちの休める場所になり活気も出るし、リフレッシュできるので一人ひとりがやさしい気持ちになれて他のことまで良い方向に進むと思います。
大宮駅や道路にごみがポイ捨てされている時があるので呼び掛けをしたり、一人ひとりが意識を高く持って気を付ければだんだんとなくなると思います。道を
歩いていて歩道に木やきれいな花が植えてあると良いと思います。さいたま市には良いところがたくさんあるので全てより良くして未来に受け継いでいきたい
です。

さいたま市は、緑が多く、でもスーパーや薬局などの建物が多くありとても住みやすいと思います。地域の人たちもとても優しく、あいさつしてくれるし、よ
く話し掛けてくれます。犬が好きな草むらなどもあり、犬と追いかけっこなどでき、とても自然豊かだと思います。大宮駅は、電車が出る本数も多く、乗り換
えなどもあまりないので、とても助かります。

私のさいたま市の誇らしい点は、緑が多く自然が豊かなことです。なぜなら私の住んでいる地域では、田んぼが多く虫や植物などがいっぱいあり自然豊かだと
思いました。未来に受け継ぎたい点は、緑がいっぱいの自然を受け継いでいきたいです。市民ががんばった方が良いと思う点は緑や自然を壊さず大切にしてほ
しいと思いました。

僕は、さいたま市の農業が盛んなところが良いと思います。なぜなら僕は、祖父母の家に行くときに田んぼにたくさんのしらさぎがいて、そのときに農業は人
のためだけではなくたくさんの生き物のためにもなっているのだと思ったからです。だから、このさいたま市の農業は未来に受け継ぐべきだと思います。ま
た、最近は森林が少なくなり、地球温暖化が進んでいるとよく聞くようになりました。その点でも、植物は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収するた
め良いと思いました。

この植水地区は、自然が豊かで、動物もいっぱいいる所です。なぜなら、この地域では夏になると、カエルが一斉に鳴き始めて、まるで合唱のように美しいか
らです。またこの辺りでは狸や、おたまじゃくしも出てきます。交通も良く、大宮区や富士見市へもほとんど一直線で行くこともできます。

とても自然が豊かで、小学生の時に田植えの経験ができたり、自分達の地域で採れたお米を、給食で食べることができたり、しらさぎや、たくさんの虫、自然
とふれあうことができます。そこがさいたま市の良い所であり、いつまでも続いてほしいと思う所だと思います。また、さいたま市全体の学力向上、大人に
なっても、社会でしっかり働けるように、学生のうちから、しっかり勉強をしていくことが大切だと思いました。なので、朝チャレなどに自ら取り組み、予習
復習をしっかりとし、高校受験や普段の生活に役に立て、普段からよく考えて行動する。それが今、私たちにできる唯一のことだと思います。

さいたま市の中でも植水地区は、緑がとても多いです。田んぼや、木、葉などたくさんの緑があります。虫や魚も多くザリガニもいます。自然がたくさんなの
で、夜空も見たら天気が良ければ星がきれいに見れることができます。他には、ショッピングモールなどがあったり駅も近いので、お買い物には困りません。
遊んだりできる公園などが多いので良いと思いました。小松菜が盛んなところもあります。さいたま市では、自然があるので緑などを大切にした方が良いと思
うし、少し離れると、都会っぽいところもあるのでどちらとも楽しめるし、大切にしてほしいと思いました。

～さいたま市の誇らしい点、未来に受け継ぎたい点～・障害者の方々にすごく気をつかっていて、例えば、自動販売機だとしたら、高い所が届かない人でも低
い所に高い所の商品ボタンを置いている点など…
～将来にわたり、さいたま市をより良いまちにするため市民ががんばった方が良いと思う点～・プラスチックのごみや、ごみ袋などをリサイクルできるよう
な、袋にしたり、自然を守るために、学校などの行事に、ごみ拾い活動を広い範囲まで、がんばった方が良い。

私の住んでいる植水地区は、緑が多く、自然豊かなところだと思います。なのでこれからも緑を大切にしていきたいと思います。その他に、あいさつがたくさ
んあるところだと思います。あいさつが多いと、笑顔がたくさんあると思うので、私も人と会ったらあいさつをしていきたいです。がんばってほしいところは
ボランティアやごみ拾いに積極的に参加してもらいたいです。そしたらさいたま市がもっときれいになると思います。なので私も積極的に参加したいです。さ
いたま市をもっとより良いまちへ誰もが快適に住めるようなまちにしたいと思います。

私はさいたま市の良い所は人が温かいことだと思います。朝、登校する時は近所の人に「おはよう」と声を掛けてもらいます。さいたま市の未来を明るくする
には今言った人の温かさを継続していくことや、みんなが積極的にボランティアをすることだと思います。私も大勢の人とコミュニケーションをとることを心
掛けています。また、さいたま市には沢山の田んぼがあります。このような自然をずっと守っていくことも、大切だと思いました。



自然が多いこと、人口がとても多いこと、市が広いこと、地域で行事やお祭りが多いこと、学校が多いこと、大きな駅が多いところ、とても大きな市なので難
しいと思いますが、大きな駅周辺を発達させるのではなく、一つひとつの区を発達させて、さいたま市全体が客観的に見て、憧れるようなすてきな市にしてほ
しい。小さい子どもから高齢者の方まで遊んだり、散歩ができる大きな公園をもっと増やしたい。大きな駅の周辺にごみが落ちているのを見掛けるので、ポス
ターを作成して貼ったり、ごみ拾い活動をした方がより良くなると思う。パン屋さんやケーキ屋さん、古本屋さんなど商店街があるような「サザエさん」が住
んでいるような所を増やしてほしいです。

植水地区のいいところは、田んぼや畑がたくさんあり、自然が豊かなところ、地域の方にあいさつができるところ、行事やお祭りが多いところ、たくさん有名
なところがあるところです。子どもが遊べる公園が少ないので増やしたり、通学路や田んぼ、畑にペットボトルなどのポイ捨てが多いのでごみ拾いをしたりす
るともっと良くなると思います。

自然が多くて空気がきれいな所。未来でも自然が多く、空気がきれいなさいたま市を保っていきたい。そのために、さいたま市以外の所でも住んでいる人たち
が自然は大切ということや、環境、生き物のバランスを保っていかなくてはということを知ってもらう。また、さいたま市の経済を活発にするために、地元で
採れた野菜などをなるべく買い、売買の働きを回す。たまに、たばこ、ビニール袋などのごみが落ちていたりするので地域でごみ拾いのボランティアを募集し
たりする。そうすることで地域の人たちと交流することができ、ごみも減るので、試した方が良いと思う。水がきれいな所。

自然が豊かで、地域の人も明るく、とても暮らしやすい所や事故や事件があまりない所は、とても良いことだなぁと思いました。また、田んぼがたくさんあ
り、その地域で採れたお米も、とてもおいしい所も、良い点だなぁと思いました。さいたま市をより良いまちにするためには、駅の周りなどには、たくさんお
店があるけれど、田舎には、スーパーやお店を増やせるともっとより良いまちになると思います。

私が思うさいたま市の誇らしい点は、緑が多いところです。学校帰りに木や花を見ていると、すごく心が穏やかな気持ちになりました。なので、この緑が多い
ということは、ずっと続いてほしいと思いました。このさいたま市をより良いまちにするためには、一人ひとりが行動すべきだと思います。ごみ拾いをした
り、植物を大切にし、花壇をきれいにしてみる。どんな些細なことでもさいたま市の未来につながるようなことだと思います。なので、みなさんで誰もが尊敬
するようなさいたま市をつくっていってほしいです。

自分の地域は自然がいっぱいです。田んぼや畑などが広がっています。よく夏になると夜などにカエルの鳴き声が聞こえます。最初はうるさいなぁと思ってい
ましたが、後々はカエルの鳴き声を聞いて寝なきゃと、とても恋しいです。あと、近所の人たちに帰り道会うと「今日は部活だったのかな？」、「学校頑張っ
たね。おつかれ様」などを言ってくれ、とても勇気づけられる部分もあり、明日も学校や部活がんばろうという気持ちになれます。さいたま市をより良いまち
にするために、みんなががんばった方が良いと思うことはこの自然を守るため、ポイ捨てなどをやめてもらいたいと思いました。ポイ捨てなどで自然が壊れて
しまうのは悲しいです。ぜひ、皆さんにはポイ捨てをしないようにご協力できれば良いと思います。

中学校の周りや私の家の近くには、田んぼがたくさんあります。私にとって、さいたま市の誇らしい点、未来に受け継ぎたい点は、田んぼの多さです。理由
は、田んぼにはたくさんの生き物がいるからです。近くの田んぼに行って生き物を見たり、捕まえて家で育てたりします。西区には生き物がたくさんいるの
で、とてもうれしいです。

自然が豊か、コクーンが有名、地域で田んぼが盛ん、ポイ捨てをしないようにしたほうが良いと思う、自然を大切にする。

さいたま市の良い所は、自然豊かでまちの風景もきれいでポイ捨てのごみなど、滅多に見ないところです。また交通事故なども少なく安心安全に暮らせます。
公園などの遊ぶ場所もあり、市民のみんなが楽しく過ごせるような工夫がたくさんされています。例えば、広場やテニスコートなどもあり、気軽に遊べるの
で、暇な時はそこで遊んだり、十分に遊ぶことができて、とても良いです。市民のみんなが親切で困った時も助けてくれる人が多いです。例えば、物を落とし
てしまった時は拾ってくれたりとみんな人それぞれ協力し合えるので、人と人との関係も良く、過ごしやすいです。

田や畑が残っていることは、とてもすてきでこれからも残していきたいと思う。虫を観察したりすることはすごく良いことだと思うし、子どもがどうやって野
菜ができるかなどが分かると食べ物を大事に扱ってくれると思うから。

もし、「さいたま市民の日」があったら、お祭りなどのイベントなどを行ったらどうかと思います。このようなイベントを開くとさいたま市民全員がゲームな
どやって、楽しめると思います。そしてお祭りでさいたま市の名物の食べ物なども紹介して、県外の人たち、さいたま市民以外にも楽しく、知ることができれ
ば、もっと良くなると思います。

僕はさいたま市がもっと良くなる考えは二つあります。一つ目は電車に座りたがっている人に席を譲ったりすれば人と人の間が良くなり、さいたま市にもっと
笑顔が増えて良くなると思います。二つ目はあいさつです。あいさつをすれば今よりもっといろんな人と笑顔でいられるからです。

ごみ箱を少し増やしたら、ポイ捨てが減ると思う。

さいたま市の未来は住民が仲良く自動車ではなく自転車を多く利用していると思います。さいたま市の人は１人１時間程度自転車を利用していることが調べて
分かったからです。自転車は自動車よりもエコであり、まちにも優しいのではないでしょうか。なので未来は木が大きく成長し、空気もきれいで住みやすく、
おしゃれなまち（市）になると思いました。

私にとってさいたま市の誇らしい点は、誰もが参加、体験しやすいイベントがたくさんあることです。さいたま市で開催されるイベントを通して、時には伝統
的なことやものに触れたり、時には、近代的で新しいことやものに触れたり、様々な場面を自分自身で味わうことができているということも誇らしい点です。
そんなさいたま市の未来に受け継いでいきたい点は、伝統を大切にすることです。伝統に込められている思いや願いをむだにしないように、古くからの伝統を
守り続けていきたいです。そのために、自分自身でしっかりと様々なイベントに参加していきたいです。

