
さいたま市市長公室広聴課 

さいたま市が住みやすいと感じる市民の割合をさらに高め、2020年

までに90％以上にするために取り組んでいます。

 中学生のみなさんからお寄せいただいた主な提案の概要と 

さいたま市の考え方を取りまとめました。 

令和２年度前期
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１．誕生20周年‼さいたま市の未来を考えよう‼ 

 （143人から246項目寄せられました） 

さいたま市は、来年誕生20周年を迎えます。 

 これを機に、市民の皆さんの郷土への思いや市民としての誇りや自覚を共有できるような「さいたま

市民憲章」の制定を検討しています。 

 また、私たちが住む地域への愛着や誇りを持てるような「さいたま市民の日」の制定も検討していま

す。 

 そこで皆さんにお聴きします。 

●あなたにとって、さいたま市の誇らしい点、未来に受け継ぎたい点をご提案ください。 

  あなたがそう思う具体的なエピソードなどがあれば併せてお答えください。 

 例）〇〇が豊かなところ、〇〇が全国的に有名なところ、地域で〇〇が盛んなところなど 

 ●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、市民みんなが頑張ったほうが良いと思

うことをご提案ください。 

   あなたがそう思う具体的なエピソードなどがあれば併せてお答えください。 

 例）〇〇に取り組む、〇〇を大切にする、〇〇を目指すなど 

 ●もし「さいたま市民の日」があったら、あなたは誰とどんな過ごし方をしますか？「市民の日」にあ

ったら良いと思うイベントやサービスを含めてご提案ください。 

問合せ 

都市経営戦略部 

ＴＥＬ０４８－８２９－１０３５ 

２．自転車を安全に乗るためには？ 

 （176人から220項目寄せられました） 

さいたま市は、全国的に見ても自転車の保有率が高く、自転車が身近な乗り物として、通勤・通学

など多くの市民の方に利用されています。一方で、自転車に乗っているときに事故に遭い、大けがを

する、命を落としてしまうなどの重大事故も起きており、皆さんと同じ10代の方にも自転車事故が

多く見られています。その原因の多くは、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」等によるものです。 

そこで、皆さんの考えをお聴きします。 

●中学生の皆さんが自転車を安全に乗るために、さいたま市ではどのような取組が必要だと思います

か？皆さんのアイデアを教えてください。

      問合せ 

自転車まちづくり推進課 

ＴＥＬ０４８－８２９－１３９８ 
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１．誕生20周年‼さいたま市の未来を考えよう‼ 

（1）【さいたま市の誇らしい点】交通の利便性が高い 

（２）【さいたま市の誇らしい点】災害に強く、治安が良い 

寄せられた提案概要 

・私が思う、さいたま市の誇らしい点は、大宮駅です。大宮駅は電車が通る数も多く、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。そのお陰で全国的に有名です。 

・このまちに誇りに思っていることがあります。それは駅がたくさんあることです。駅がたくさんあるた

め、車を運転できないぼくらでも遠出ができます。                     

さいたま市の方針 

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

なお、ご提案の内容を踏まえ、利用しやすく便利な公共交通の充実に努めてまいり

ます。 

寄せられた提案概要 

・事故や事件があまりない所が、とても良いことだと思います。 

・交通事故なども少なく、安心安全に暮らすことができます。            

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

なお、ご提案の内容を踏まえ、すべての市民が安全に暮らせる都市の実現に努め

てまいります。  

さいたま市の方針 
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（３）【さいたま市の誇らしい点】スポーツが盛ん 

（４）【さいたま市の誇らしい点】文化と芸術が盛ん 

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

なお、ご提案の内容を踏まえ、スポーツを活用したまちづくりに努めてまいります。 

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

なお、ご提案の内容を踏まえ、伝統・文化を守り続け、ＰＲ活動を継続して実施し

てまいります。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・さいたま市の誇らしい点は、サッカーが盛んなところです。ぼく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。 

・さいたま市には、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、また、

「さいたまスーパーアリーナ」もあります。そこで私は、さいたま市をスポーツのまちにすることをお勧

めしたいです。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・さいたま市は、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ことが大切だと思います。 

・見沼代用水や電気自動車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。次の20年にどの

ように伝統を残していくか、誰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。                 
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（５）【未来に受け継ぎたい点】障害のある人や誰にでも暮らしやすい 

（６）【さいたま市の誇らしい点】自然が豊か 

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

 なお、今後もご提案の内容を踏まえ、障害のある方も、無い方も、健やかに安心して

暮らせるよう、努めてまいります。  

 いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

 なお、ご提案の内容を踏まえ、人と自然が共生する緑豊かなまちの形成に努めてま

いります。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・障害者の方々にすごく気を使っていて、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が未来に受け継ぎたい点です。 

