
令和２年度後期「子どもの提案」一覧

健康で活力ある「スポーツのまち　さいたま」～日本一スポーツで笑顔あふれるまち～の実現に向けて
①【新しい女子プロサッカーチームが注目されるために】
②【女子中学生のサッカーの競技人口を増やすためには？】
③【アーバンスポーツを市民に広めていくには？】
④【eスポーツを市民に広げていくには？】
【担当：スポーツ政策室】

提案内容

さいたま市では、サッカーなどのスポーツが盛んである。これらをもっと広げるためには、どうすれば良いのか、自分なりに考え、それをまとめました。①女
子サッカーチームの参入が決定し、市民にもっと注目してもらうために、「イベントなどの開催」などをすれば、たくさんの人に知ってもらえると思います。
②女子サッカーを普及するためには、「女子向けのサッカー行事」などを行えば関心を持ってもらえると思います。③は①と同じくイベント開催などを行え
ば、市民の人も、関心を持ってくれると思います。④はゲームのし過ぎなどでどのような影響が出るのかを知る機関を作る。「講演会」など

④さいたま市のいろいろな所でeスポーツ大会を開けば子どもたちが笑顔になりゲーム仲間を作れて、eスポーツは楽しみながらお金を稼ぐ最高のスポーツなん
だと大人や高齢者の方に教えた方が良いと思います。そうすれば日本でもeスポーツ大会がたくさんできると思います。あとさいたま市の全学校でeスポーツ大
会をしたらさいたま市が盛り上がると思います。eスポーツをどこの県よりもさいたま市が早く広めたらさいたま市の評価も上がり最高の県になると思います。
お金は掛かるかもしれませんが早く叶うことを願っています。今不登校の人たちが多いですがeスポーツ大会を開けば人との関わりもでき、ひきこもりや不登校
が少なくなるとも思います。以上です。

④の問題に対して、まずゲーミング障害・ゲーム依存という言葉自体にeスポーツやゲームの偏見があると自分は考えてます。eスポーツをスポーツとして捉え
ているならこのような問題の解決策をあなたたちは既に知っているはずです。スポーツにもeスポーツにも日々の練習が欠かせません。プロサッカー選手がリフ
ティングをするのとプロゲーマーがゲームするのは本質的に同じもののはずです。それならば例えばプロ野球選手がバッティングのし過ぎで肩を壊すのとプロ
ゲーマーが練習のしすぎでゲーミング障害になるのに何の違いがあるのでしょうか。スポーツの練習で勉強をおろそかにするのとゲームでおろそかにすること
だってそこまで違いはないはずです。ゲームは娯楽だと言う人もいますが、スポーツも娯楽の一種であるはずです。そしてゲーミング障害もオーバーワークも
コーチの監修の下で練習したりメニューを決めて調節したりなどの方法で防げるはずです。つまりこの問題はスポーツとゲームの差を認識しなければ問うまで
もなく答えが出ているものだと思います。ですのでまずはゲームへの先入観や偏見を大人たちがなくしてから、スポーツでの熱中症の注意を促すようにゲーム
のしすぎも注意してその上でスポーツを広めるようにeスポーツを広めれば安全性という点が高評価となりeスポーツが健全な形で問題なく市民に広めることが
できると自分は考えました。スポーツは体力づくりになるがゲームはなんのメリットもないと考えている人もいるかもしれませんが、ゲームでも色々なものを
鍛えられるのでそれは間違ってると自分は思います。

④ゲーム依存症、ゲーミング障害と、ゲームのやりすぎがわかりにくいため、親子などで学べる場があると良い。さらに、依存を治療した人の話、その家族の
苦労などを聞き、親子でルールを考えると良い。また、依存や障害を学んだ後で、ゲームのプログラミングやコミュニティができるなどの良い所、学習に役立
つことも体験したい。区対抗などのeスポーツ大会もイベントであると盛り上がると思う。オンラインを活用した体験も楽しそう。

④について　まずeスポーツはこれから将来的に必要な若者に広めていく必要があると思います。そのため多くの若者がeスポーツを体験できる場として学校で
の実施（小・中学校など）が良いと思います。ただし、最近はコロナ禍による授業数の減少、移行措置などによってかなりの授業時間が必要となり、体験の実
施は難しいと思います。そこでさいたま市から政府の文科省が授業時間の編成（重要な教科である5教科はそのままで欧米にならい副教科（体育、音楽など）の
授業時間減少）を行い学習の効率化を図るべきだと思います。

①…街中（待ち合わせスポットなどがベスト）に小さなスペースでも良いのでリフティング大会や、ボールを扱ったイベント（見ても楽しめる）をやったら良
いと思う　②…体育の授業でボールをただ蹴るだけではなくリフティングのコツなどを教えてもらえるとより楽しくなるし、上達度によって達成感を味わえる
ので良いと思う　③…サッカーは団体競技ですが、個人競技でのボールを扱う大会をやれば良いと思う　④…子どもたちのカリスマ的な人からのメッセージで
ゲームのし過ぎを訴えてもらうと良いと思う

③について、私は小・中学校の市内の駅伝大会のように、学校対抗の市内のアーバンスポーツ大会を作ることが良いと思います。なぜなら、大会に向けて練習
する上で、アーバンスポーツの楽しさを知り、上達していくし、学校の仲間とのきずなも深まっていくと思うからです。また、私自身、小学校の駅伝大会で
は、学校のライバル達と練習で心と体を鍛え合ったり、大会当日、他校に勝って、仲間とよろこびを分かち合ったりしたことが、小学校生活での大切な思い出
となったので、大会を作ることが良いと思います。

③そういうのができる公園を作る。その公園を横ぎったときにそのスポーツかなんかを見られるから広まるのではないかと思う。

①、大会などに参加し、優勝する。

①地域のボランティアを率先してやることが大事だと思います。そうすることで印象が強く付き、応援してもらえたりすると思うからです。またボランティア
をすると支援される側も助かるので一石二鳥だと思うからです。

ぼくは③について書きます。例えば中学生、高校生の体育の時間に取り入れれば良いと思います。また、大人の人にも体験できるように、さいたま市内の小・
中学校の体育館、校庭を休日にできるようにするともっと良くなると思います。その他にも、夏休みなどの大きな休みの日は、自転車で、さいたま市の有名な
場所に行く旅などを行うと、多くの人がより楽しくスポーツにふれあうことができると考えます。

とにかくルールを守り、相手チームが勝っても相手は拍手をして、相手は勝ったらまっさきにエア握手をして、みんなが楽しめるスポーツになると思うしさい
たまだけではなく、全世界に広がってほしいです。

僕は、③について提案します。「３×３バスケット」は多分、コートが小さいと思うので、公園や、児童館に作ることで、触れ合うことができると思います。
また、チラシを配って、クラブチームをたくさん作ることで、多くの人と仲良くなることができ、一石二鳥だと思います。



④です。eスポーツは７才～30才ぐらいにはやってはいますが、７才～20才までは依存症が特にあります。ぼくの意見は７才～20才は、毎日１ｈ～２ｈぐら
いで良いと思います。でも両親はゲームにあまり関心がなくて、「ゲームやるな！」「勉強しろ！」ってず～っと言ってくるから。先に30代～40代の方を中
心にゲームを説明した方が良いと思います。

④適度に休憩を取る。大会があった日の後は、運動や勉強の時間を取る。

③僕は新しくオリンピック競技を皆に知ってもらうにはその競技の選手に、小・中学校の体育の授業に参加してもらって、ルール等を教わって実際にやれば皆
に知ってもらえると思います。

③スケートボードなどを無料で配れば、いやでも、アーバンスポーツを広められると思う。

③みんなで仲良くする。

③…記念体育館などでイベントをする。体育の授業に取り入れる。習い事として取り入れる。

②女子中学生にサッカーに興味を持ってもらうように、サッカーの良さを広める。

②女子サッカーの活躍をCMやテレビで流し、女子サッカーをやる人を増やす。

私は②について提案したいと思います。私は個人的にサッカーが好きなため、学校の体育の時間を使ってサッカーしたいです。そのため、サッカーを教える方
に来てもらったりすれば、女子にもサッカーの楽しみが広がると思います。また女子サッカークラブのチラシを配ったりすると興味のある女子が入ってくれる
と思います。サッカーはチームワークのスポーツなので仲も深まりすごく良いと思います。