より良いまちにするには地域の人たち全員で集まり、ごみ拾いを行い、そして川の掃除などをがんばった方が良いと思います。理由は、川の水が汚れてしまっ
たら水が使えなくなってしまったり、農作物が作れなかったりしてしまいます。たまに川を見ると自転車が捨ててあったり、ごみが捨ててあったりするのでこ
のような物を流したら魚や虫などが住めなくなってしまうからです。また、市民の日があったらさいたま市ならではのイベントを開催し地域の人たちと交流し
合えるイベントを行うと良いと思います。

〈良いところ〉・人が多い場所が沢山あるので、まちがとてもにぎやか。・道路や電車の数が多い為、交通にとても便利。〈これから良くしていってほしいと
ころ〉・全くないという訳ではないが、緑が少ないと思う。車道と歩道の間やお店の前など、もっと木など植物を植えたら良いと思う。また、植物を植えるボ
ランティア活動をもっと増やしてほしい。

誰でも不自由なく暮らせるように。障害者、お年寄りの方でも利用できるように、建物には必ずエレベーターを付ける。また、道は歩行者と車が接触事故を起
こさないように、ガードレールを付ける。ポイ捨てをなくす。電車の中の優先席は、お年寄りや体の不自由な人に譲る。誰かが困っていたら手助けをする。”
みんなで”暮らしやすい環境をつくる。環境のことを考えて、ごみはちゃんと分別する。当たり前のことを当たり前にする。



もし、「さいたま市民の日」があったら、私はさいたま市の特産物や、魅力などを伝えるイベントをやりたいです！また、さいたま市の誇らしい点は、高齢の
方や、小さな子どもなどいろいろな人が参加できるイベントが多いことです！

鉄道博物館は誇れるスポットだと思います。私は小学校３年生のとき校外学習で鉄道博物館に行きました。よくは覚えていないのですが、すごい電車がいっぱ
いあって驚いた気がします。もう一度調べたのですが、古い電車があったりしたので、この鉄道博物館は未来まで受け継いでほしいです。市民がやってほしい
ことは、さいたま市について調べることです。調べることによって「何もない」わけじゃないのを知ることができるからです。市民の日があるなら「さいたま
市の良いところフェス」というイベントをやってほしいです。

自然豊かで人が集まるさいたま市。

学校に行く途中の通学路にガードレールがないので取り付けた方が良いと思います。理由は、私の学校の通学路は車が歩行者の横をギリギリに通るので、危な
いと思ったからです。最近はアクセルとブレーキを踏み間違えて、歩いていた歩行者をひいてしまうという事故が多いからです。ガードレールを付けると、少
しでもそのような事件が少なくなると思います。もしさいたま市にそのような歩道がたくさんあるならば、ぜひ、取り付けるべきだと思います。

私は東久留米に住んでいるのでさいたま市のことはあまり知りません。なので東久留米にあるけどさいたま市になさそうなことを書きます。東久留米では、毎
年11月に市民祭という、お祭りが開かれます。そこでは、市民のみなさんが食べ物を売ったり、買ったりしていろいろな市民のみんなと交流ができます。この
祭りは私がいつも楽しみにしています。この日は駅の周りが市民のみなさんでにぎわっていたりします。（もしかしたら、、、さいたま市にもあるかもしれな
いけど、、、）

ロボットがまちをきれいにしてくれる。

さいたま市にも春日部のクレヨンしんちゃんのような、キャラクターがいたほうが良いと思う。ゆるキャラでも良いと思うので知名度が高くなるようなキャラ
クターを作ってみてください。

私はこのごろ道を歩いていると、ごみが落ちています。なのでごみ箱を増やすなどマイレジ袋を持つなどして、ポイ捨てをしないようにすれば、とてもきれい
なさいたま市になると思います。

さいたま市は自然豊かで、のびのび暮らせる市だと思います。しかし、少し足りないところがあると思います。それは、安心とさいたま市をもっと知ってもら
うためのイベントなどが少ないと思います。なので安心して暮らせるような道を作ったり、さいたま市の自然の良さを生かし、イベントを開いたりすると未来
は、住みやすく、人気のあるまちになると思います。

野菜、人形、自然など一つひとつの地域に有名なものがあるところが良いと思って、これからも続けていくべきだと思った。さいたま市民の日があったら、は
がきや鉛筆などでさいたま市限定のものを作ったりすれば良いと思った。

さいたま市の良い所は自然が豊かな所です。自然を生かした観光スポットや食べ物もあり、人の手もあまり加えずにあることです。でも今は人工的な物が増え
つつあるので、あとは元々ある物を大切にしていく方が良いと思います。

さいたま市に外国から観光客が来ると思うから親切にガイドみたいなことをする。

よりもっと東京みたいに、都会になっていると思います。なぜならば、今は東京みたいにすごいthe Tokyoみたいじゃないけれど、さいたま新都心は東京に近
づいてきて、いろいろな建物があるからです。

私は将来にわたってさいたま市をより良いまちにするために、市民全員で自然を大切にした方が良いと思います。なぜなら自然を大切にすることで地球温暖化
促進を遅くすると思うので、環境保全に貢献しているので、地球全体の環境が良くなるし、さいたま市の環境も良くなるからです。

埼玉県の有名なものは食べ物は「ねぎ」や草加にある草加せんべいなどです。歴史や行事などでいえば埼玉古墳群や長瀞の川下り、人形の生産も盛んです。

私は東京都新宿区に住む者です。そんな地域に暮らしているからこそ思ったのが、良い意味で“雑音がない”ように感じました。新宿は他国の人々が大勢いる
とてもにぎやかで明るいまちです。しかし、部分的にみれば、外国人の方が外国人同士、または日本の人とけんかをしていたり、食べ歩きをしたごみなどが道
ばたに捨てられていたり、、、人が多く明るいまちだからこそ、デメリットもそれ相応あります。それに対してさいたまは道端にごみなどありませんし、まし
てや人と人との言い争いなど見うけたことがありません。ただ、そんな静かで清潔なだけでなく本屋からゆったりとした音楽が流れてきたり、定食屋から元気
な声が聞こえてきたり、、、、どこか温かく、洋洋たる面も覚えました。これからもつかれた心と身体を休めることができるような、あたたかく淡いさいたま
市であってほしいと心より願っております。

新型コロナウイルスがなくなって、みんな笑ってる生活になっていると思う。何も問題がなくなった、笑顔いっぱいで普通の生活をしていると思う。そして、
未来は地球がきれいになっていると思う。さいたま市はきれいな市になると考えている。私はそういう未来がほしいです。

さいたま市の有名な所をポスターに書いてさいたま市の至る所に貼ると良いと思います。



どんな人でも住みやすい市にすることを提案します。どのような内容かというと歩道をもっと作ったり、外国の人でも分かる地図などを公共施設などに置くこ
となどです。

さいたま市の良いところは緑が多いところや、自転車の保有率が高いから、二酸化炭素が出なくて環境に良い。

さいたま市はこれからどんどん工場ができるまちになってくると思います。そのときに森をなくさないことがさいたま市にとって良い環境を与えると思いま
す！

観光客を増やすために、もっと自然を増やしたらどうだろうか。

私は、さいたま市にもっと、ショッピングができる場所だったり、食べる場所を増やしたりすれば良いと思います。私の家の近くには、食べられる場所すらな
くて、少し不便だから、そのような所があると、市もにぎわうと思います。

私がもし「さいたま市民の日」をつくるのならば、その日に「さいたま市フェス」のようなものを行ったら良いと思います。「さいたま市フェス」とは、さい
たま市にゆかりのあるアーティストさんに来てもらってフェスをすることです。さいたま市の人も、そのアーティストが好きな人も、「さいたま市フェス」か
ら、よりさいたま市に好感を持ってもらえると思います。

もし「さいたま市民の日」があったら、私は家族とさいたま市について考えるというような過ごし方をします。もしくは、私は皆と、さいたま市について考え
るというような、イベントがあれば良いなと思います。イベント内容は、さいたま市についてで、いろいろなクイズに答えるみたいな、イベントが楽しいと思
います。

現状、2019年に住みたい街ランキングに大宮が４位、浦和が８位で入っている。<考え>私はもう少し、ごみを減らす。ショッピングモールを増やすことで、
住民が増えて、住みたい街ランキングの更に上位にさいたま市がのると考えた。あと、さいたま市の日を休みにした方が良いと思う。さいたま市の良さを知ら
ない人もいるだろうし、休みにして、1日をさいたま市で過ごすことで、さいたま市の良さを知ってもらいたいから。

さいたま市は、交通が便利で良いと思います。さいたま市をより良いまちにするためには、市民の人たちで、二酸化炭素を減らすようにすれば良いと思いま
す。理由は、さいたま市は交通量が多く、ガスの排出量が多いと思ったからです。さいたま市民の日があったら、さいたま市の名物や文化を紹介するイベント
をしたらおもしろいし、さいたま市のことがよく分かると思ったからです。

さいたま市をもっと良くするためには、さいたま市民が仲良くなり協力し合える仲間になることです。何かをする前に団結しなければまとまりません。なので
「イベント」などを開催するのはどうでしょう。イベントを開催することで協力し合える仲間になると思います。

もっと、子どもの遊びどころを増やしたら、にぎやかで楽しい市になると思う。また、図書室にもっと多くのジャンルの本を置いてほしい。

さいたま市では、岩槻の人形や大宮の鉄道などが全国的に有名なところです。そのため、このような良いところや有名なところを守っていくのが大切だと思い
ます。また、もしさいたま市民の日があったら、さいたま市の名所を巡るツアーがあれば良いと思います。

さいたま市は、公園が多いのでその特徴を生かし子育てに適した環境を作っていったら良いと思う。

20周年記念として、さいたま市にしかない建物などを作った方が良いと思う。なぜなら、他の県に住んでいる人からは埼玉県は何もなく「ださいたま」など
ディスられているからです。そして有名な物を作れば外国からの人気も増えて「ださいたま」と言われることも少なくなると思います。

街路樹が伸びきっていると車を運転している人の視界が狭くなったり、自転車の人が葉っぱを避けたりして危ないのでもっと頻繁に切った方が良いと思う。

ディズニーランドやUSJのような大きなテーマパークができてほしい。

さいたま市も他の市もそうだけれど、新型コロナウイルスが流行っているから、新型コロナウイルスが落ち着いてみんなが平和で明るい、さいたま市になって
ほしいと思います。

安全・安心・魅力的な都市-さいたま市-さらに魅力のある都市にするには…・サッカー観戦やツールドフランス等で訪れる外国の人へ向けてさいたま市の住み
やすさなどをPRする・さいたま市在住の人へ向けては、中学生以下の子どもと65歳以上の人は市内のバスを無料化にして市内で買い物をしたり、観光したり
してお金を使えば経済を活性化することができる。『住んでよかったと思える安心安全な都市を目指し、魅力あるさいたま市を守っていくことは未来の私達の
使命です。』



私が、すごいなと思ったことは、東京オリンピック・パラリンピックの会場です。サッカーとバスケットボールをさいたま市で行うというのを私は誇りに思っ
ています。サッカーはさいたまスタジアム2002バスケットボールはさいたまスーパーアリーナで開催される予定なのでさいたま市が重要な役割をしていると
思いました。

さいたま市内のスーパーやいろいろお店にさいたま市のキャラクターのシールやおもちゃを子どもに配ったり、ぬり絵、折り紙などのイベントを行ったりした
ら良いと思います。

将来にわたって、さいたま市をより良くするには、周りの道端にごみなどポイ捨てしない方が良いと思う。なぜなら、ポイ捨てしないようになり、道がきれい
になると、すごく気持ち良く生活できるからです。