・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

なれば良いなと思います。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・さいたま市は自然が豊かです。そして、市民の皆さんはきっと、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。 

・自然が多く、とてもきれいです。これからも、市内全体の自然を大切にして、もっと緑を増やす活動を

積極的にして行えば、今よりもっと良いさいたま市になるのではないでしょうか。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ことを継続的にすることで、より良いさいたま市になると思い

ます。                     
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（７）【さいたま市の誇らしい点】商工業・農業が盛ん 

（８）【さいたま市の誇らしい点】観光資源が多い 

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

 なお、ご提案の内容を踏まえ、市内農業の活性化に努めてまいります。  

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

寄せられた提案概要 

・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。 

・さいたま市は農業が盛んなところが良いと思います。なぜなら、田んぼにたくさんの白サギがいて、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。

・さいたま市には、大型商業施設やさいたまスーパーアリーナなど、いろいろ楽しめるところが多いので

とても良いまちだと思います。 

・ショッピングモールがあったり、駅も近いので、買い物に困らない点が良いと思います。 

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

なお、ご提案の内容を踏まえ、さいたま市の魅力を積極的に発信するとともに、誰

もが住みやすい多文化共生社会の実現に努めてまいります。  

さいたま市の方針 
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（９）【さいたま市の誇らしい点】都会的な暮らしができる 

（10）【さいたま市の誇らしい点】教育環境について 

寄せられた提案概要 

・未来のさいたま市は、より東京みたいに、都会になっていると思います。なぜならば、今現在、さいた

ま新都心は東京都心のように、いろいろな高層ビルがあるからです。 

・さいたま市をはじめとする、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、300年先にな

っても、「美しい町」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。  

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

なお、ご提案の内容を踏まえ、より住み良いまちをつくることに取り組んでまい

ります。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・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、学習を支援していただきました。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た点がさいたま市の良い所だ

と思います。このような、学習支援をしてくれることはこれからも続けてほしいです。 

・デジタルに染まりすぎないさいたま市。私はこの休校中、デジタルコンテンツで授業を受け、とても便

利でしたが、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。今後、日本全国でタブレットで受ける授業が増えても、今の授業スタイルを変え

てほしくないです。

いただいたご意見は市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

なお、ご提案の内容を踏まえ、子どもたちが自らの可能性を高められる教育に努

めてまいります。 

さいたま市の方針 
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（11）【さいたま市の誇らしい点】住んでいる人が親切・思いやりがある 

（12）【市民が頑張った方が良いこと】人に親切にする 

寄せられた提案概要 

寄せられた提案概要 

・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。また、何かのイベン

トなどに参加すると、地域の方がいろいろと教えてくれて、助かっています。 

・さいたま市の誇らしい点は、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。 

・地域の人がやさしく、あいさつを交わしやすい所が良い所だなと思います。 

さいたま市の誇らしい点について、親切な方や優しい心を持った方が多いというご意

見は、市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

さいたま市の方針 

・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いと思っている人に席を譲る

ことができれば、人と人の関係が良くなり、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。 

・電車の中の優先席は、高齢者や体の不自由な人に譲ることです。誰かが困っていたら手助けをして、み

んなで暮らしやすい環境を作っていきたいです。 

人に親切にした方が良い等の市民が取り組むべき行動に関するご意見は、市民憲章

制定のための参考にさせていただきます。 

さいたま市の方針 
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（13）【市民が頑張った方が良いこと】地域行事やボランティアに参加する 

（14）【市民が頑張った方が良いこと】自然環境を守る 

寄せられた提案概要 

・市民が協力し、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、毎日が気持ち良く暮らせると思います。 

・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。そうしたら、さいたま市がもっときれい

になると思います。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です。 

・さいたま市の未来を明るくするには、市民が積極的にボランティアに参加することだと思います。

ボランティアや地域行事等に参加した方が良い等の市民が取り組むべき行動に関

するご意見は、市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・一人ひとりが、切電を心掛け、ゲームをやる時間を決めたり、窓を開けたりするなど、皆で協力してさ

いたま市を良くしていきたいです。 

・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。 

・さいたま市は年々ごみの排出量が増加傾向にあり、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ると思います。 

ごみ拾い活動やみどりを守るための活動をした方が良い等の市民が取り組むべき行

動に関するご意見は、市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

さいたま市の方針 
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（15）【市民が頑張った方がいいこと】市のことを学ぶ、勉学に励む 

（16）【市民の日について】 

寄せられた提案概要 

・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。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。 

・市民が頑張った方が良いことは、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」訳ではないのを知れるからです。 

伝統を守ったり、市について学んだり、勉学に励んだ方が良い等の市民が取り組

むべき行動に関するご意見は、市民憲章制定のための参考にさせていただきます。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・市民の日に、私は会えていない小学校時代の友だちに会いたいです。また、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機会になると思うし、私のように久しぶりに会う友だ