②の問題は、駅前でマイクを持って宣伝すれば良いと思いました。

私は女子サッカーを増やす為には説明会や体験会を行えば良いと思いました。私はハンドボールの体験会に行ったことがあり、そこで楽しいと感じたのでハン
ドボールをはじめました。なので体験会を行えば選手が増えると思います。

①さいたま市の店が応援セールやポスターを作って貼ったりするのはどうか

私は、女子中学生のサッカー競技人口が減少してしまうという課題を解決し、普及させるためのアイデアについて記入します。私は、課題を解決するにあたっ
てサッカーに関わる出来事が減ったと考えたので、サッカーと関わる時間が増えれば良いと思いました。サッカーに関わる具体的な案として、講習会や体験会
を開いたり、体育祭の種目に取り入れたりして、「サッカー」という存在がもっと身近になって魅力を感じる機会を増やすのが一番良いと考えます。また
「サッカー」というと男子の方が圧倒的に人気があって、ルールを知らない人がたくさんいると思うのでポスターを作ったり、現状の女子サッカーチームから
のビデオメッセージを流したりして、注目を集められやすい方法で募集をするのも良いと思いました。

②サッカーを普及したいのなら、サッカーを教えるという授業を作った方が良いと思う。授業などで教えれば、サッカーをちゃんと見ることができ、「楽しそ
う！」や「やってみたい」という気持ちになるかもしれないから、そこからサッカーをやり始める人が出て来るかもしれない。

②私の学校の友達では、小学校の時よりも、「サッカーをしたい」という女子が多かったです。しかし、女子中学生のサッカー競技人口が減っているのは、
サッカーをできる場所やサッカーをやる機会がないからだと思います。学校外で、サッカーチームに入るにはお金も掛かるし、時間もなく、「女子」というの
もあって、抵抗があるのではないかと思います。なので、休みの期間などに、参加できる「サッカーのイベント」を行えば、みんながサッカーをやるきっかけ
になるのではないかと思います。

②中学生からの部活に、サッカー部を入れる事と、体育、保健の授業で実際やってみたり、鑑賞してみたりと、さまざまな行事に取り入れて、一人ひとり興味
を示してもらうなどなど…。

②についてのアイデア　・女子サッカーのポスターを貼る　・授業に取り入れる　・サッカーに興味を持ってもらい、楽しくやってもらう　・サッカーに関わ
る事をやる（例：アニメで・実際に選手の方を呼んで授業をする・休み時間にやってもらう）

小・中学校でサッカーをするという取組を行う。男女で分かれてサッカー大会をする。体験会などを開く



②市でサッカーの体験教室を開催する。また、体験に来たみんなにお菓子を配ったら良いと思う。

私は①についてです。女子サッカーをより注目的にするためには、男子サッカーはとてつもない人気ですが、女子サッカーにも興味を持ち、試合に勝っても
らって、他のバラエティやTVに出て、人気になってもらう。とにかく、試合に勝って、また、かわいい姿や美しい姿を見せてもらう！

②年に1、2回、学年でサッカー大会をするのが良いと思います。私も、小学校６年生の時にサッカー大会があり、私のクラスが優勝したので区の大会に進んだ
のですが、その練習をしていくうちにとても楽しいと感じるようになり、サッカーをするのが大好きになりました。結果は3位で、私は受験日で出れませんでし
たが思い出に強く残りました。また、クラス全体でも団結できました。このことから、サッカー大会をすればサッカーの楽しさがわかり、普及すると思いま
す。

①ポスターを貼る　実際に学校に行って説明する

③オリンピック種目の「アーバンスポーツ」スケートボード3×３（スケートボード）などをひろめるためには、実際にその競技をイベントみたいのでやって、
広めたら良いと思います！

①実績を残したら良いと思います。②CMなど呼び掛けをしたら良いと思います。③CMなどで呼び掛けをしたら良いと思います。④練習時間をきめる。

①女子サッカーのグループがユーチューブで有名になったら注目されると思う

①スポーツなどのイベントを増やす。体育の授業内容を増やす。内容を濃くする。②サッカーをたくさんする。③公演会などする④ポスターなど貼る

①私は女子のサッカーを盛り上げるために、ポスターを作る

④ポスターで呼び掛けたり、講演を行なったりする。

①ポスターや新聞に載せるポスターを町中に貼る。　②女子サッカーのすごい所を動画などで伝える。　③スケートボードやバスケなどの楽しさを動画で伝え
る。

②女子サッカーのＰＲなどをして、興味を持たせたり、ボランティアで小学生などにサッカーのことを教えたりする。

①一人ひとりの紹介をポスターにして書いて、共通点を見つけてもらって興味を持ってもらう。そこに、どの試合でどんな活躍をしたか書いて覚えてもらう。
②持ち運びやすいサイズの紙にどの試合がいつどこで行われるのか印刷したものを配って、まずサッカーに興味をもってもらう。③近くで行っている試合や実
際に体験できる埼玉県の場所を動画やポスターで紹介する。④何日かに一回オンラインで対戦する機会を設けて、その時間と1日1時間以上はプレーできない設
定のゲームを作り、eスポーツを広める。

私はスポーツのまちにしたいならば「マラソン大会」や「ドッヂボール大会」など小さい子からも楽しめるゲームを大会にした会を開き、みんなにスポーツを
楽しんでもらったらどうかと思います。また、大人はあまりスポーツをしないように感じるので大人だけのスポーツ大会も良いんじゃないかと思います。優勝
したらさいたま市の有名な野菜などを景品とするとより良いと思います。この大会などはさいたま市の人以外の人も参加ＯＫにして、さいたま市のことをもっ
と知ってもらえるチャンスでもあるかと思います。

①女子サッカーの選手に来てもらって、一緒にサッカーをする。②東久留米市←私は東久留米に住んでいて、市の小学校の5、6年生対抗のサッカー大会をして
います。私も、妹も参加して、実際に妹は、クラブチームに入りました！③社会科見学のような事をして、見に行ったり、来てもらう。④ゲームする時間を決
めてする。eスポーツ体験会を開いたりする

①楽しいサッカー　②学校でサッカー大会をやる。③大会をやる。④制限をかける。（時間制限）

①テレビなどの番組で放送したり作ったりする。②中学校に必ず女子のサッカー部を作ってやっている所を見学者に見せる。③ポスターなどを作って町中に
貼って宣伝をする。④障害がある人や依存がある人は使って良い時間を決めて、治していき、治す方法のアカウントを作れば良い！

②についての私の考えは小・中学校の生徒にサッカーの楽しさや魅力を生徒に教えに行ったり、またサッカーを実際に生徒にやってもらって、楽しさなどを実
感してもらうことが大事だと思いました。そしてサッカーに興味がある子たちなどを集めて、サッカーの良い所をまた伝えられたら良いと思いました。

①はテレ玉とかで宣伝する。②は、女子中学生を誘う。③は、いろんな所で宣伝する。④は、どうしようもないと思います。親にゲームなどの恐ろしさなど教
えるとかですね



③市のホームページに説明欄を載せる。・貼り紙やポスターを作り掲示する　・学校の授業で「アーバンスポーツ」を教える…など　このような方法で市民に
広めていけば良いと思います。

③広めていくためには、こういうスポーツがあることを市民に認識されるために、ユーチューブで動画を投稿してみたら良いと思います。

④ゲーム自体に時間制限が入っていてその時間になったら勝手に自動セーブして、ゲームが終了する。広めていくためには優勝したら賞金がもらえるようにす
る！！

①イベント等を行う。サッカーの試合の割引券のようなものを配る。②過去に優勝経験のあるサッカー選手でサッカーの教室などを行う。③教室・イベントな
どを開く。④このくらいなら良し、というものを書く。

①街にチームの旗をかざる　②小学生にサッカー活動に参加してもらう。③ポスターを貼る。④家に気を付けてほしいと呼び掛ける。

③僕はＢＭＸなどの「アーバンスポーツ」を広めていくためには、町のみんなにＢＭＸやバスケにふれてもらうために、ＢＭＸやバスケなどの体験会を開催し
たら良いと思います。小学校や中学校に選手などを招いて、ＢＭＸ、バスケやスケートボードを教えてもらって、みんな興味を持ったらどんどん広められてい
くので良いと思います。