さいたま市は何もないので公園やレイクタウンみたいな物を作ってみてはどうですか？

災害が少なくて住みやすいところ。交通の便にあまり困らないところ。ベーゴマ大会を開いたら良いと思う。

なるべくポイ捨てなどをしないで、しっかりとごみ箱に捨てれば環境は少し変わると思います。

さいたま市の未来は、土地の値段が安いので人口がもっと増えて人口密度が高い市になると思います。スーパーマーケットなどの建築物が多いので生活にも困
らないし、治安も良いので、これからも良い市になっていくと思います。ですが歩道を少し広くしてもらえると事故が少なくなり良くなると思います。

僕は埼玉県に住んでもいないし、さいたま市のことは何もわからないと言っても過言ではないくらいです。ですが、埼玉県に小さい頃、遊びに行ったとき、長
瀞という所に行って自然が素晴らしいと感じました。そこは改善する所もないと思いました。ですので、いちいち他の県と張り合ったりすることはないと思う
し、良い所を聞かなくても自分たちで誇らしくあればそれで良いと思います。

神社の「おはやし」を未来にも受け継ぎたい。←「おはやし」は、祭りの時などに太鼓や笛などで演奏し、盛り上げている人たちの集まり。私は、「おはや
し」に入っていましたが、中学生になる子が多かったのでほとんどの人が「おはやし」をやめてしまいました。現在は、人が少なくなってしまったので参加者
を探しています。地域を盛り上げていけると思うので未来にも受け継ぎたいです。

人口やお店の数、自然災害が少ないなど生活しやすいのがさいたま市の良いところだと思います。さいたま市をより良くするため、一人ひとりが交通ルールや
マナーを守り、誰もが気持ち良く暮らせたら良いのではないでしょうか。歩行者優先でも譲らない自動車、バイク、自転車を見ると、ルールが守れていないと
思うし、歩きスマホや曲をきいている人がいるとこちらが不安になるのでマナーが守れていないと感じます。守れない人が増えてほしくないので、広めてもら
えたら、更に住みやすくなると考えています。さいたま市民の日に、私は会えていない小学校時代の友達に会いたいです。ちょっとしたお祭りがあれば人も集
まり、さいたま市の良さを知ってもらえると思うし、私のように久しぶりに会う友達と楽しめると思います。

・さいたま市の誇らしい点：自然が豊か。←市民が環境保全に努めてゆく　・祭りを開催し、さいたま市のグッズを配布する

僕の家の下でいつも禁煙なのにたばこを吸っている人がいるのですが、そういうたばこのポイ捨てなどやめてほしいです。

最新な物を取り入れたりした方が良いと思う。

さいたま市の未来はもっと田舎になる。

地理的には、東京側に住めば田舎に過ぎず、都会過ぎず住みやすい。ただ県自体にこれと言って呆れるような物はない。全国的に言えることだが、税金の使い
方をどうにかしてほしい。利用率の低い公共施設等の削減、県議会議員、市議会議員の減員、行政に直接的に活躍していない議員の給料削減など。こんなまる
で綺麗事を書かせるような説明の意見書を作成、印刷出来る金があるのならもっと他に使ってほしい。

さいたま市が管理する土地に区の花を植えるともっと良くなると思います。私はよく駅から自宅までの道を歩いて帰るのですが、その帰り道で見つけたアジサ
イがとても綺麗でした。写真を撮ってお花が好きな祖母に見せたところ、とても喜んでくれてましたし、会話も弾みました。もし、さいたま市民の日ができた
ら、その日は市立学校の生徒で区の花を植える、または見に行く、などはどうでしょうか。ふとした時に花を見つけると温かい気持ちになれますし、数年して
綺麗に咲いた自分が植えた花を見ることができればすごく素敵なことだと思います。

映画「翔んで埼玉」がやったみたいに、今埼玉が、話題になっているうちに、ホリエモンの「東京改造計画」のようにさいたま市も改造しちゃいましょう。少
し無理矢理感はあるものの、話題になるかどうかで考えたらものすごい効果があると思うのです。様々な批判があるのは目に見えて分かりますが、未来を切り
開いていくならそのくらいは必要だと思います。

さいたまの良い所をもっと全国に向けて発信すべき。名産か名所をもっと知ってもらう。



さいたま市を始めとする、東京近郊の都市の人口は増加しています。新しい住宅地の開発や、マンションの建設が行われる中、私が重要だと思うのは区画され
た美しいまちを作ることだと思います。世界の〝美しい都市″の多くは、計画され、区画された都市であることが分かります。２００年や３００年先になって
も、〝美しいまち″と言われる都市の計画、これこそが都市における重要な政策だと思います。さいたま市の未来が美しい物になるよう切に願っています。

私が思うさいたま市の誇らしい点は住民が多くいるので、地域交流やイベントが盛んな所です。大きなイベントだけでなく私の住むマンション内でも夏には祭
りが行われています。また、さいたま市民みんなががんばった方が良いと思うことはより緑を大切にしていくことです。さいたま市の緑は四季折々の姿をみせ
て美しいのでこの景色を損なわないようにするためにも大切にした方が良いと思います。

私は将来のさいたま市のために森林の伐採防止をしていったら良いと思います。近頃、地球温暖化が進行されているので、最適な手段だと考えました。

豊かなさいたま

水道料金を減らしたり、新しいことをもっと取り入れた方が住みやすい＆人気につながると思う。道路の整備や公共交通機関を増やしたりする方が、他の都市
から人が来るし、まちや市の活性化とともにさいたま市民の移動も楽になる。

「さいたま市民の日」は作るべきだと思います。浦和や大宮でその地域の特産物や伝統を紹介するイベントがあると良いと思う。さいたま市民でも引越して来
たばかりだったりするとさいたま市のことをあまり知らないと思うのでそのようなイベントを行うべきだと思います。また、さいたま市は政令指定都市なのに
コミュニティバスしかないので地域の交通をもっと発展させてほしい。

さいたま市はこのままいくと衰退していくと思うので、昔ながらの伝統文化を売りにしたり、海外企業や上場企業などの大きな会社を誘致し、さいたま市内で
独自の企業同士の協力体制を築いていくというのはいかがでしょうか。

私がさいたま市の優れていると思うところはスポーツだ。世界有数のビッグクラブの浦和レッズや大宮アルディージャがあり、さいたまスーパーアリーナもあ
る。そこで私は、さいたま市をスポーツのまちにすることをすすめる。まず、３つのことをやるべきだと考える。１つ目は、埼玉スタジアム2002とNACK５
スタジアムについてだ。この2つのスタジアムはどちらもすばらしいが、唯一の短所はアクセスで、どちらも最寄り駅から遠い。そこで無料バスを作るか、新
たに近くの駅を作ることをすすめる。２つ目は、県営大宮球場についてだ。さいたま市の数少ない野球場のなかでも極めて優れている。私はこの球場をグレー
ドアップさせ、国際大会やプロ野球の試合ができる水準に上げることをすすめる。３つ目は、地域との交流だ。地元の人達の支援や地元を知ってもらうことで
レベルが上がると考える。

さいたま市民の日があったら、友達とショッピングする。ショッピングセンターの映画などを半額にするなど。

私はさいたま市で生まれ育ってきました。今までずっと暮らしてきたさいたま市は、私にとって「理想のまち」です。サッカーのチームが２つ、大きなスタジ
アムもあるため、テレビでもよく試合を観ますがスタジアムで実際に観る試合は臨場感がもの凄く、大好きな場所です。また、ショッピング施設や自然が多く
あるところ、みなさんが優しく親切なところも好きなので、今後はより一層そのような部分を大切にしていってほしいです。「さいたま市民の日」は、家族で
楽しめる、サッカーの試合に関するイベントなどが良いと考えます。

市民憲章を作る時の内容
・ごみを削減し、未来の環境のことを考えましょう。
・防犯、無事故につとめ、暮らしやすく安全なまちにしましょう。
将来のために
・さいたま市（県）はごみの排出量が多い。→もっとエコのことを考えるべき‼
・さいたま市（県）は事件・事故が多い。→市民全員が自覚を持ち、安全なまちにすべき
未来のさいたま市を守るため、みんなでがんばろう❕Bright future a waits‼明るい未来が待っている

「さいたま市民の日」として、「ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥ　ＤＡＹ」をつくります。家からあまり出ず、１日を過ごそう！という取組です。家から出ないと、移動
手段である車などを使わないため、その日の二酸化炭素の排出量を減らすことができ、かつ、ゆっくり体を休めることができます。そして、夜には電気を消し
て、星空をみんなでながめます。地球に感謝して、地球を休ませる、そんな１日をさいたま市民みんなで一緒に作りたいです。

さいたま市のすばらしい点→住みやすいところ、盆栽が有名なところ
さいたま市をよりよくするために、ポイ捨てをなくす努力をしてほしいと思います。たばこを吸わないようにしてほしいと思います。毎日学校に行くときに、
喫煙所の前を通るので、いつも嫌な気持ちになります。
さいたま市民の日があったら、さいたま市についての問題を出し、さいたま市について知ってもらうイベントを実施し、そこに行きたいと思います。

さいたま市は年々ごみの排出量が増加傾向にあります。年々深刻化する中で、少しでもごみの量を減らし、リサイクルできる物を少しでも増やす必要がありま
す。そのためには、まず一人ひとりの意識改革をする必要があります。少しづつ上昇する海面の高さ。もしかしたら、今までお世話になってきた、地球がこの
先住むことができなくなるかもしれません。一人ひとりがこの危機について、考える必要があると思います。

・待機児童を少なくするため新たな園や保育所などを作ると良いと思う。・教育費の無償化をすればいろいろな高校、大学にも行けるし、進路が広がるのでぜ
ひ行ってほしい。・さいたま市の良さを市民もよく知らないと思う。さいたまスーパーアリーナがあることや、コクーン、東京都心に近い…などの他にさいた
ま市が誇れるものをもっと知りたい。それが分かればさいたま市がもっと好きになると思うしＰＲにもつながる。・テーマパークのようなものを作ってほし
い。それにより郊外からの人もやって来ると思うから。・児童生徒１人１台タブレット端末を配布してほしい。また、電子黒板にしてほしいと先生が言ってい
たのでそれを叶えてくださるととてもうれしい。

・誇らしい点…さいたま市の盆栽（北区）
・市民が頑張った方が良いと思うこと…２週間だけでも外出を控えてもらい、新型コロナウイルスを封じ込めさせれば、飲食店などに活気ができると思いま
す。それからの10年、20年で、市民１人当たりの二酸化炭素排出量（生活などで出たもの）を少しでも減らせるようにがんばることが良いと思います。
・さいたま市民の日…テレビ埼玉で、20年前のさいたま市を小・中学生に知ってもらう番組を放送すると、さいたま市に住む子どもたちがさいたま市につい
て、深く知ってくれると思います。



さいたま市には、古い屋外の長水路プールが１つしかないことをご存知ですか？埼玉県は全国的にも競泳が強く、さいたま市はスイミングクラブも多く、力を
入れて練習に励む子が多くいます。しかし、中学の関東大会や、東京オリンピックの開催時の選手の練習プールとして使用されるのはいつも川口市のプールと
なっています。競泳人口の多い市なのにこの状況がとても悔しく、残念に思います。だからさいたま市のためにも、国際大会としても使える新しい長水路の
プールを作ってほしいです。そして、全国的にも国際的にも更に注目を集める、活気あふれる、誇れる市となってほしいと思います。