ちと楽しめると思ったからです。 

・市民の日として、「ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ ＤＡＹ」を作ってはどうでしょうか。家からあまり出ず、一

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、ゆっくり体をやすめることができます。そして、夜には電気

を消して星空を皆で眺め、地球に感謝して、地球を休ませる、そんな一日を市民皆で一緒に作りたいで

す。 

市民の日の過ごし方、あったら良いと思うサービスについてのご意見は、市民の

日制定のための参考にさせていただきます。 

さいたま市の方針 
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２．自転車を安全に乗るためには？ 

（1）安全利用のための正しい知識を身につける 

（２）ポスター、チラシ等視覚的な安全啓発 

寄せられた提案概要 

本市では毎年警察と連携し「Beautiful Ride キャンペーン」として、街頭で自転車利用者やクルマ

のドライバーへの安全啓発として道路を安全にシェアするという「Beautiful Ride」のチラシを配布し

ています。また、「サイクルフェスタ」等のイベントにおいても、自転車安全利用のパネルの展示や、

「Beautiful Ride」のチラシの配布等を行っているほか、5月の「自転車月間」には、自転車駐輪場に

おいて、自転車安全利用に関するポスターの掲示を依頼しているところです。 

今後も、同様の活動を継続するとともに、自転車安全利用の周知啓発に努めてまいります。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・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。自

転車に乗るときは、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。 

・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

だと思います。 

本市では令和元年度に自転車を安全に利用するために知ってもらいたい交通ルール、整備点検やヘルメ

ットの必要性など安全利用のために必要な知識を掲載した自転車安全啓発冊子「さいたま自転車ルールブ

ック」を作成し、市ホームページ上で公開及び各区役所で配架しています。 

今後、冊子をより多くの方に見ていただけるよう、他自治体や民間企業との連携を図ってまいります。 

さいたま市の方針 

・目立つ所にポスターなどを貼ると良いと思います。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。 

・若者で携帯電話を使う「ながら運転」をよくしている人やイヤホンを聴きながらの人もよく見掛けます。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るので、これをなくすために、ま

ち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。 
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（３）自転車安全利用の教室等の開催 

（４）自転車免許制・罰則強化 

寄せられた提案概要 

・小学校１年生になったら、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、自転車免許を渡すということを行ってはどうでしょうか。 

・私は自転車にも免許になるものが必要だと思います。スマートフォンを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り締まり、5点溜まったら一定期間の免許停止、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います。 

自転車免許制の導入、自転車利用時の交通違反時の罰則等については、道路交通法に係

る内容のため、本市単独での導入は難しいです。免許制度はありませんが、既に自転車運

転中の危険行為をした者に対し、自転車運転者講習の受講を命じ、受講しない場合は罰金

とする決まりがあります。 

本市では、自転車安全利用について、安全啓発冊子の作成と周知、また、自転車安全を

推進するための交通安全教室や子ども自転車免許制度を実施しており、今後も自転車安全

利用の啓発活動を推進してまいります。 

さいたま市の方針 

寄せられた提案概要 

・歩行者道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自転車

教室を徹底してはどうでしょうか。 

・小・中学校において、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周りの

人にどのような被害が出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事故を減らせると思います。 

本市では市立小学校４年生、中学校１年生、高等学校１年生を対象に自転車免許制度を

実施し、自転車の安全利用に関する講習とテストを行っています。その他、パパ・ママ自

転車安全推進サポーター事業として、子育て世代に対する自転車講習会を行っています。 

今後、これまでの事業を継続し、未就学児を対象とした子ども自転車教室など、更に幅

広い世代への自転車安全講習等の実施を検討してまいります。 

さいたま市の方針 
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（５）自転車が通行する場所を明確化 

さいたま市の方針 

・自動車、自転車、歩行者の走行場所をしっかりと区分けをした方が良いと思います。 

・自転車専用道路を増やすと良いと思います。また、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います。車がいきなり幅寄せして来て危ない体験をしたの

で是非お願いします。 

寄せられた提案概要 

本市では「さいたま市自転車ネットワーク整備計画」を策定し、自転車の自転車専用通

行帯、車道混在型の自転車レーン等自転車が安全に走るために自転車の走行空間を整備し

ています。計画では約200ｋｍの自転車レーンを整備することとしており、令和２年３

月時点で約125ｋｍが整備済みとなっています。 

今後、警察と協議を進めながら計画を進めてまいります。 



お寄せいただいた主な提案概要と 

さいたま市の方針についての公表 

この冊子は、各区役所情報公開コーナー及び 

市ホームページでお知らせしています。 

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 

さいたま市役所ホームページ 

https://www.city.saitama.jp 

子どもの提案 検索 