④実際に体に専用機具を身に付けて、実際にスポーツをPlayしなければ、スポーツに参加出来ないという制度にしたら良いと思います。

④の「eスポーツ」を広めるには時間を設定できる機能を付ければ良いと思います。そうすれば、ゲーム依存になる可能性が低くなると思います。

②楽しそうなものを広めたり、チラシを配ったりなどしていろいろな人が女子サッカーというものをやっていると分かっているようにすれば入ってくる人が増
えると思います。あと、1人だといやだ、友達とやれば楽しそうだなと思っている子がいるかもしれないから、そのときは友達と是非どうぞなどとチラシとかに
書いてあげれば、良いんじゃないかな、と思います。

③の”アーバンスポーツ”を広めるには、色んな所で広告を出すと良いと思います。例えば、テレビＣＭであればテレビなら色んな人の目に止まりやすいの
で、広まりやすいのではないかと思います。他にも、ちらしを作ったり、電車とかにポスターを貼って色んな人に見てもらうのも良いと思います。また、”
アーバンスポーツ”を体験できるイベントを開催したりするのも良いと思います。

私が考えたアイデアは、③の3×３バスケットボールの市民に広めていくにはです。みなさんは普通のバスケットボールは、知っていると思います。私も小学校
の体育の時間で教わり、楽しいスポーツだと思いました。そこで、3×３バスケットボールも、体育の授業で、やってみると良いと思いました。小学校で、教わ
ることで、大人になっても「またやりたいと思う。」という人が、多くなることで、より多くの人々が、3×３バスケットボールについて興味がわくと思いま
す。また、市で大会を開くことによって、年代も関係なく、幅広い市民が、楽しむことができると思います。

①たくさん試合に出て、活躍する　②ポスターを作ったりして、部員を募集する　③体験できるイベントを行う　④eスポーツの課題と一緒に楽しさをポスター
にして、伝えていく。

スポーツができない人もいるけど見て笑顔になれると思うので、さいたまのスポーツのチームを宣伝したりして、みんなにスポーツを観戦してもらえば良いと
思う。

今回は③について話します。アーバンスポーツは今、ほとんどの人は詳しく知らないと思います。僕も、名前しか知りません。しかし、僕も、知らなかったこ
とをなぜ知らなかったのかを考え、どうすれば、みんなに知られるかを考えました。例えば、イベントを開く事が良いと思いました。コロナ禍の今は、オンラ
インでやれば良いと思います。また、マスコミで紹介する事も良いと思います。

④ゲームを作っている会社と話し合い一定の地域に制限を設けゲーム依存などを無くす。

④疲れない程度に運動をする。運動をしない日を作る。一人ひとりが運動の何かで一番にする。ゲームをした分、外に出るようにする。

③誰でもスポーツを楽しめるように体験会を開く。（定期的に）

③公園やデパートのビルの屋上などに、スケートボードやバスケットボールができる施設を作り、利用者が気軽に行けるようにしたり利用者の身近なものとし
て感じていければ良いと思う。

色んなスポーツを体験できるスポーツイベントを開けば良いと思う。



女子にもスポーツに興味を持っていただくと、女子プロサッカーチームも有名になると思います。人気のJ-POPやK-POPに協力してもらってサッカーをする
番組をしたら女子にもサッカーに興味を持っていただけると思う。

見ててかっこ良いとかおもしろいと感じられるスポーツより実際にやってみたものを広めるのが良いのではと思います。例えばeスポーツなどと呼ばれるゲーム
は全世界共通の文化であり、子どもから最近では高齢者もやっている人が増加しているので良いと思います。

②学校の体育の授業にサッカーの時間を設けて、サッカーが楽しい競技というのを分かってもらえれば、女子のサッカー人口も増えると思う。

私は、③の「アーバンスポーツ」を広げていくのが良いと思います。たとえば今はＢＭＸやスケートボードなども人気が出てきていますが、家の前の道路など
でやることはできません。やりたくてもできない人が多いと思います。でも、公園の中と言っても小さい子もいるし、砂なのでやりにくいと思います。だか
ら、ＢＭＸやスケートボード専用の公園を作って増やすのが良いと思います。そうすれば、もっとアーバンスポーツが広がっていくと思います。

①浦和レッズと大宮アルディージャのＪ１・Ｊ２のサッカー選手の試合があるときに女子チームの2グループがスタジアムで試合をして、サッカーを見にきてい
る観客に知ってもらうようにすれば良いと思う。

①は色々な方法で宣伝すれば良いと思います。②はサッカーの楽しさやルールが分からないため、それを説明するなどが良いと思います。そして体験させる。
③はイベントを開いたりするのが良いと思います。

例えば、今、コロナの時代なのでユーチューブやテレビなどサッカーに興味がある人、ない人あまり知らない人にもっと興味を持てるようなものを配信したら
良いと思います。

③について　アーバンスポーツに、私もふれた事がないので、学校の体育の授業などでやってみたら学生には知ってもらえるようになると思います。また地域
で練習して大会を開くなど良いと思います。

私は、②についてのアイデアを提案します。女子中学生のサッカー競技人口が減っているということなので、私はサッカー体験教室を提案します。ただ、現在
の中学生だけでは、あまり効果がなさそうなので、「未来の中学生」に向けての体験教室もしたら良いと思います。小さい頃から、サッカーをはじめ様々なス
ポーツに触れていると、強い体づくりなどにも役立ちますし、「サッカーをこれからも続けたい！」と思う理由にもつながります。そのため、小学校や幼稚園
などでの体験教室が、サッカー競技人口の増加につながると考え、これを提案しました。

②例えば、学校にプロ女子サッカー選手を呼び、女の子限定でどうして、サッカー選手になりたかったのかなどを聞くイベントを積極的に行っていくべきだと
思いました。

②学校の体育の授業などでサッカーをもっと多く取り扱い、普段からサッカーをするようにして、親しみを持ってもらう。また、男子と女子は必ず分けてやら
せる。でないと女子が気おくれして思い通りに参加できなくなってしまったり、やる気を無くしたりしてしまうから。

③についてです。バスケとかは、結構有名なので、そこから３×３という競技もあるということを色々な人に知ってもらいます。また、地域で、バスケの3×３
かスケートボードを行う機会を設け、色々な人が参加できるようにする。スポーツが苦手な人でも楽しめるように、「上達する」か「上手」などにあまりこだ
わらず、とにかく楽しさを重視すると良いと思います。

①「注目のっ！！」とか気になるようなキャッチフレーズをつける。

③「アーバンスポーツ」をやるイベントを定期的に開催する。

④ゲーム依存しにくい、クリアなどがないゲームでeスポーツの大会を開く。大会ではブルーライトカットのメガネを付けてもらう。また、参加すると景品がも
らえるようにする。

「アーバンスポーツ」を広めていくためには、まず、そのルールや、内容を伝えていく必要があると思います。なぜなら、「アーバンスポーツ」をやるとだけ
聞いても、よく分からない人が多いと思うからです。その上で、地域内で「アーバンスポーツ」を実際にやると良いと思います。

①その人が得意とする技やポジションを書いたポスターや雑誌などを配ったり貼ったりする。②学校でプロサッカー選手と試合をしたりして関心を持ってもら
う。サッカーの授業を取り入れる。③実際にやってもらったり、オリンピックのポスターにアーバンスポーツについて少しまとめたことを書いたり、CMで流し
たりする。④試合の時間を指定された時間しかできないようにする。

③のオリンピック種目として新たに加わった種目を市民に広めるためには、例えば公民館などの施設で体験できるイベントを行ったり、学校の体育の授業とし
て取り組んだりするのが良いと思います。それによってその種目への理解を深める事ができると思います。

③アーバンスポーツを市民に広めていくには、土曜、休日、祝日を使って、体育館を借り、そこでアーバンスポーツができるイベントを作れば良いと思いま
す。そのイベントに、たくさんの人に来てもらうには、事前の告知が必要なので、学校で今月はいつにどこで何をするかを書かれた紙を配ってもらったり、ま
ちの掲示板にその紙を貼るなどすれば良いと思います。



④について。定期的にeスポーツの競技会などを設定し、会場まで出向き、同じeスポーツをしている人と交流することで、良いかたちで市民に広めていくこと
ができると思う。