私は、自然豊かで、音楽あふれるだれもが笑顔で幸せになれるさいたま市が良いと思います。自然を増やし、無駄にしない！！誰もが仕事できて、貧しい家庭
を作らない！！あとは犯罪を減らすことです！！もし、さいたま市の日があったら、みんなと交流したい！！あとは、さいたま市吹奏楽団などを作って、みん
なと演奏したいです！！縁があってこのさいたま市に生まれたのだから、もっとより良い場にしていきたいです。あとは、子どもでも楽しめるようなイベント
を作って、吹奏楽団など音楽を通して交流するのも良いと思います。

私は、「さいたま市民の日」を作るべきだと思います。私は今、学校で日本の歴史を勉強しています。その時、私はさいたま市について何も知らないと思いま
した。いつ作られたのかも知りません。このままでは私と同じようにさいたま市について知らない人が増えてしまうと思います。そこで、さいたま市の歴史が
楽しく分かるイベントを用意すると良いと思います。イベントが増えれば市が明かるくなり、そして少しずつ市民が増えてくるはずです。また、私は埼玉県が
誕生した11月14日は祝日であるためすぐに覚えることができました。なので、さいたま市ができた日も祝日にするのはどうでしょうか？さいたま市の誕生日
を知れば、そこからさいたま市に興味を持ってくれる人が増えると思います。よって私は、さいたま市の歴史について楽しみながら学べる場を作り、「さいた
ま市民の日」を祝日にするべきだと考えます。

私はさいたま市を明るく、自分はさいたま市に住んでいると一人ひとりが自慢できるようになれば、さいたま市はより良くなると思います。そのためには私は
あいさつをあげます。私はさいたま市で知らない人にあいさつしている人をほとんど見かけません。それはみんなが「知らない人にあいさつするのはおかし
い」と思っているからだと思います。その考えを「誰にでもあいさつする」という考えに変えるためには、自分からあいさつする行動をしなければなりませ
ん。そこで人がよく使う駅内やバス内、学校や会社に子どもが描いた絵や五七五などを募集して、ポスターやカレンダーを作り、配布するということを提案し
ます。子どもが描く絵はよく目にとまりますし、いろんな所でポスターを見ることで、「誰にでもあいさつをする」という考えに変わっていくはずです。それ
を見て１人があいさつをしていけば、された１人ができるようになります。また、あいさつをしているところを見た人もあいさつをできるようになります。以
上の提案からさいたま市はより良くなると思います。

私は、さいたま市に住んでいてとても居住生活環境が整っているなど誇らしく思います。なのでこれから先も居住生活の整備を受け継いでほしいなと提案しま
す。逆に将来もっと良くするためには、自然環境が多い分環境汚染を防ぐため、ごみの分別などを徹底的に行ったらどうかと思います。最後に「さいたま市民
の日」には、さいたま市の料理を集めてフェスなどを行ったり、市民が一団となって行えるイベントを開催するともっと良くなると思います。

デジタルに染まりすぎないさいたま市。私はこの休業中デジタルコンテンツで授業を受けました。最近、タブレット端末で受ける授業が増えてきています。こ
のようなご時世では、とても便利ですが、私はやっぱり先生や生徒同士での言葉のキャッチボール、自分でノートにまとめることが必要不可欠だと思います。
だから、もし日本でタブレット端末で受ける授業が増えても、今の授業スタイルを変えてほしくないと考えます。

さいたま市の未来に受け継ぎたいところは、さいたま市民の中でさいたま市のことが好きな人が多いところです。また、農業が盛んなところです。将来にわ
たってさいたま市をより良いまちにするためには、みんながさいたま市の良さを知り、それを次の世代、また次の世代へ伝えていくという取組をするというの
はどうですか。もし、さいたま市民の日があったら、私は友達とよく行く公園などを周ったりして、いつもはあまり気にかけない散歩している人など見かけた
ら、色々な人たちの目があっていつも安全に安心して暮らせている。ということや、いつもボランティアさんがこの場所に立ってくれているから安全に登下校
できているんだ、ということを再確認する日にしたいです。小学校で見沼通船堀の歴史について学びましたが、そのような説明を誰でも聞けるイベントを作る
のはどうですか。そのようなイベントがあったら、ぜひ参加したいです。

見沼代用水やＥＶの普及といった自然環境にやさしく伝統を守り続けるさいたま市にとって、職人の世代交代やエネルギーの持続が他の都市より重要な課題に
なっていくと思います。外出が難しい今だからこそ、伝統産業の岩槻人形の魅力や家庭での節電節水の呼びかけ、人と距離をとりながら楽しめる広い運動公園
の案内などでエネルギーの利用や子ども向けの施設に興味を持ってもらえると良いと思います。次の20年にどのように伝統を残していくか、だれが伝統を受け
継ぐのか、そして、伝統になっていく新しい文化などを市民全員が考えられる、想像力あふれるまちにしていきたいです。さまざまな文化を生み、そしてそれ
を広めていくこともまた重要なので、他の都市と協力して何かのイベントを開催したりすると良いと思います。人を集めるのに必要なしき地や広い道路、交通
サービスの多様化も視野に入れ、さいたま市の伝統や新しい文化を発信できるイベントを、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。安心して外出できる
日々に戻るまで、このさいたま市の20年間を振り返ってこのまちがどう変わっていったかも知るのも良いかもしれません。

私が思うさいたま市の良い所は、「緑が豊かな所」です。特に荒川沿いの桜並木は春に桜が満開になったとき、すごくきれいで、心がいやされるなと思いま
す。また、私がさいたま市をより良くするためには、市民同士での関わりを増やしたりするのが良いと思います。最近は、地域行事のお祭りなども、だんだん
なくなってきてしまっていると思うので、地域ぐるみのイベントを増やし、市民同士の関わりを増やせば温かいまちづくりもできると思うし、市民同士の見守
りもできると思うので、犯罪被害の防止にもつながると思います。「さいたま市民の日」があった場合は、普段は混んでいて行けないような場所に行きたいで
す。また、映画などにも行きたいです。学生はお金があまりないと思うので、さいたま市民のみ割引の制度などを作れば学生も大人も楽しんで過ごすことがで
きるのではないかと考えます。

私は、さいたま市の未来について今よりもグローバルなまちになっていると思います。それは現在もそうですがグローバルスタディの教育に力を入れていて、
学んでいる私たちの英語スキルが格段に上がっていることと、さいたま市がどんな人にも住みやすいまちだからです。私の母は、さいたま市出身ではありませ
んが、さいたま市に住み始めて、「ここは本当に住みやすい」そう思ったそうです。私の思う理想のさいたま市は、市民の皆さんが、笑顔で、さわやかに生活
するまちです。これからも、さいたま市の発展を心より応援したいと思います。

私の住む地域では、どの時間帯でも人がいて登下校の際もとても安心することができます。また、地域の方や防犯ボランティアの方が見守ってくださっている
ので安心することができます。ですが、点字ブロックや音響式信号機の設置が少ないように感じるため、障害のある方にも過ごしやすいまちになれば良いなと
感じます。「さいたま市民の日」ができたらさいたま市で採れる野菜やさいたま市でつくられた物などを安く購入できる市場のようなものが開催されたら交流
の場にも地元愛を深める場にもなると思います。

ゲーム感覚の授業が増えれば楽しく学ぶことができると思います。

東京に次ぐ都市になり、教育などにも力を入れ、より住みやすい場所になる。自然も守りながら発展させていきたい。災害なし、都市あり、自然ありのさいた
ま市が大好きです！！！



２. 自転車を安全に乗るためには？【担当：自転車まちづくり推進課】

提案内容

自転車はヘルメットを着け、周りに気を付けながら乗ることが大事だと思う。理由は、自転車事故の死亡の原因は頭をうって死亡してしまうことが一番多いか
ら、「ながら運転」などはやめ、周りに気を付ければそのような事故やそれで巻き起こされるけがなども減ると思うから

自転車を安全に乗るために、私は今ある自転車のマナーとルールをもう一度思い出してみたらどうかと思います。なぜなら、今あるマナーやルールをきちんと
守ることができれば、事故が減り安全だと思うからです。例えば自転車は車道を走る歩道を通るときは歩行者優先で気を付ける信号は点滅しているときは渡ら
ない、「ながら運転」はやめるなどの今あるマナーやルールは当たり前のことですが自分にも他の人にも安全に自転車に乗りたいと思います。

自転車を安全に乗るためには、頭を守るためにヘルメットを着けることを義務にする。また、スマートフォンを使わせないように義務にすれば良くなると思
う。夜、下校中に黒い自転車だと周りから見えにくいので反射材を付けてもらう。歩行者と自転車の事故を防ぐために、横にならず、歩行者と自転車の道を決
めておくと、事故が少なくなると思う。

自転車を安全に乗るには、よそ見をせずヘルメットを着けて、両手でハンドルをにぎれば事故があまり起きなくなると思います

これから自転車は免許を取らないと乗れない、そうしたら、車みたいに、点数があって１回違反したら１点を減らす、全部で５点にする。５点が消されたらも
う一回免許を取らないといけない仕組みにする、小学生に関しては、学校で免許を取る授業を行い、そしてテストをし、合格すれば自転車を乗れる、でもすぐ
免許の点数を消された場合は、今年度の学年がしているところと一緒にテストをする、不合格だったら来年を待つしかない。これ、やりすぎかもしれません
が、でもこれを実行すれば最低でも300％の自転車に関する事故が減ると思います。

・道を広げたら良いと思う。・信号を増やしたら良いと思う。・白線を引けばいいと思う・歩行者優先を守ることをもう少し強調すれば良いと思う。

僕は自転車の乗り方について提案します。さいたま市では、学校などが参加できる講演会や小学校のころのように、もう一度全員が自転車の乗り方について考
える自転車の検定のようなものがあったら良いと思います。

学校などでスマートフォンを見ながらの運転、「ながら運転」によって事故が起きた動画を生徒に見せ、改めて「ながら運転」はだめなことということを確認
する。また、どのようなことが原因でどのくらいの人が事故にあったのか、どのくらいの人が大けが・命を落としているのか数字を表し、確認することを学校
で行ったら良いと思います。

私は自転車を安全に乗るためには、基本的なスピードを落とす、タイヤにちゃんと空気を入れる、左側通行をすることが大切だと思う。基本ができ、ルールを
守ることができれば安全に乗れると思う。

自転車を安全に乗るためには、まず最初にヘルメットを被ることです。次にすることは、ライトなどがちゃんとつくかを点検することです。また、他にも壊れ
ている所や外れそうな所がないか調べます。乗る時には、ブレーキが正しくかかるかを試します。こいでいる時は、左側通行です。横断歩道を渡るときは左と
右をよく見てから、渡ります。最後に、人が前にいるときは、一度止まるか、遅くこぎます。私は、これらのことをきちんと守れれば、みんなが安全に自転車
に乗れると思います。
私は自転車を安全に乗るために、自転車と歩行者を分ければ良いと思います。そうすれば、どっちを歩けば良いか分かり、守る人が増えると思います。ブレー
キ、電気の確認を毎回行い点検をよく行えば（月に1回くらい）安全に乗れると思います。しかし、自転車に乗る時、イヤホンなどで音楽を聞く人がいます。
そういう人は罪を重くすれば「ながら運転」をする人はいなくなると思います。

私は自転車を安全に乗るためには、ヘルメットを被ることが大切だと思います。なぜなら、ヘルメットは頭を守ってくれるので、もし、転んでしまっても大け
がをする確率が下がります。次に私は道路のボコボコとした段差をなくした方が良いと考えました。小さい子にとって段差はとても危険で気が付かずに転んで
しまうことがあります。なので道路の段差をなくしたら良いと思います。