④eスポーツ選手の生活環境や身体の状況を定期的に確認することでゲーミング障害やゲーム依存は防ぐことができると思う。

③で、広めるには、回覧板などがある地域では、それに、コピーした紙を貼り付けて、見てもらうことや、近所の人達と話している時に、③の大会がどこで何
時にやるらしいよ～など話したら、広まると思う。他には①などでも近くの小学校に、密にならないように数人プロ選手が行くなど。

③のアーバンスポーツの発信では例えば地域で子ども向けのイベントを開催すれば良いと思います。自転車やスケートボードなどは大人などがしっかりサポー
トなどをして、小さな子どもに楽しいと感じさせることで知名度などが広がると思います。

②サッカーが苦手な人でも楽しめるように、ルールを初心者向けに変えた、大会のようなものを開く。

私は④の対策方法について考えました。ゲーム依存などを少なくするには、年に２～３回程度にする、１度にゲームをする時間を短くするようにした方が良い
と思います。また、このようなことをしつつ、招待状やポスターなどで宣伝して、eスポーツの輪を広げていったら良いと思います。

③は、市民会館などを使って、興味のある人が無料で体験できるようにすれば良いと思います。

①地域住民との交流をする。②学校でサッカーをとことんやる。③「アーバンスポーツの日」等を設け、親しんでもらう④時間を決めてやる。

②サッカーは男がするものだと考える人もいると思うので、まずテレビなどで「どこの女子チームが勝った」などということを大きくとり上げれば考えも変わ
るのではないかなと思います。小学校や中学校でもっとサッカーの授業をしサッカーをよく知ることで、競技人口が増えると思います。

③については、その種目のイベントを各地域で開いたら良いと思います。（感染対策をした上）

①…ラジオや街中にある大きいTV（のようなもの）で新しい女子プロサッカーチームができたことを宣伝する。②…体育の授業（小・中学校の）でサッカーを
必須競技にする。（鉄棒などと同様に）

④について。ゲームは悪いことばかりじゃないというイメージを持ってもらう為に、お年寄りの方々などを呼んでゲームをする、交流会を開く。アクション
ゲームなどではなく、脳トレなどに役立つパズルゲームで遊んで、たくさんの年代の人に合ったゲームのやり方を説明し、興味を持ってもらう。

③は、どこかで、体験をできるようにすれば良いと思います。あと、実際にそのスポーツを行っている所をインターネットに上げると良いと思います。

③体育の授業などを使って、興味を持ってもらう。映像などを見せる。などをしたらどうか。また、オリンピックを通じて知ってもらう機会を作るともっと良
くなると思う。

自分は①のアイデア言います。女子プロサッカーチームが新しく設立されたということをいろんな人に知ってもらうため、ポスターを駅や道路に貼ったらどう
でしょうか。チームの女子の選手を知ってもらうためちょっとした参加型のサッカーゲームなどもやったら良いと思います。

ぼくは「スポーツのまち　さいたま」にするためには各市の大きな公園でスポーツフェスティバルをしたらどうですか？今の状態ではもちろんできませんが、
コロナウイルスが落ち着いた頃にするのはどうでしょうか？今は人との触れ合いが少ないので、スポーツフェスティバルをすることでみんなが笑顔になり、町
に活気が出て良いと思います。スポーツなどを紹介するのは近くにある中学校や高校の運動部にしたら良いと思います。

③について。同じ地域内にある小学校や中学校などで 親睦”を深めたり、ゲームの楽しさを知ってもらうために、１年に１回程度スポーツ大会を開いてみる。
ということを提案します。そうすることで、小学生や中学生の親の人にも色々なスポーツがある事を知ってもらえると思うからです。

③学校の運動会の競技にする

④番の今日本でも人気になっているeスポーツを市民に広めるには、まず多くの人が入れるような大きい会場を用意し、そこに年齢を問わず、興味のある人な
ど、たくさんの人に来てもらいます。そこで、流行っているゲームやおすすめのゲームを紹介し、体験コーナーなどを作り、始めてもらうことです。ゲーム依
存などを防ぐ為にゲームをやる目安の時間や、ゲームをやり過ぎるといけない理由を説得力があるように説明することが良いと思います。



①について書きます。まず、名を全国に轟かせることが大切だと思います。大宮アルディージャの男子のプロチームは既に知っていましたが、女子があるのは
知りませんでした。だから、大会で優勝など輝かしいものを達成するために、元日本代表の人などを呼び込めば良いと思う。

④今は歩きながらゲームをやっていたり、画面に顔を近づけすぎたりして体に影響を与えてしまうので、画面から顔を○○㎝以上遠ざける工夫をしたり、遠く
からでも画面を見やすくしたり、１日にするゲームの時間を人それぞれ親と決めたりすると市民の人たちにも安心して広めてもらえると思う

全部　駅のホームにある看板を使って伝えれば良いと思います。

①サッカーに興味をもってもらうために、サッカーのクラブを各地で作ったり、各学校で体育の時間などにサッカーをやったりしたら良いと思います。そし
て、サッカーが楽しいということが分かれば自ずとサッカーに興味を持つと思います。

私は④について提案します。一年前くらいに香川県でゲーム依存症の条例ができました。しかし実際には破ったからどうということもありませんでした。ま
た、代わりになる施設が作られることもありませんでした。なのでeスポーツをする場所をさいたま市に作れば良いと思います。そうすればゲームをする時間を
管理することができます。

④ゲームをする時間を決めれば良いと思う。ただ、時間を決めるときはそのゲームの内容や遊ぶ方の意見も聞いた上で決めるべきだと思う。どこかの条例で
ゲームは１日１時間という条例があるがそれだと１時間じゃ物足りなかったり、きれの悪い所で終わることになってしまうので良くない

各地域でバスケットボールのイベントや3×３の大会などを開いていけば地域ごとで広がると思います。また、練習できる所を増やしていけばそのスポーツに関
わる回数が多くなって、興味がわく人もいると思います。

②男子サッカーは変えなくて良いが、女子サッカーのルールを少し変えた方が良いと思います。中学生になると女子は自分の容姿などをすごく気にするように
なるので、けがをしたり、日焼けしたくない女子がたくさんいると思います。例）室内でできるようにする。など…

全てのゲームサービスを終了させれば良い。ゲーム依存をしている人を、入院させて、治療させる。eスポーツの内容を、つまらなくすれば良い。

③の意見　中学校で実際にやってみる。中学生に体験させ、オリンピック種目の面白さや楽しさを教える。また、コツなどを教え、「またこのスポーツをやっ
てみたい」という気持ちを引き出す。

③市や区で大勢で見ることができる大会をみてもらい興味を持ってもらうこと。また、スケートボードなどができる公園や施設を作り、みんな親しみを持って
もらうことが、必要。

③の3×３のバスケットボールやBMXを広めるために、実際にプロとして活躍している選手を招いたり、体験教室を開催したりして、そのスポーツを身近に感
じてもらう。

女子プロサッカーチームが有名になるためには、試合をしている様子をドローンなどで動画をとり、YouTubeなどで動画を公開してたくさんの人に見てもら
う。また、グッズを売ったり、呼び掛けをしたりする。

④座ってするゲーム以外にも、体を動かしてするゲームをeスポーツの種目にたくさん入れていけば、楽しく、かつ、健康にeスポーツを行うことができると考
えました。

②サッカーのイベントを増やしたら良いと思う。埼玉県出身のサッカー選手に協力してもらい、教えてもらえば楽しいのではないでしょうか。サッカーを習っ
ていたり興味がある子の友達も誘えば広がると思う。

私は、eスポーツに時間を決めたら良いと思います。ゲーム依存になってしまうのであれば、そのゲームの１人当たりの制限時間を決めて、みんなが安心して遊
べるようにしたいと思います。

eスポーツ、その名の通りゲームのスポーツです。ここ数年でプレイヤーが増えてきていますが、ゲーム依存などになってしまうのか？という問題があります。
しかし私は違うと思います。私はeスポーツはゲームですが、仲間とのチームプレーで勝負することがあり、そこで協力する力や諦めない力など鍛えることがで
きると思います。また依存に関しては少し甘く見て、３、４時間は様子をみることで、色々な力を付けられるし、子どもから大人まで楽しめるので広がってい
くと良いと思います。

②小学校に通っているうちからサッカーについて知るべきだと思う。授業（体育）にサッカーを入れたり、浦和レッズや大宮アルディージャの人が学校などに
きて一緒にサッカーをしたりすると良いと思う。イベントを開いたりするのも良いと思う。白・黒以外のサッカーボールを作ったら、ほしいと思うかもしれな
い。

①ポスターや新聞で宣伝をする。浦和レッズ、大宮アルディージャの各グループの特徴を言う。キャッチフレーズを作る。ロゴを覚えてもらう。



①みんなが参加できるイベントを開催する。②もっとサッカーに触れ合う機会を増やす。③色々な所にポスターを貼る。実際にオリンピックで行われる競技が
体験できるイベントや施設を作る。④ゲームをする時間を少し減らす。依存にならない程度にゲームする。

新しい女子プロサッカーチームが注目されるにはさいたま市内での宣伝を駅やバスなど交通機関ですれば良いと思います。ポスターやチラシなどで女子プロ
サッカーとはどのようなものなのかを広めていけば注目され、人気が出るのではないかと思いました。

①、プロの選手と実際に試合をしたり、練習の場を与えたら良いと思う。キャラクターを作る。テレビで放送する。

〈③について〉自分も「アーバンスポーツ」を体験したことがないので実際に「アーバンスポーツ」を体験する機会があったら市民にも広がるかもと思う。例
えば　３×３のバスケのプロ選手と初めて体験する人が対戦する。埼玉県に新しくスケートボードができるような場所を作る。スーパーアリーナを夏休みの1週
間くらい貸し切りにする。BMX専用の自転車を埼玉県内にある全ての学校に１台ずつ寄付する。→体験してもらう。

④eスポーツなどで、本来のアカウントにひも付けない、市の中だけの実名のサーバー等を用意して、競争意識を高める。また、依存の防止として、一定の時間
以上プレーすると、スコア等に反映されなくなるようにする。

②女子でも抵抗なくサッカーができる場所を作る。例えば、フットサルに女子だけが使えるスペースを作ったら良いと思う。

②埼玉県内でサッカーを推奨して、サッカーをしている人に資金の給付を行う　③地域のイベントや特設会場を作り、この三つのスポーツを知ってもらうとと
もに楽しさも伝える。楽しさを伝えるチラシを作る

③市でアーバンスポーツを体験できるような機会を設ける。例えば毎週日曜日の市にある体育館でアーバンスポーツを体験する機会があります、という宣伝
を、市のホームページや新聞で情報提供をすれば人が集まると思う。

④よく「ゲームは時間を決めてやるべきだ」という意見を耳にします。しかし、ゲーム中毒者は、ゲーム内での成長や、アイテムの入手などに依存しているの
で、それでは根本的な解決に至らないと僕は思います。しかし、本来の生活でも「成功体験」を得られる場面はたくさんあります。ゲーム以外に特にすること
がないから、ゲームを中心とした生活をそのような人たちは過ごしてしまうのではないでしょうか。そのため、ゲームをすること自体は悪いことではありませ
んが、ゲーム以外に何か「大切なもの」を持っておくべきだと思います。

③学校に行って体験会を開いて、「楽しい、楽しそう」と思わせて、どこでやってるか、というプリントを配れば興味を特つ人が出て来るかもしれない。

④まずゲーミング障害について、ゲーミング障害は、視力が悪くなるなどの症状があると聞いたことがあります。なので市の取組として、ブルーライトカット
の機器、または画面に貼るフィルムなどを用いて予防をしようという呼び掛けが必要だと思っています。ゲーム依存については、「一定の時間やったら少し休
息を取る」や「読書の推進」などを呼び掛けた方が良いと思います。また、市民に広めるという点については、プロゲーミングチームに所属している人を使う
広告など市出身のプロゲーマーなどにPRをしてもらうなどの方法があると思います。ex)さいたま市ゲーム大臣、など。

②　学業が忙しくなって女子サッカーが続けられないため、スポーツの成績に応じて学業を免除するシステムを作り出す。

①まずはテレビのニュースや記事に載るために話題性があるものや話題になっていることを沢山して、若い人たちからの知名度を上げていくこと。

①・・・・もっと公式戦や小さな子どもたちの触れ合いを多くしたり、SNSに活動内容やサッカーをうまく行うコツなどをし、メディアに取り上げてもらう。

③ではそういう施設を設置してそこを無料開放もしくは子どもと大人400円くらいで使えるようにしたら良いと思う。

④について　eスポーツについて教えるのと同時に人に害を与えないゲームの利用時間について説明する。

④ゲーミング障害やゲーム依存になれば、どんな問題が発生するのかを相手に伝わりやすく、印象を残すことができるようにそのことに関するテレビ番組を増
やす。

③あなた方認知度を上げたいなんて仰ってますけどね？そもそもなぜここまで認知度が低いかご存知ですか？あなた方自治会が地域にアーバンスポーツをでき
る環境づくりをしないからですよ。確かに新設された公園や大きな公園にはある所もあります。しかし少なすぎるのですよ。もっと身近にせねばいかんのです
よ。家から半径徒歩10分圏内にその様な施設を設けるべきなのですよ。まぁその様な簡単で単純明快なことも分からないから学生に意見募集してるんでしょう
けどね。もちろん予算、土地、時間その他にも色々な理由があってできないのはお察し致します。しかし、だからと言って人々がアーバンスポーツをする機会
を増やさないことの理由にはならないのですよ。



④…eスポーツ部を設立するべきだと思う。eスポーツを学校でやるということは、学校に来なければならなくなるので依存していても最低限、学校に来させる
ことができるようになるから。

私は④に関する提案をする。最近は日本でもeスポーツが知られているようになったが、eスポーツはゲームなので、多くの人からの理解をあまり得てないと思
う。そこで、多くの人から、eスポーツへの理解を持ってもらうように、市が主催するeスポーツの大会や、高齢世代にもeスポーツへの興味関心を持ってもらう
ために、簡単なゲームの体験会などを行うと良いと思う。

③「アーバンスポーツ」を広めるためにはプロの方に市民体育館などに来てもらい子どもたちを集めて見てもらったら良いと思います。

②サッカーは小学生から始めて今も続けている人が大半で、中学生からその人達の輪に入るのは誰しもができることではないと思う。むしろ、できない人がほ
とんどではないかと思う。私は、この中学生からサッカーをやるということをもっと気軽にできるように、クラブチームなどに上級者、初級者の２チームを作
れば良いと思う。また、少人数でもできるようなルールを地域で作るのも良いと思う。

私は③の「アーバンスポーツ」を広めるには、学校の授業内でスケートボードはまだしも、３×３（バスケットボール）をやる機会を取り入れたら良いのでは
ないかと思いました。バスケットボールは個人ではできなく、バスケ部に入っている人しかやらないということが多いと思うので、各学校の授業内でやるよう
にしたら良いと思います。

②について。無料でサッカーの体験ができるイベントをする。小学校で行えば、興味を持ってくれる小学生が多いと思う。中学校から始めるのは、勇気がいる
し、周りとの差を気にしてしまう人が多いので小学生の頃から体験してもらえば良いと思う。

②→「女子サッカー」という言葉をきくと、厳しそう、みんな短髪、男らしい、みんな日焼けしてるなどのイメージを連想してしまい、それによって女子サッ
カーにチャレンジする事に抵抗がある人もいると思います。だから、女子サッカーをしてても女性らしくいられるなどという事をアピールして女子サッカーの
イメージを変えたら良いのかなって思います。

③について　バスケットボールなど市民にとって身近なものにしたいのであれば、学校の部活を種類豊富ではなく、数を減らしその部活に入るよう自然に促せ
ば身近なものになり広まると思う。

①番の女子プロサッカーチームを注目させるには、たとえば、SNSやYouTubeに投稿するともっと良くなると思います。なぜなら、SNSやYouTubeは色々
な人が見てると思うし、有名な人とコラボなどしたら注目になると思ったからです。

①試合をしたりして、人々にサッカーに興味を持ってもらえるようにすると良いと思う

②…自分の意見としては、小さい頃からサッカーに触れ合うことが大事だと思うので、ＷＥリーグの試合に抽選で招待すれば女子中学生のサッカー競技人口は
少なからず上昇すると思う。これは、①にも同様のことが言える。