自転車を安全に乗るには、もっとたくさんの人に自転車を利用してもらえれば良いと思います。もちろん、今も利用している人はいますが、もっと増やしてい
けば慣れてきて安全に乗れると思います。

自転車を安全に乗るには、はっきりと歩いている人、自転車に乗っている人とで点字を付け、区切りを付けたら安全に乗ることができると思います。

道路標識や道路標示の意味を知らない人や自転車の点検をしていない人がいるので、学校で標識や標示を教えたり、ときどき点検を行うようにするともっと良
くなると思う。

１つ目は自転車を安全に乗るためには、小学生のときに行っていた自転車免許を中学生でも行うことです。もう一度ルールなど学べて良いからです。２つ目は
自転車専用の道路を作ることです。そうすることで、車との事故が減るからです。

・学校で全員に自転車の乗り方、ルールを説明する。また、大人も気軽に参加できるように、公園や空き地などで説明すれば良いと思う。・自動車に乗るため
の「自動車免許」があるのだから、自転車に乗る為の「自転車免許」というのも作り、取得の前にしっかり学んで定期的に試験を行う。・街中にポスターを
貼ったり、警備員がいればみんな気にすると思う。

自転車を安全に乗るためには、友達と横に並んでおしゃべりをしないとかスマートフォンを見ながら乗らないことが大切だと思います。時々いるんですが片手
でこげるアピールをして片手でこいでころんでいる人を見たことがあります。もしそこに車などがきたら大きな事故につながってしまいます。だから自転車に
のるときは横に並ばず手には何も持たず、しっかりと両手でハンドルを握ってこぐことを大切にしたら良いと思います。また二人乗りしている人も結構見掛け
ます。二人分の体重を支えるのは結構大変で危ないので二人乗りをするのも絶対にしないでほしいです。またしっかり前を見てこいでほしいです。

平行して自転車に乗らない。自転車のルールを厳しくしたらどうか。また、自転車を取締る場所を毎回変えると良いと思う。

私は、安全に自転車に乗るため、自転車用の道路を増やし、カーブミラーを増やすのが良いと思います。私はさいたま市に住んでいて自転車に乗っていると
き、カーブミラーがなくて見えづらい道が結構あったからです。



自転車を安全に乗るには、シンプルだけど難しいことでもある「意識」が大事だと思います。

自転車を安全に乗るためには、自分の体に合った自転車を選ぶこと、安全の確認をすることだと思います。サドルにまたがって、ハンドルを持ち左右自由に回
してみたり、ブレーキをかけてみたりして、無理のないもの操作しやすいものを選ぶことが大切です。また、道路はみんなが利用するところです。これからし
ようとする自分の行動を他の車などに知らせることは安全のために大切だと思います。

ヘルメットの着用を呼び掛ける。小学校、中学校などに市役所の人を向かわせ説明する。など

最近は私が登校しているときも、スマートフォンを片手に運転したり、イヤホンで音楽を聴いている人をよく見掛けます。スマートフォンを片手に運転すると
いうことは、視線がスマートフォンの方にあるということ。それは、すごく危険な行為です。それをやめるためには、みんながみんなに注意をすれば良いと思
う。

自転車を安全に乗るには、まず、ヘルメットを着けたら良いと思います。ヘルメットは転んだときに頭を守るので、絶対に必要だと思います。もう一つは、暗
くなったらライトをつけることです。夜は暗くなるので歩行者が見えない場合があるのでライトをつけることでぶつかることが少なくなると思います。

僕は「ながら運転」が多発する原因は、「ながら運転」の恐怖を知らないからだと思います。そして「ながら運転」を少しでも減らす方法は「ながら運転」の
恐怖を教えることだと考えてます。そのためにはダミー実験などの少しショッキングな物を見せたりして、危なさを教えることが良いと思います。

歩行者用の道路の隣に、ガードレールを付けてその横に自転車用の道路を作れば良くなると思います。なぜなら、自転車が間違えてこちら（歩行者用の道路）
に来たとしても、ガードレールが防いでくれるからです。

・交番の人が１週間に２度ぐらい通学路に立つ。→１か月に２度警察官に注意されたら、両親と学校などに電話。・防災無線などでたまに流す。・ポスターを
貼ったり、チラシを配る。（全世帯に）

逆走をやめて、ヘルメットをしっかり着用する。早めにライトをつける。道路を整備する。

「ながら運転」はルールではなく、法律で決めると良いと思います。まだそれでも事故が起こってしまうことがあれば、自転車しか通っていけない道、自動車
しか通っていけない範囲をしっかり区切りをつけると良いと思います。（現在の白い線ではなく、柵も作るなど）

ブレーキやサドルを確認をしてから自転車に乗る。角など曲がる時は少し、壁から離れてスピードを落として乗る。

自転車に安全に乗るためには、今から小学生や中学生なども対象にしながら運転の恐ろしさを伝えることだと思います。「ながら運転」をしているほとんどの
人は「自分は大丈夫」と思っていると思うので、いかに危険かを伝えるためにも、今から伝えた方が良いと思います。

自転車を安全に乗るためには、スピードを出さないことも大事だが、とろとろ走るのもいけないと思う。

出発する時に確認をして、きちんとルールを守ってなるべく歩いている人の方でこぐのではなく、自転車が走る場所で走ることをすれば良いと思う。ばらばら
になっているため、自転車と車のところを境目を入れたらもっと良くなると思う。

まず、私はなぜ自転車なのにみんな（私も含め）歩道側を使うのだろうかと考えました。私なりに考えた結果、その理由は車道側はとても車と近く、自転車用
の道もとても細いからだと思いました。私もつい、分かっているけどやってしまうことが多いので私はどうだったら自転車が車道側を使うか考えました。その
答えは簡単で、自転車用の道を広くするということです。そうすれば車と近くてこわいというのはないし、歩行者の邪魔になることもありません。だから、自
転車用の道を広くすればもっと良くなるのではないでしょうか。

僕はいつも自転車で通っています。僕が気を付けていることは、スピードを上げない。左側通行です。もしスピードを上げると、人にぶつかってしまう恐れが
あります。また左側通行だと歩く人が困ると思います。このことを意識していきたいです。もっと良くするためには左と右を確認して渡ったら良いと思いま
す。そうすれば車にぶつかったり自転車にもぶつからないと思います。そのことも付け加えて自転車に乗りたいと思います。

自転車を安全に乗るために私は自転車のスピードを出し過ぎないように少しづつブレーキをかけながらこいだ方が良いと思いました。そして人にぶつからない
ように、注意しながらスピードを出し過ぎず、安全にこいだ方が良いと思いました。あと、歩道になるべく入らないようにこいだ方が良いと思いました。それ
でしっかり自転車専用道路に入ることが大切だと思いました。ベルが鳴るかやブレーキが効くかなどしっかり自分で点検してから乗る必要があると思いまし
た。そして最後にイヤホンを聞きながらこいだりやスマートフォンを見ながらこぐのはやめた方が良いと思いました。

先生や地域の人などがしっかり登下校の時に見守りをして、スピードを制限しない生徒などには重い罰を与えるべきだと思う。

例えば、自転車にマナーとルールが書いてある表紙を先頭のカゴが付いているところに貼ったらもっと良くなる思います。坂などを降りるときは、ベルを鳴ら
しながら、降りたりすると良くなると思います。最後は自転車に乗っている時はイヤホンを付けさせないため、自転車にイヤホンケースを付けて鍵をかけたら
もっと良くなると思います。

自転車を安全に乗るためにはもっと、自転車に乗る人が、車両の交通ルールを勉強した方が良いと思う。小学生の頃に交通ルールを学び自転車のルールを学ん
だが軽車両としての意識が低く止まれなどの一時停止も、車のように守れていないと思うので、自転車でも、もっと高い意識が持てるように、講習会を行った
り、自転車に乗っている人でも気付くような標識を立てたら良いと思う。

自転車を安全に乗るためには、学校で授業をしたら良いと思います。



自転車を安全に乗るためには横断歩道。特に信号の無い横断歩道は車やバイクが飛び出してこないかをしっかりと確認してから渡るのが良いと思います。なぜ
なら、横断歩道で横から来る車がいないから渡ろうとしたら、少し左の曲がり角から車が出て来てひかれそうになったからです。左右の道をしっかりと確認し
ても違う道から速いスピードで走ってきたり、後ろから走ってきたりするので、ぼくは横断歩道を渡るときに左右だけではなく前後もしっかり確かめて渡るの
が良いと思います。

自転車の事故が多いなら、大きな交差点に警察を置いて注意をして事故を減らしていけば良いと思う。

自転車を安全に乗るためには、まず手を放しての運転や片手運転をやめ、曲がり角全部で左右を確認する。次に「ながら運転」をやめることです。これが事故
を少なくする。→安全につながると思いました！

中学生から大人はヘルメットを被らないで自転車を運転してる人が多いと思います。私は、その理由を（ヘルメットは）格好悪いと思っているからだと考えま
す。確かに自分もヘルメットは格好良い物というイメージはあまりないです。でも、その分ヘルメットを被るだけで、頭を打つことも防ぐことができてとても
安全になります。こういったヘルメットを被ることでどんな事故が防ぐことができるのかどのくらい安全になるのかをまとめた「ポスター」を配ったり、同じ
ように安全性を表した「ムービー」を役所に流したりすると良いと思います。
電柱などの目に付きやすい所にポスターを貼ったらどうだろうか。

自転車を安全に乗るには、スピードを出し過ぎないことが大切だと思います。私の家の近くは、坂が多いので、いつもスピードを落とすことを注意しながらこ
いでいます。なので、このことを注意することが大切だと思います。

さいたま市の条例で「ながら運転」について厳しく取締ると良いと思う。

中学校で自転車を安全に乗るためにどのようにすれば良いか考えれば良いと思います。もしくは、イベントで、自転車を安全に乗るためのクイズ大会みたいな
ことをすれば、楽しく学べると思います。

「ながら運転」をしていたり、一時停止をしていない人がいたら、やはり注意したら良いと思います。

曲がり角の所にスピードを落として！とかストップ！とかの紙を貼る。貼る紙は、パソコンで作ったのも良いけど、子どもたちが自分で描いた絵を貼るとかで
良いと思う。

私は自転車と自転車がすれ違うとき、よくぶつかりそうになってしまいます。調べてみるとちゃんと車道側を通るなどと決まっており、それからは気を付ける
ようにしています。ですが、それでも多くの自転車とぶつかりそうになったりします。なので私は電柱などに貼ってある「車に注意」のように「○○側を走ろ
う」などの貼り紙をすると良いと思います。このようにすることで自転車の事故を減らすことができると思います。

自転車を安全に乗るためには、まず自転車を使うルールを決めたら良いと思います。例えば「人が多いときはおりて歩く」などのルールを作り、それをしっか
りと守れば事故やけがもなくなると思います。

狭い道、車の周辺では、気を付ける。（イヤホンなどを付けない・スマートフォンもいじらない）自転車の使えるところを制限する。

道全体を広くして歩道のように自転車専用の車道を作ってほしいです。そうすれば、歩道で人にぶつかることも気にすることもなくなるので安全、安心に自転
車に乗ることができます。

私は、「ながら運転」による１０代の自転車事故の増加は、１０代がよく見る、ツイッターやTikTokなどで呼びかけることで事故数が減ると思います。私が小
学生のとき、よく先生に「廊下は走らない！」と言われ、注意されたことが何度もあります。もうやらないでね、と言われてもついついやっていました。私だ
けでなく、他の子も、先生にいくら注意されても直ることはなく、卒業してしまいました。「ながら運転」をいくら先生や親から注意されても、ついついやっ
てしまうと思います。ですが、「ながらスマホ」をしているときに「交通ルールを守ろう！」などをツイッターなどで見たら、今の状態は危ないと気付くこと
ができると思います。