④について…ゲーム依存やゲーミング障害と呼ばれる物は、ゲームという物が発明されて以来ずっと存在していて問題だと思います。私が思うに自転車の安全
性や危険性についての講演が各地の小学校で行われるのと同様に、ゲームについても子どもにその危険性を伝えるべきだと思います。

④について書きます。ぼくはeスポーツほどいらないスポーツはないと思いますが、ゲームを広めるには埼玉に関連させたら良いと思います。例えば、○○ゲー
ムで○○できたら、コンビニのクーポンなど。そしたらお小遣いの低い子どもが必死にやり、市民にも広がると思います。ゲーミング障害などの病気は、監獄
にでも入れてゲームできないように対策して、それを盾に、ゲームに依存しないように、市民たちに広げていけば良いと思います。それか障害者手帳のように
ゲーム依存手帳を作り自覚させる。

①マスコミ報道（特集組んでもらって）　②授業に入れる（五年か、六年位で（小学校））　③まちや公園で体験活動を行う。　④香川県と同じことをする。

③について、私はもっと公共の場で宣伝をした方が良いと思います。普段通りに生活していてもこれらの競技の存在を知る機会が少ないと思います。そのた
め、普段から多くの人々が利用している駅などに、ポスターなどの小さな物などでも良いので、何か宣伝した方が、より多くの市民にこれらの競技の存在を
知ってもらえると思います。

④時間を決めてその時間以外は勉強やご飯、風呂、学校などをしっかりする。

④外国でeスポーツはあまり問題視されていません。しかし、日本では多くの大人がeスポーツを問題視しています。目が悪くなるといった理由や、勉強をしな
くなるといった理由が主な理由だと考えます。しかし普通のスポーツでも足や腕などの他の部位が悪くなりますし、楽しくて勉強より優先してしまうことも
多々あるはずです。このように普通のスポーツと何ら変わりないのに、なぜ日本人は問題視してしまうのかとても疑問に思います。

④：日本人はお金に弱いので賞金を付ければ少しは広がる。③：④と同様（賞金）②：他県から取り入れる。①：日本テレビで放送　④、③は学校の行事にす
るのも良いかもしれない　②はもう誘うしかない　①はこうするしかない

②ｘ（まず最初に体育の授業でサッカーという種目を増やし、サッカーに興味・関心をもたせたら良いと思う。）
そして、サッカースクールを作り、町中にその情報を促すために、チラシなどを貼ったり、配ったりして、ｘを呼びよせサッカー人口を増やす。



主要な場所に①の広告をたくさん貼る。

④一日何分ゲームをするか決めて、目に負担がかからないようにやることを勧めれば、依存症などの問題も解決され、市民に広めることができると思う。

②女子サッカーを普及させるためには体育の授業でサッカーをすれば良いと思います。サッカーを授業に取り入れることによってサッカーのおもしろさに気付
くと思ったからです。

②について　今の時代、スポーツより勉強を優先するという御家庭が多くなっているというのも、女子中学生サッカー競技人口が減少している理由の一つだと
考えます。また、中学生の勉強は小学生の時とは比べ物にならない程増え、難易度も上がっています。小学生からずっとスポーツをしていた学生からすると
「スポーツやってたら成績やばい」と考える人も必然的に増えてしまいます。もう一つの理由としましては、女子中学生というのはやはり力が弱く、犯罪に巻
き込まれないか不安な御両親もたくさんいらっしゃるかと思います。なら、サッカーなどのスポーツではなく、空手などの護身術をやらせる御家庭もあるかと
思います。なので、サッカー競技人口を増やすのなら、後者の理由を防ぐため、防犯をより一層強化するべきだと考えます。

④について僕はゲーム依存している人がいるならば、市が、外で遊べる、かつ、人気またははやるプロジェクトを実施したらどうか。また、無料ゲームなどに
関しては、年齢制限などを付けたり、何時間も続けてやってる人に関しては、強制的にブロックしたほうがもっと良くなると思う。

①お金で有名な選手を取りリーグ戦で優勝すること。町でチラシを配ること。②スカウトや新しいチームなどを作ってチーム数、人口を増やす　③激戦を繰り
広げてくれると予想するチーム同士のリーグ戦をしたら良いと思う。④障害や依存してしまうならそのゲームでお金や仕事などができるようにすれば良い。

③主に「3×3」において、バスケットコートをたくさん作れば良いと考える。理由として、「3×3」の競技人口を増やすためには、その競技を行う場所が必
要になってくるからだ。また、アーバンスポーツやスケートボードも同様に場所が必要になる。しかし、スケートボードやアーバンスポーツは道路でもできる
ため、滑らかな車の通らない場所を確保すれば解決すると思う。この町には、広い公園がたくさんあるが、オリンピック競技を真似してできる場所がないため
少し不便な面がみられるので要改善すべきだ。

④スマホの時間を決めることで良くなると思う。②チラシを配るなど興味がわくようなことをする。

③について、オリンピック種目を広めるには、何か体験するイベントを開催すれば良いと思う。誰かが一人でも体験することによってグループで話すときの話
題となり、そのグループ全員に広めることができるから。また、イベントを行うことによって普段あまり体を動かしていない人が体を動かすキッカケになるの
ではないだろうか。私は、新しくオリンピック種目になったものを広めるには体験型のイベントを行うべきだと思う。

①中学生の意見を集めるより中学校に対して広告となるような手紙等を配布した方が良いのでは？他には、前に述べたように、主要な駅（浦和や大宮等）の周
辺に広告することやマスメディアに選手を出すように交渉したりするのが得策かと。資金がどれ程の予算なのかは知らないが、少ないなら、この提案書の作成
にかかった74,025円でチラシ等をつくれば①～④の全てのチラシが約8812枚ずつ作れたのだから、その分を主要な駅で配るだけでも多少の効果は得られたの
では？

④私は「eスポーツ」の普及に際し、そもそも普及しないべきだと思う。「eスポーツ」は体に悪いことが起きると分かっているのになぜ普及する必要があるの
か。つまり、酒やたばこと同様である。前面に書かれている``課題``の解決は不可能であろう。

①新しいプロサッカーチームが注目されるには第一に市民の興味をひくような試合を沢山することが大切だと思います。また、地域のボランティア活動や小学
校に売名などをしに行くこともとても大切だと思います。また存在を知らない人もいると思うのでチラシを配るなどして、まずはチームの存在を知ってもら
い、活動が知れ渡れば良いと思います。

④私はあらかじめ、ソフトに～時間以上、または、1日～時間使うと通信が切れるなどの制限をかけるのが良いと思います。通信が切れると、ゲームが出来なく
なることで、ゲーム障害、ゲーム依存をなくすことができると考えました。また、ゲームソフトだけだと、リモコンは使えてしまい、違うソフトで遊んでしま
うので、リモコンにも制限を会社の方があらかじめ、制限すると良いと思います。制限をした上で市民に広めるためには、おもちゃ売場だけでなく、私達が
もっと身近で買えるような、コンビニエンスストアなどに置いていただけると普段イオンや大きなショッピング施設に行かなくとも買うことができると考えま
した。小学生の学校生活の昼休み、中休みなどで遊べるようにするのも良いと思います。

④eスポーツの為の施設を作ってそこでゲームできるようにする。タイマーなどを設置して2時間ごとに運動したり（施設にジムを作る）、読書などをしてずっ
とゲームをしない環境を作る。たくさん運動をすると高性能なゲーミングチェアや良いパソコンがもらえるようなシステムにする。市民に広めていくには、本
気の方も軽くゲームをする人も本当にちょっとしかやらない人もみんなで楽しめるようなゲームにすれば今からはじめる人も軽い気持ちでゲームを始められる
と思う。みんなで楽しめるゲームにするには1試合を5分くらいにする、操作を簡単にするなどの方法があると思う。

③私は自分自身がバスケットボール部に所属していたため感じますが、やっぱりどんな事に対しても、広めていくには実際に自分で体験するということが大切
だと考えます。自分自身がそのことに触れ合うことで。観客として競技をみるのとするのとでは全然感じ方も違うと思うます。なので、各地域ごとなどでその
スポーツをやる機会を設けることが良いと思います。また、各スポーツの選手方が、体験場所にきて、実際に教えたり、一緒にプレーしたりすることが一番た
くさんの人に知れ渡ると思います。