自転車という乗り物は便利でもあり、時には凶器になることだってあります。そんな自転車をいつも乗っている私たち。凶器で傷つけられるという事故も中学
生で起きてしまっています。そんな事故を防ぐためにも、色々なマナー・ルールを作っていかなければならないと思います。事故の原因の一つが「ながら運
転」。最近では、スマートフォンを見ながらの事故が多いと思います。「ながら運転」はちょっとした気の緩みが原因となっています。そういう事故を防ぐた
めにも、心の余裕をつくり、自転車を運転していきたいです。

自転車を安全に乗るために必要だと思うことは、ちゃんと左側に行き、スピードを出し過ぎないで、左右を良く見て確認することだと思います。左側の道路を
走っていたら、男の人がどこも見ないで、信号がない所で渡っていて、ぶつかりそうになってしまったので、自転車に乗っている時は、周りを見て集中して乗
りたいと思いました。

歩道のように、自転車専用の道を作ったらもっと良くなると思います。なぜなら、自転車が通る場所はあるが、たまにそこに車が止まっていることがあり、そ
れが原因になり事故につながってしまうかもしれないからです。このようなことをすることで、１年の事故数が減ると思います。スマートフォンのアプリに、
自転車に乗っている時は使えないアプリを作ったらより良くなると思います。

僕は、自転車を安全に乗るためには、自転車を乗るときにはバッグなどは全て前のかごに入れれば良いと思う。なぜなら、バッグのひもが車輪に引っかかった
り乗っていると途中にバッグを開いたりしてしまうからだ。車輪に引っかかったら当然危ないが、乗っている途中にバッグを開くと、前を見なくなるので、人
や物に衝突してしまう恐れがある。だから、自転車を安全に乗るためには、バッグなどは全てかごに入れれば良いと思う。

交通ルール違反や「ながら運転」は自転車に事故が起こらないと過信してしまうため、このため自転車に乗っている人々が興味を引きつける看板を設置して分
かりやすくすること。また、具体的なリスクを表すことが良いと思います。

自転車を安全に乗るためには、まず自転車が壊れていないかを見ることが重要だと思う。例えばパンクしていないかなど。



歩道を歩行者専用と自転車専用に分け、車道の自転車専用道路をなくした方が安全になると思う。

イヤホンをしながら、自転車を乗っている人や携帯電話を見ながら乗っている人がいるため、やめるように今よりも警察が呼び掛ける。

自転車を安全に乗るためには、ヘルメットを着けたり、ベルの音が鳴るかチェックしたり、タイヤがパンクしていないかなどをチェックすれば、自転車を安全
に乗ることができると思う。

私はたまに自分の家の最寄駅まで、自転車に乗っています。私は「ながら運転」はしていませんが、している人を多くみかけたことがあります。私は、もう一
度みんなが運転のルールが分かるようにパンフレットのような物を作ったら良いと思いました。

自転車専用の道を作って自転車だけが通れるようにする。そうすれば自動車との接触事故も減るかと思います。交差点などには必ずミラーを付けて、車が来て
いないかの確認をするようにしたら良いと思います。

自転車を安全に乗るためにはについて、まずよく見かけるイヤホンを付けながらの運転をやめるべきだと思う。また二人乗りや、片手運転、「ながら運転」な
どもやめると良いと思う。そして、定期的に自転車のタイヤの空気が足りているか、ブレーキが壊れていないかなど、点検をするようにした方が良いと思う。

自転車を安全に乗るために、私は目立つ所にポスターなどを貼ると良いと思います。例えば、多くの人が利用する道の電信柱に貼ったり自転車で通学する人が
多い学校に貼ったりするなどです。そうすれば、そのポスターを見るたびに「自転車を乗るときは気を付けないと、、、」と思う人が増え、自転車での事故が
減ると思います。

もっと皆に伝わるように、罰則などを伝える。なるべく怖く（守らなきゃ）と思えるくらい大袈裟に

自転車を安全に乗るには、道路標識のとなりなどにスローガンなどを掲げて、心掛けてもらうことをしたらどうか。

自転車を安全に乗るには、急ぎ運転を止めると良いと思います。急ぎ運転をすると、速度が出てしまい、出てきた人や車に対応できず、ぶつかってしまいま
す。雨の日などは、特にブレーキがかかりにくく、すべりやすいので注意が必要です。急ぎ運転をなくすには、時間に余裕をもって自転車に乗ると良くなると
思います。急ぎ運転を悪化させるのは路上駐車です。通るとき、倒してしまったり、転んだりするため、路上駐車も共に気を付けて自転車に乗ったら良いと思
います。
自転車を安全に乗るためにはイヤホンを付けながら運転しない、片手運転をしない、スマートフォンを見るときは止まる、などの交通ルールをしっかり守るこ
とが大切だと思います。一人ひとりが意識してやっていけば、自転車事故はなくなると思います。一人でもルールを破ればどんどん崩れていってしまうと思う
ので皆で一丸となってすることが大切だと思います。

スマートフォンを使いながら運転をしたり、イヤホンをしたまま運転をしている人を見ます。スマートフォンを使いながらの運転では前をほとんど見ません
し、イヤホンをしたままの運転は前は見えますが、周りの音が聞こえなくなってしまうので危険です。スマートフォンを使って地図を見ているなら止まって見
たり、家で確認してから出掛けることが大切です。また、イヤホンで音楽を聞いても楽しいだけで必要ありません。このようなことをしてしまうのは注意が足
らないからだと思うので、一人ひとりが注意して自転車を使うべきだと思いました。

・標識などをもっと分かりやすくする。高齢者や、小さい子どもでも分かるようにするため。・歩道をもっと広くする。歩道と車道の間のところは車と近く危
ないと思うから。

自転車に安全に乗るには自転車専用の道を増やして、道路の幅を広げたら良いと思います。今でも、自転車用の道をよく見掛けますが、道の途中でいきなり道
がなくなったりすると道路に出てしまい車も急に出てきたらびっくりして危ないので長い自転車用の道を作れば小さい子や高齢者でも安心して安全に自転車に
乗ることができると思います。

自転車の走るスペースが狭く、車や人に当たりそうになるので、もっとスペースを広くしたら良いと思う。

自転車は、子どもから大人までたくさんの人が使っています。私も使っているし、登下校のときに自転車に乗っている人をたくさん見ます。でも、信号を無視
している人や、2人以上で並んで走ってる人たちを見ると危ないし、迷惑だと思います。自転車はとても便利なものですが、良くない使い方はしない方が良い
と思います。自転車に乗る人は、何かをしながら走ったり、スピードを出し過ぎないようにすると良いと思います。自分のことも他の人たちのことも考えて乗
るべきです。
自転車事故の原因の１つとなる「ながら運転」を減らすためには、本人の意識を変える必要があると思う。そのためには、年間に起きる「ながら運転」を原因
とした自転車事故の件数、被害状況など示した資料を見せることで身近に感じてもらうことが大切だと考える。

・きちんと信号を守る。・親と一緒に乗る。

自転車を安全に乗るためには、事故を起こさないようにいつでも止まれるスピードで走行したら良いと思います。また、ヘルメットの着用を義務付けたら良い
と思います。そして今は、スマートフォンが普及しているので、スマートフォンを見ながら走行しないようにすれば良いと思います。

たまに自転車が後ろから来て、ぶつかるときもあります！自転車二人乗りしている人もいます！交通安全の人があちこちにいれば良いと思います。

私は、自転車を安全に乗るためにはどうしたら良いかということを考えました。まず、私は自転車の免許を作ったら良いと思います。１年生になったら、小学
校で自転車訓練を開いて、合格した人には自転車に乗る時の注意などを幾つか教えた後で、自転車の免許を渡すということをやったら良いと思いました。私
は、その他にも自動車のように決まりを破ったり、無免許で自転車に乗ったら、警察署で話を聞くということをしたら良いと思いました。



自分が自転車を安全に乗るためにさいたま市がやったほうが良いと思う取組は、自転車専用の道路を作ることです。自転車専用の道路を作ることによって車と
の衝突を防ぐことができます。しかし、専用道路を作ってしまうと逆に「ながら運転」をする人が増えて自転車同士の事故が多くなってしまう可能性がありま
す。なので１年～２年に１回、できればさいたま市にある会社や中学・高校に警察が行って講演会を開いて、みんなに伝えることで「ながら運転」をする人が
減って事故が少なくなると良いなぁと思いました。

自転車の安全を守るためには、自転車専用の道路を作り、歩行者と、自転車使用者を分離した方が良いと考えます。

自転車を安全に乗るためには自転車の専用道路を使った方が良いと思います。なぜなら、自転車専用道路を使ったら、車が通る方の道路に入らないし、歩道に
も入らなくてすむようになります。また、信号に音を付けた方が自転車の人も気付きやすいのかなと思います。あとは自転車の制度を厳しくした方が良いと思
います。そうしたら、自転車を正しく乗れると思います。

最近は若者から高齢者まで様々な人が使っています。若者で携帯電話などの「ながら運転」をよくしてる人を見ます。また、イヤホンを聴きながらの人もよく
見ます。このようなことがあると歩行者などにぶつかり事故が発生してしまう恐れがあります。これをなくすためにはまちなどにポスターを貼ったり、声掛け
などしていくことが必要だと思います。

自転車を安全に乗るために自転車しか通れない道路をたくさん作るのはどうか。まだ、たくさんの横断歩道が自転車の通路を作っていないので作ったり、商店
街で自転車が、走っていると危ないので、そういう所にも作る。曲がり角で衝突する事故もあるので、ミラーを付けたり、一度止まるようにすることが良いと
思う。歩行者と自転車の通路を分けることにより事故は少なくなると考えました。

歩道と車道を標識を使って、もっと強調させる。他には、見回りを定期的にする。特に夜等。

自転車用の道を作れば良いと思いました。

自転車を安全に乗るためには、「ながら運転」をなくせば良いと思います。理由は、自転車に乗りながらスマートフォンを見る人や音楽を聞いている人が多い
からです。

「ながら運転」をしたら罰則を設ける。運転中、イヤホンをしないなど。

自転車を安全に乗るためにはミラーが多く必要だと思います。理由は、ミラーがあることで周りの状況が分かるからです。

自転車を安全に乗るためには歩道を少し広くして、通りづらい道を直してもらうとありがたいです。

自転車を安全に乗るためには、二人乗りや、「ながら運転」、二列で走る、などの危険な行為をなくすことが大事だと思います。

自転車を安全に乗るためには、万が一のことを考えて乗ることが大切だと思います。例えば、イヤホンをしながら乗っていると、車の音や他の音が聞こえず危
ない。曲がり角では、人、自転車、自動車が出てくることを考え、止まり、左右見てから走り出す。スマートフォンを使いながら運転をしていると、前から来
る人や障害物などに気付かず、ぶつかってしまい、思わぬけがをする可能性がある。それぞれ運転をする一人ひとりがいろいろなことを気に掛ければ、誰もが
安全に乗ることができると思います。
・曲がり角では必ず止まる。・ヘルメットを着ける。・ライトをつける。