①イベントなどを開催してＰＲする。マスコットを作る。

②女子中学生のサッカー競技人口を増やすためには、中学校の部活でサッカー部を取り入れたり、プロの方の講義を受けたり、体験したりする場を設けたらど
うか。サッカーは団体競技なため、必要な人数も多い、そのためにサッカーが好きな女子が学校に広め、もっと部活を活発にさせる必要があると思う。また、
後者はプロの方を招き入れ実際に指導や話を聞くだけで興味が沸く人もいると思う。

③について体験できる場所があったら良いと思う。アーバンスポーツの中でもBMX・スケートボードなどはできたらかっこ良いし、見ているとあこがれる人は
少なくないと思う。しかし、事故を起こしやすかったり、けがすることが多かったりすると思う。だから、やろうとしても怖さが勝ってしまう。怖さを少しで
も軽減させるために安全かどうかも体験したり、見たりする中で伝えられたら良いなと思う。



私は①の課題について、注目されるためにはまずは、女子サッカーチームがあるということと、「WEリーグ」が設立された事を知ってもらえば良いと思いま
す。そのためには、まちのスクリーンに「WEリーグ」のプレー動画を流したり、学校などで、女子サッカーの資料動画を流したりすれば良いと思います。

②小学や中学校にプロのサッカー選手を呼んで、サッカーの楽しさを伝える。まちに広告用のポスターなどを貼ってみんなに知ってもらう。みんなで使える体
育館などを使って、みんなに体験してもらう（ポスターなど、インターネットやCMを使ってみんなを呼び込む）

②体育の授業で女子もサッカーを習って苦手な人も楽しめるように、工夫して授業をする。

④「eスポーツ」はスポーツではありません。ゲームです。ただ響きを良くしただけです。ゲーミング障害やゲーム依存などの問題があると分かっているならな
ぜそれらを広めようと思うのですか。「eスポーツ」を広めるのではなく、既に知ってる人の間の穴場みたいな感じの施設を作っていけば良いのではないでしょ
うか。広めるのは違うと思います。

②積極的に地域やまちに女子サッカーのクラブを作るなどして女子サッカーというものが一般的に広がるようにする。学校などの行事として、教える先生を用
意し、触れる機会が少ない生徒にもサッカーの楽しさを広める。サッカーの試合を皆で観る機会を学校で作り、興味を持ってもらう。

③においては、より多くの人にアーバンスポーツの存在と楽しさを知ってもらう必要があると思います。このスポーツの3種目を中心としたスポーツ用品のコー
ナーや店舗、また、体験施設などを設けることによって認知度が高まり、興味を持つ人が増えると思います。他にもシールなどのグッズを作ることも大切だと
考えます。

②男子だけにサッカーをおすすめするのではなく、女子にもサッカーを積極的におすすめするべきだと思います。また、サッカーは男子がやるというイメージ
をなくして、女子でもサッカーをやることを当たり前にしていけば良いと思います。④ゲームはやりすぎると依存になりやすいので、しっかりとやって良い時
間を決めておいてから、ゲームをしたら良いと思います。または勉強などをやった量や時間によって、ごほうびとして行えば、やり過ぎることもなくなると思
います。やり過ぎたら明日ゲームを禁止するなども有効だと思います。

②プロのサッカー選手による無料のレッスンを開き、市の学校などでチラシなどを配り参加を募る。④ゲームと人気なアニメや漫画とコラボし注目を集める。
香川県の「1日1時間」という様なゲームに関する決まりを作る。「ゲームを1時間おきに〇分休むとポイントがもらえる」などのシステムを作る。

ゲーム依存症になると自分ではやめることができないので、周りの人が注意をしたりゲームの時間を決めたりした方が良いと思います。②サッカーには男子が
やるというイメージがついてしまっているので、その考え方を市全体で変え、女子でもサッカーがやりやすい環境を作っていけば良いと思います。

④ゲーム依存症を防ぐには、時間を設定して、防ぐことが有効であるが、「あと一分」のような思考を使って、いつまでもやり続けようとする心理が働き、難
しい。そのため、市がそのゲームをやらせる専用の場所を作り、そこで監視して、できるだけ防ぐようにできると思います。②サッカーは（スポーツ全体的
に）男子がやるというイメージが強く、女子がスポーツ（サッカーなど）をやりにくい状況なので、女子のみが参加できるイベントを多めに作って、雰囲気的
にも女子もスポーツ（サッカーも含めて）がやりやすい状況を作るようにする。

③まず、アーバンスポーツは「路上で行っていて邪魔だ、マナーが悪い」などの否定的な意見がまだ多くあるのが現状だと思う。また、アーバンスポーツを練
習できる場所も少ないと思う。なので、アーバンスポーツの練習場や公民館などでアーバンスポーツに触れていく機会を作り、上記のネガティブなイメージを
払拭することにつながると思う。①まず、サッカーの女子チームは地元以外での知名度がかなり低いと思う。なので、まずは知名度を上げ、サポーターを増や
していくのが重要だと思う。そこで、まずは知名度を上げるためにポスターや新聞、インターネットサイトなどを作ったりしていくのが良いと思う。また、
サッカー教室などを開き、地元との交流を増していくのも良いと思う。

④子どもは親に規制してもらう。（自分だったら欲に勝てない）大人は、止められない人は本当に手が付けられないので、抑制せずに解放する。（そういう人
専用の集まりを作る）②サッカーについてのチラシ・掲示板を作る。

②についてですが、女子がサッカーをしやすくなる環境を作る（学校の授業でサッカーを教えたり、サッカーの大会を増やしたり宣伝したりする）と良いと思
います。④についてですが、eスポーツで優勝したりするためにオリンピックと同様に練習して、そのためにゲームにはまってゲーム依存になったりする人が増
えていると思います。eスポーツを広めるとこういった人がどんどん増えると思います。それを制限しようとしてもほぼ意味がないと思うので「eスポーツを広
げる」と「ゲーム依存を防ぐ」という目標を同時に達成するのは無理だと思います。なので、eスポーツかゲーム依存防止の２つから選ぶとすればeスポーツを
広げるのはやめるのが良いと思います。

②について、サッカー選手が、無料のサッカー体験みたいなものを開催することで、女子にもサッカーに対する関心を持ってもらう。④人気のアニメや漫画と
コラボして、注目を集める。香川県と同じような、「一日〇時間」と決めれば良い。また、某プレイヤーが一億人越えのゲームFのように、誰でも参加できて優
勝賞金がある大会を行い、市民からの関心を高める。

④ゲームを適度な時間やる分には、ストレスの発散などにもつながるため、良いと思う。しかし、ゲームのやり過ぎなどにより、成績が下がってしまうという
のは良くないと思う。だから、ゲームによって成績が下がってしまうことを自覚させるために互いに気付かせるか、宣伝するという手があると思いました。③
オリンピックなどに出てきた有名な選手を、小学校や中学校などに招待させて、子どもでも知ってもらうようにする。また、安全に子どもたちができるように
整備する。または、メディアに頼るしかないと僕は考えました。

④ゲーム依存の人は年々増加している。その解決方法としては、本当のスポーツのおもしろさを伝えるということが効果的だと思う。スタジアムでのプロサッ
カー選手のプレーはとても迫力があるので、スタジアムに行ってもらえるように宣伝することで解決に近づけると思う。②学校教養の一つとして、サッカーを
早い段階から取り入れることが良いと思う。それによって、サッカーの身近さを実感させることで、女子でも、サッカーに興味を持つ人が増えるのではないか
と思う。

②サッカーは男のスポーツという印象が強く、授業などでも触れる機会が少ないから競技人口が減少していると思う。そこでさいたま市は、浦和レッズの人な
どを小学校に派遣し、サッカーを教えるということをしている。しかしそれでも増えないのは家庭状況などいろいろな問題があると思うが、一番は「場所
だ」。女子のサッカークラブなども少なく、また公園などでも最近ボール遊びが禁止されているのでなかなか触れ合い、練習ができない。なので、クラブを増
やしたりボール遊びができる広大な施設などを作ったりして、場所を確保したら良いと思う④ゲーム依存症の影響として「運動不足による病気のなりやす
さ」、「コミュニケーション能力の低下」などが挙げられる、ここで僕は「コミュ力の低下」について考えようと思う。「コミュ力の低下」はゲーム機器の前
にいる時間が多くなるため、相対的に人と話す時間が少なくなるからだと思う。そこで、「ゲームをする団体」を作れば良いと思う。「CR」など大きいクラン
などがあるが、もう少し数を増やしていければ良いと思う。