・自転車、歩行者、自動車の走行場所をしっかりと区分けする。・自転車の走行スピードを決める。・左右を確認してから進む。

「自転車を降りて横断歩道を渡らないといけない」というような内容の文を横断歩道に書く。

前を見て運転し、横断歩道や、信号がある所も右・左確認する。

さいたま市の交通事故が多い理由が「ながら運転」をする人が多いからと考えられる。そこで、自転車による交通事故を防ぐためにはよく人が通りそうな場所
に警備の人が立って、マナ－違反している人がいたら注意をする方法しかない。いくらポスターを貼ってもマナーを守らない人は絶対いる。そこで直接注意さ
れた方が反省してマナーを守る人が増えてくると思う。警備の人は大変になってしまうが、ちゃんと人に注意をすることで交通事故を防ぐことができると思
う。でも、危険度に応じて注意の仕方を変えた方がより良くなる。

・スマートフォンをいじらない。・片手運転をしない。・並走をしない。・車道にはみ出ない。など

最近、携帯電話をいじったり、音楽を聴きながら自転車を乗る人が多く、そのような行動から事故が起きていると思います。僕も実際に自転車との接触事故を
起こしたことがあります。このようなことから「ながら運転」を行ったものは罰するなどの条例を設けるのが良いと思います。

自転車専用道路を多く作る。自転車ごとにナンバープレートを付けるよう義務付け、「ながら運転」を見かけたら市民から通報→罰金３万円→３回以上で６か
月許可なく自転車に乗るのを禁止にする。



歩行者と自転車との接触事故を防ぐために自転車が車道を走行することは、自動車との接触事故を招きかねないので、かえって危険であり、自転車の歩道の走
行を制限してしまうと自転車を使おうとする人も減ってしまい、環境にも良くないと思います。なので、自転車は歩道を走行するか、自転車専用レーンを作る
べきだと思います。

車道側の自転車の道に少し段差をつければ良いと思う。段差があることによってそれより先に行ってはいけないと思うと思うから。

ヘルメットを着けていない人をよく見掛けるので、ヘルメットを着けることを義務化すれば良いと思う。ヘルメットを持っていない人のためにゲートを設け
て、貸しだしヘルメットを無料提供すれば良いと思う。あとは、一度も事故やペナルティがなかったひとは、自転車を１０%引きなどのサービスをすれば良い
と思う。

ヘルメットを着けてない人には着けることを促すような呼び掛けをする。

まず、大前提として、信号では必ず止まることです（赤信号）。そして、信号がない交差点でも右、左確認することの意識は大事ですが、無意識の内にできる
ことが真の安全だと思います。

音楽を聴きながら運転したり、スマートフォンをいじりながら運転しない。また、片手運転や立ちこぎなどはあまりせず、両手で運転するようにする。

自転車に乗る時の対策は、イヤホン着用防止や「ながらスマートフォン」をしないこと、車道を通るようにする。

私は自転車にも免許になるものが必要だと思う。その免許はみんな生まれながら持っているものとして、スマートフォンの使用しながらの運転で２点、イヤホ
ンの使用しながらの運転で１点のように警察が取締り、５点溜まったら一定期間の免停、20点で永久運転禁止のようなシステムを作れば良いと思う。また、マ
イナンバーと紐付ければ把握しやすくなると思う。

自転車を安全に乗るために、多くの道路で自転車専用の通路を作る（車道の端にある青い道）・自転車の量が多いときに警察などが取締る。

自転車を安全に乗るためには、歩道や車道のように自転車にも自転車専用の通路を作れば良くなるのではないかと思います。もう既に、作られている道路もあ
るが、距離も短く、本当に道路の一部にしか作られていないので、これを増やしていけば少しずつ良くなっていくのではないかと思いました。そしてしっかり
と左側、右側通行ができるように隣にある歩道の幅に合わせて作るのはどうかなと思いました。

自分は、自転車は左側通行などというきまりを所々の電柱に貼ってみるのはどうか。また通行人専用道路や自転車専用道路を作ってみたらちゃんと分断される
と思う。

免許証のような物を導入し、ルールを破ったら罰金をする。

自転車を安全に乗るためには、きちんと左側通行を徹底して信号を守る。イヤホンや「ながらスマホ」は、本当に危ないのでやめる。あと自転車専用道路を増
やすと良いと思う。高齢者の運転がフラフラして危ないのでやめたほうが良いと思う。夜のライトをつけていない人が本当に危ない。自転車専用道と車道の境
にオレンジのやわらかいポールや仕切りがあると安全になり接触事故も減ると思う。車がいきなり幅寄せして来て危なかったという体験があるため是非お願い
したい。
体に光るグッズをたくさん着ける。

自転車を安全に乗るには、自転車用の道を作るのが良いと思う。

私は自転車を安全に乗るためには、スマートフォンをいじりながら運転をしないで、かばんなどにしまっておき、どうしてもいじりたい場合は、一旦自転車を
停めて、近くに座れる場所でいじれば安全性が高くなります。夜にはライトをつけずに運転している人も少なくありません。明るい内はまだ心配ないけれど、
夜になると真っ暗なのでもし夜に自転車利用する人は絶対にライトをつけようという気持ちを持っている方がけがをするリスクもかなり減ります。

まず、大事なのは、「道路交通法」等により定められた自転車の乗り方を遵守すること。しかし、これだけでは不十分な場合もある。それを補うためにはやは
り、個々の意識が大切である。常に気を付けていれば急に車が飛び出して来ても、ある程度反応し避けたり受け身を取ることができるため、けがも軽いもので
済むだろう。

自転車を安全に乗るためには、自転車を使用する前にしっかり確認した方が良いと思う。

私は自転車を安全に乗るために、まず交通のマナーを知るべきだと思います。最近、自転車に乗っているのに歩道を走ったり、左側通行を守れなかったりする
人がいます。左側通行を守れない人は、自転車と正面衝突したり、歩行者と正面衝突してしまったりします。一つのルールを守るだけで事故の原因をなくすこ
とができるので、自転車に安全に乗るためにはルールを学ぶことが大切だと思いました。

自転車に乗っている時、自分の周りに車や人が多いと感じるので、自転車専用道を増やした方が良いと考えます。他の理由として自転車、通行人、自動車の道
を全て分離してしまえば、接触を避けることができ、事故を減らせると考えたからです。もう一つ提案があります。「ながらスマホ」などを減らすために自転
車の交通路が多いところに警察を派遣すると良いと思います。

・小学校３年生の授業で自転車の授業をする。・ヘルメットを着けるようにポスターや写真をまちに貼る。・オリジナルのヘルメットを作る。・事故で体はど
うなるかというのを教える。

・左右前後をしっかりと確認する。・最近は、音が小さい車が増えてきているので、曲がり角などで音を頼りにせず、しっかり止まって車を確認してか走り出
す。



私は自転車に乗る機会が少ないので分からない部分が多いのですが、学校で実際に同年代の子が起こした事故の例や事故の映像を見る授業を増やしたら良いと
思います。

自転車を安全に乗るためには、普通に交通安全などを守り、スピードをあまり出さず、人が多い所では、降りて歩いたり、夜にしっかりライトなどをつけ、
「ながらケータイ」や傘を差さないようにしたら、安全になると思います。

自転車を安全に乗るには、まずルールについて理解することが大切だと思う。自転車は免許がいらなくて誰でも乗れる身近な乗り物だからこそ、ルールについ
て正しく知らなかったり曖昧な部分があると思う。ここで私は、ルールをより理解してもらい、守ってもらうために自転車検定を作ることを提案する。検定を
作ればそれに向けて勉強する際にルールについて理解を深めることができ、合格者には自転車用ステッカーを贈呈し、自覚を持たせることで自主的にルールを
守ってくれるようになると思う。
自転車の事故を減らす工夫として、電柱や壁などに、交通ルール違反や、スマートフォン等を使いながらの「ながら運転」をしないように呼び掛けるポスター
を貼れば良いと思います。「自転車の事故を減らそうコンクール」のようなものを設けて、応募したたくさんの作品の中から、審査員が優秀作品を選んで、そ
れらのポスターをさいたま市内にある電柱や壁などに貼れば、自転車事故を防ぐための呼び掛けができるのではないかと思いました。このような取組をして、
ポスターを見た市民が、自転車に乗る時のルールを守ろうと心掛け、少しでも事故を減らせたら良いと思います。

・自転車を安全に乗るためには、ヘルメットを着けた方が良いと思います。・あと角は見通しを良くするため、木や物を置かない方が良いと思います。障害物
があると、見通しが悪いので事故が起きやすいからです。

スマートフォンを使用しながらの「ながら運転」が原因の自転車事故が多いので、各場所に「ながら運転」防止ポスターを掲示したり、「ながら運転」の怖さ
についてまとめたビデオを各中学校や高校で見せる時間を設けたりすれば、今よりは自転車事故が減少すると思います。そして、序盤に提案したポスターに関
してですが、中学生・高校生が作成すれば「ながら運転」をしないようにしようとする意識が芽生えると思うので、ポスター作りは中学生・高校生がした方が
良いと思います。実行してほしいことをまとめると、①中学生・高校生に「ながら運転」防止ポスターを作成させ各場所に掲示する。②中学生・高校生に「な
がら運転」防止ビデオを学校で見せる。以上の２つです。

安全に乗るためには、小さい子どもには、しっかりヘルメットを被らせたり、ルールを確認させたりするなどした方が良いなと思いました。夜の時や暗いとき
などには、ライトをつけたり二人乗りはだめということを伝えたら、良いと思います。

自転車を安全に乗るために例えば、小学生のヘルメット着用を義務付けたら良いと思う。また、歩行者道の所は手で自転車を押して、乗らないようにすること
を小学生のうちにしっかり覚えておくように自転車教室を徹底しておく。

自転車を安全に乗るためには、ブレーキの安全性を確認して乗り、自転車に乗る際には、ヘルメットを着用する。そうすれば自転車で転倒をしても頭が守られ
ているので安全だし、急に人が飛び出してきてもブレーキが安全だったら、すぐに止められるので事故などが起きにくくなると思います。

自転車事故を防ぐためには、ルールを守る。例えば、自転車は左側を通行する。そして、二人乗りをしない。暗くなりはじめたらライトをつける。信号を守る
こと。小さい子どもは、ヘルメットを着用する。このルールを守らないと自転車事故は起きやすくなる。

常に周りに気を配り曲がり角などに人がいないか確認する。・自転車のルールを確認して走る・自転車の停める場所を歩行者の邪魔にならないところに停め
る。・車道を通るときは白線の内側からでないようにする。

講習を増やす。

自転車を安全に乗るには、ヘルメットを着けたら良いと思います。ころんで頭を打つと、ヘルメットがあった方が大きいけがは防げると思うからです。もう一
つは、左側通行を守ることです。そうしないと人とぶつかるからです。あとは人が邪魔なときは、鈴を鳴らし気を付けさせると良いと思う。

自転車を安全に乗るためにはスマートフォンをいじりながら乗ったり、何かをしながら乗らなければ良いと思う。

自転車の安全には車体の点検を欠かさないことだと思います。例えばブレーキが効かなくなっていて急に止まることができないこと等があるからです。

自転車の通路に歩いている人がいたら犯罪とみなすようにする。前、ひきそうになった時、自転車通路を歩いてた人に怒られた。これはおかしいと思います。

私は自転車を安全に乗るために、ヘルメットの装着をできる限り推進するべきだと思う。ヘルメットがあれば事故してもけががなくなる。または軽くなるから
です。

見回りをしている警官が交通ルール違反や「歩きスマホ」などしている人を見つけたら注意する。・色々な場所に注意のポスターを貼る。

自転車を安全に乗るためには、ルールを厳しくすれば良いと思います。また、一般道路の見通しを良くしたり、自転車専用のレーンをもっと広くするのが良い
と思います。一方通行の道では角を丸くして、左右の確認をしやすいようにする工夫が必要。

自転車を乗りながらのスマートフォンはやめなさいといっても必ずやる人はいるため、青信号の時に音、なるべく大きめの音を出した方が良いと思う。音を大
きくするのはイヤホンをしている人もいるから。それに、音を出せばスマートフォンを見ていても青か赤か分かる。

１.両手でハンドルを握る。２.歩行者道を使わない。３.橋や坂道のとき自転車を手で押して進む。



交通ルールを守り、スピードを出し過ぎないようにする。歩行者を優先し、自転車優先通路があれば、そこを通行する。車道を通行する時には車に気を付け
る。車道を通行するのは、トラックに巻き込まれそうでこわいので、自転車の道を全ての道に作ったら事故がなくなると思う。自転車に乗る時は、ヘッドホン
などをせず、集中して安全に乗る気持ちと思いやりが大切だと思う。

自転車に自動ブレーキ機能を付けたら良いと思う。

自転車を安全に乗るためには、周りをよく見て、信号をしっかり守ったり、停止線で一時停止をするという基本的なことを守ることが大切だと思います。ま
た、自転車を乗っている人だけでなく歩行者の人も周りをよく見て、安全に歩くことが大切だと思いました。

スマートフォンを見ながら運転する「ながら運転」に関しては、道にスマートフォンの画面に反射する光を使用した街灯を設置すると良いなと思いました。こ
の街灯を設置することで、スマートフォンを見ているとスマートフォンに光が反射して、スマートフォンの画面が見えづらくなったり、スマートフォンに反射
した光が目に入ります。ほとんどの人は光が目に入るのは嫌だと思うので、スマートフォンを使わないようになると思いました。また、街灯だけではなく、自
転車が普段走っている道路などに「「ながら運転」注意！！」と書く。普通は電柱などに注意表などが貼ってありますが、スマートフォンを見ているというこ
とは、下を見るので、電柱などに貼ってあるより、下にある方が注意を呼びかけることができると思います。先ほどの「街灯の光の反射」と「道路に注意を書
く」のをやると今までより事故の件数が減るはずです。(光の反射の街灯は他の物でも良いと思います）

自転車を安全に乗るためには電車の中のテレビで自転車の「ながら運転」により起こった事故を多めに紹介したり、「ながら運転」の危険さについてＣＭに流
せば良いと思います。そのときに事故を起こしてしまった人や被害者の体験談風にすると見ている人の恐怖心をあおれると思います。あとは横断歩道の辺りや
駐輪場の辺りにポスターを貼ったら良いと思います。ポスターも思わずぞっとするような絵にすると良いと思います。

自転車を安全に乗るためには、小さい子にはしっかりとヘルメットの着用をするのをアピールするのが良いと思います。ヘルメットは暑いし、ださいのもある
けど、やっぱり何かあったときのためにあるとないのでは大きな傷につながる確率が下がると思うからです。あと、道路の自転車用の道をもう少し増やすのが
良いと思います。所々に自転車が通る用の道がありますが、やっぱり全体的に見ると、その設置が少ないと思いました。もっと増やすことで、自転車に乗って
いる人も安心・安全だし、歩行者にとっても車にとってもみんなが安全に歩いたり、走ったりできると思います。

車との事故を防止するために、ガードレールを設置する。パトロールを行い、「ながら運転」をしている人を注意する。

自転車を安全に乗るためには、信号を良く見ることが大切だと思う。自転車は、歩行者でも自動車でもないため、信号を無視する人が多い。自動車で無視をし
たら罪があるが、自転車は知られていない。だから、信号無視をなくために、自転車の取締りをしたらもっと良くなると思う。

電信柱や掲示板に「自転車を安全に乗るために」などの紙を貼ると良いと思う。・自転車用の道路を増やす。・暗い所などは、自転車を降りるように呼び掛け
る。

自転車に安全に乗るためには、まず、ヘルメットの着用を義務化する必要があると思います。次に自転車の危険性を知ってもらえれば良いと思います。次に自
転車用の信号を作れば良いと思います。

電柱に自転車を安全に乗るためのポスターを貼ったら、意識する人が増えると思う。

自転車を安全に乗るためには、「ながら運転」をしないで、夜間はライトをつけると良いと思います。過去に夜間に自転車に乗って、前からライトのついてな
いおじいちゃんの自転車がよろよろと出てきて、ぶつかりそうになってしまいました。なので、夜間に自転車のライトをつけると、接触事故が少なくなると思
います。

私は、自転車を安全に乗るためには、「ながら運転」をしないようにすれば良いと思います。とはいえ、それをしない人も中にはいるので道の色んな所に「な
がら運転」をしないようにうながす看板を設置したり、学校でも教室を開催して呼び掛けするなどした方が良いと思います。でも一人ひとりが意識することで
事故は防げると思います。

自転車を安全に乗るために、私は歩行者の道と自転車の道を分けた道路を増やした方が良いと思います。既に分かれている道路もありますが、そういった道路
はたまにしか見掛けません。そのため、交通量が多い道路では特に、自転車専用の道を作った方が良いと思います。また、交通量が多いのに歩行者道路がな
い、信号が付いていない道路もあるので、そういった場所を減らすことも必要だと思います。そうすることで、自転車事故だけでなく、自動車による事故も減
らすことができると思います。そして、一人ひとりが自覚を持ち、お互い注意し合うことが最も大切なのだと思います。

急いでいたり、焦っていたりする時に事故が多くなるし、ストレスが溜まっていても危ないので、学校をこのまま３時間にしたらどうでしょうか。
好きなことができる時間が増えて、ストレスも少なくなりそうだし、時間にゆとりがあって、事故が減りそうな気もします。

「ながら運転」禁止条例をつくるべきだと思います。

私は、自転車を安全に乗るためには、どのような事故にあい、どのようなけがを負うのかという予想ＶＴＲを見せるのが良いと思います。私は中学生のほとん
どは「事故にあってから、身の回りの人にどのくらいの迷惑をかけるのか。」まで、教えてもらうとより自転車の乗り方について考えられると思います。薬物
乱用防止教室などでもＶＴＲがあった方が自分の身の回りの環境で置きかえることができるので、自転車の事故もＶＴＲにした方が良いと思います。

自転車専用道路（青いライン）を利用するとき、自動車の信号を使うのか、歩行者の信号を使うのかが、スクランブル交差点で分からないので明確にすると
もっと良くなると思う。

自転車は、日本人が乗る必要不可欠な物です。特に、自転車を活用する代表的な国はデンマークなどです。僕はデンマークのように自転車のルールをもっと詳
しく決める必要があると思います。

未来の自転車として、車のようにボタンなどで、右・左を知らせる。「ながら運転」など一定のスピードがある時は、携帯電話が使えない機能があると安心だ
と思います。止まっている時しか使えないなど。皆が分かるまちづくりが良いと思います。



最近、異常気象による強風が続いたり、高層ビルやスタジアムなどの巨大施設が建設されたりしているのが原因でビル風が多発しています。私は、歩行者だけ
でなく自転車の乗車についても注意する必要があると思います。なので、私は下の３つの留意すべき点を考えました。
・ビル風による予期せぬ飛散物に注意する。
・予期せぬ強風でバランスを崩さないようにする。
・上の２つによって起こりうる転倒に十分に注意する。
この３つを実行するために、強風がよく吹く所にポスターを作って貼ったり、視覚障害者のために音声を流したりするなどの工夫が私は大切だと思いました。

自転車を安全に乗るために私が直すべきだと思う問題点は、傘・スマートフォンの「ながら運転」です。最近、私が雨の日に歩いて登校している時、前に２台
の自転車が１列に並んで走行していました。先頭の自転車が右に曲がった時、傘を差し「ながら運転」していた後ろの自転車はよろけて倒れてしまいそうに
なっていました。この時、後ろの自転車の運転者が傘を差していなかったら倒れそうにはなっていなかったはずです。他にもスマートフォンをしながら運転し
ていた人は前から来ている自転車に気付かず、ぶつかりそうになっていたこともありました。もし、自転車が倒れたり、ぶつかったりした後では取り返しがつ
きません。なので、今まで以上に呼び掛けやポスターを掲示し、小・中学校での自転車安全教室の開催を徹底して「ながら運転」の危険性や事故を起こしたら
まわりの人にどのような被害がでてしまうのかを知ってもらうことで、自転車利用者に少しでも「ながら運転」はやってはいけないという意識をしてもらえば
少しでも「ながら運転」による事故を減らせると思います。

私は自転車を安全に乗るために、「ながらスマホ」をなくす対策を提案したいと思います。まずスマートフォンを所持しているさいたま市民に専用のアプリを
スマートフォンに入れてもらいます。そのアプリは持ち主が自転車に乗ったとき、自転車の振動を察知し一時的にスマートフォンを使えないようにします。そ
うすれば自転車の走行中にメールや電話が来たりしても、使えないようにされているため、「ながらスマホ」ができません。これにより「ながらスマホ」がな
くなり事故も減ると考えられます。アプリの有効性が知れ渡ればスマートフォンを所持していて新しく自転車に乗り始めた人も周囲に勧められて、そのアプリ
を入れるようになると思います。そして次の世代にも受け継がれていき、さいたま市民が自転車を安全に乗れると思います。

現在、自転車の「ながら運転」が問題視されています。自転車を安全に乗るためには、少し大変ですが、人工知能搭載ロボットを設置すれば良いと思います。
30ｍ間隔くらいに設置して、スマートフォンをいじりながらの運転や、両手を離しながらの運転など、危険行為を察知したら、警報が鳴り、針が出てパンクす
るというシステムを作れば、自転車での危険行為は減ると思います。このシステムを使えば必ず自転車を安全に乗れるようになります。

改めて、どんなルールや罰則があるのかを確認し、自転車に乗ることの責任がとても大きいということを理解できる授業を開くべきだと思います。

・各地で自転車教室を行う・雨の日は傘ではなくかっぱを着る。・動きにくい服で自転車に乗らない！・交通ルールの確認・車道を走ることの徹底・「ながら
自転車をしてはいけない」という標識を作る。

道路を整備する（段差をなくす、青の自転車道を増やす）「ながら運転」→法律化、スマートフォンの機能として「ながら運転」ができないように（受ける風
などで制限）

歩道を走る自転車が歩行者にぶつかり、事故が起きる可能性があるので、自転車専用の道路を増やし歩行者との接触事故を減らす。ヘルメットの着用の徹底を
する。

信号機の赤と青を、色はそのままにして、止まれと進めのマークを文字にするのはどうでしょうか。たとえば、『ブレーキはちゃんと効くかな？』『ベルは鳴
るかな？』などです。いつもの信号に急に文字が出てきたら、気になってついつい止まってしまい、信号無視は減ると思います。それに、文字を読んで、自分
と自転車の安全確認もできるからです。

※公表に当たり、表記を一部修正・削除しております。

問合せ先

テーマ１

【誕生20周年！！さいたま市の未来を考えよう！！】

都市戦略本部都市経営戦略部

直 通 ０４８－８２９－１０３５

ＦＡＸ ０４８－８２９－１９９７

E-mail：toshi-keiei@city.saitama.lg.jp

テーマ２

【自転車を安全に乗るためには？】

都市局都市計画部自転車まちづくり推進課

直 通 ０４８－８２９－１３９８

ＦＡＸ ０４８－８２９－１９７９

E-mail：jitensha-machizukuri-suishin
@city.saitama.lg.jp 

【子どもの提案制度について】

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