②女子サッカーを普及させるために必要なことはまず、サッカーが男子のやるスポーツだと思われていることを変えることです。小・中学校やその周りで女子
がサッカーをできる場所が非常に少ないため、やりたいと思ってもできないことが起きてしまうと思うからです。④eスポーツで問題視されているゲーム依存症
は、ゲームをずっとやってしまうことでなってしまうので、ゲーム以外に熱中できるものがあれば、依存症になる人は少なくなると思いました。そのためには
他に熱中できる物を見つけられるような環境を作ることが大切だと思います。

④ゲーム依存の人は自分で止めることはできないので他の家族の人などがゲーム時間をチェックしたりそれで注意したりすることで少しずつ止めることができ
ると思う。①話題にするためにはやっぱり今の時代はSNSなのでSNSで積極的に情報発信するなどして少しずつ知ってもらう。また、地域のボランティア活動
にチームのユニフォームを着て参加することで地域の人にも知ってもらう。

④香川県の条例で、1日ゲームできる時間は「1時間」というものがある。それが訴えられたのは、「1時間」が短すぎるのであって、時間をのばせば良いと思
う。だから1日「３時間」などにすれば良いと思う。また「eスポーツ」を広めるためには、無料配布をすれば良いと思う。「eスポーツ」がこれ以上広がって
いないのは金銭状況にも関係してくると思う。だから、無料配布をすれば、広がる！③市民体育館などで、頻繁に無料の体験大会を開けば良いと思う。抽選に
よって人を選ぶことになるだろうが、頻繁に開けば、みんなやってみることができると思う。そして、その体験大会に参加した人のうち、誰かは、興味を持つ
と思う。そのような、興味を持った人を集めて、何かチームやクラブを作れば良い。

③３×３（バスケットボール）は元々ストリートで行われていたものなので、道端にボールが出ないような半面のバスケのコートを作っていけば良いと思う。
④ゲームを作っている会社などと協力し、60分ゲームをしたら５分は強制的にWi-Fiを切断させるようにする。機器を作っている会社は５分ごとにデータが機
器内にインプットされるようにする。

②女子中学生の競技人口が減っているということは、なじんでいる人が少ないということがうかがえる。そこで、地域の女子サッカーチーム選手を学校に呼ん
で体験授業を行うなどして、そこで女子サッカーについて興味を持ってもらえば良いと思う。そうすることで、女子サッカーを始める人が出てくれば周囲に広
まっていくのではないかと思う。④ゲーム依存によって学力低下や体力低下などの悪影響を及ぼすことは明らかである。香川県のように1日1時間までという条
例を発達途中の小・中学生を対象にすれば良いと思う。一方大人になったら自分で制御してもらいつつ、楽しめれば良いのではないかと思う。

アーバンスポーツは、有名なスポーツ種目よりも知名度が低いので、中学校や高校の体育授業に取り入れて将来色々な人がアーバンスポーツを知っている状態
になってほしい。④ゲーム依存になってしまう人は何時間遊んでも飽き足らないので、どこかの県が定めたように条例を使って、ゲームは1日〇時間までと決め
れば良いのではないか。

④eスポーツを広めるためには、それに関係する企業が広報・宣伝し、大会を開いてテレビ等で広告する必要があると思います。②学校のサッカー部が男子のみ
の場合が多いので、他の運動部も同様ですが、男女両方入ることのできるようにするか、そうできない場合は男子と女子それぞれの部を作る必要があると思
う。

④ゲーム依存症は、ずっと家にこもってすごいことをしているので、たまには家族とか友達とか話が通じる人が注意したり、外でゲーム以外で遊ぶことを推奨
する。ここでゲームの使用量に制限をかける。②「アーバンスポーツ」は中々人々に親しみがなく、僕自身もあまり聞いたことがなかったため、駅など人々が
目に引くようなものを作ったり、テレビCMにしたり、学校などの授業で取り入れたり、すれば良い。

④お店にゲーミングコーナーなどが多くなってきている。そこにeスポーツを体験する場所を作り、お試しで大会が行われているゲームを無料で遊べる場所を増
やせばeスポーツが広がると思う。②女子でもサッカーを楽しめるようにするため、バスケットボールと同様にボールを小さくし、男女に分けてプレーすれば良
いと思う。

②女子サッカーを普及させるには？.…サッカーは男子がするものだと思われがちなので、女子サッカーはあまり普及していない。なので学校の部活にも女子
サッカー部を作り普及していくべきだと思う。日本は女子サッカーが強いということを体育の授業などで教えてあげると良いと思う。④eスポーツの課題解決…
ゲームをスポーツと呼んで良いのかなど賛否両論だけど僕は良いと思う。そこで問題なのがゲームで勝つにはたくさんゲームをしなくてはいけないが、ゲーム
のし過ぎは、体に悪いという点。だけど、ゲームをする時間を制限すると、強くなれないので、大会に出場するための条件に健康であることを付ければ良いと
思う。そうすれば選手も大会に出れないと意味がないので体調管理をするようになると思う。

②女子サッカーチームのなでしこJapanの活躍などをみんなに知らせたりTVで取り上げたりポスターなどを配ったりして女子でもサッカーをやりやすくするよ
うな社会の雰囲気を作る。④１時間携帯を使った後に５分休憩するとデータ0.05GB無料になる。GBは値段を安くしすぎると0.05GBの価値が下がるのでGB
の値段は変えずにそのようなシステムを作る。

③新しいスポーツをする選手に協力をもらい、競技中の動画をとらせてもらう。その動画を使ってCMを作るなどすれば良いと思う。このことによって当面は
知っている人が増えるであろう。またさらなる効果として興味を持ってもらうことが大切だと思う。昔からふれていた方がその競技がより身近になるので、さ
いたま市の教育の中にその競技を盛り込む。何ヶ月も長くやることができなくても、一度このスポーツをやったという意識ができると、その後の興味も違うだ
ろう。④現在人気のあるPS4、PS5、PSVR等でeスポーツの体験版などを製作し、実施する。

②そもそもサッカーに触れる機会がないと、サッカーをやりたい、やってみたい、という気持ちが出てこない。よって、まず学校の体育のサッカーをもう少し
ルールが分かるように楽しくできるように教育するべきだと思います。また、さいたま市全体も浦和のように、サッカーの像や旗を作り、サッカーを身近に感
じれるようにすれば良いと思う。③新しいスポーツを身近に感じるのはまず、ニュースだと思う。ぼくも、BMXはニュースで知った。しかし、現代人はアニメ
やスマホばかり見ていてニュースを見ない。それが広がらない原因だと思う。なので、電光掲示板などにスポーツの広告を貼ったり、効果的かは分からないけ
れど、こまめに、アーバンスポーツの教室を開いたりすれば良いと思う。

②個人的な意見ですが、サッカーは怖いというイメージがあります。埼玉県はプロリーグが２つもあるので、そこを活用するなどして、サッカーは楽しいと思
えるようなイベントなどを各学校で開催したり、各学校で女子サッカー部を普及させるというのはどうでしょうか。④ゲーム依存症などを防ぐため、「eスポー
ツ」用のゲームを作り、そのゲームは１日にプレーできる時間が制限されるというようなシステムにします。そうすれば、「eスポーツ」においての、ゲーム依
存症を防ぐことができます。遊ぶ、普段娯楽のために使うゲームは、自己責任(無責任ですいません)。がちがちにしてしまっても楽しむためのものが楽しくなく
なってしまうので…。時間の制限については会社が決めます。未成年においては家庭内で制限をつける。

④番　オンラインでの大会を開き、市のNO.1を決めたり、その大会を宣伝したりすれば、市民のeスポーツへの関心が高まり、市民にeスポーツが広がると思
う。テトリスやぷよぷよは経験者もいると思うので、大会を開けば盛り上がると思う。②番既にある市内の女子サッカーのチームで練習試合や本格的な試合を
すれば、それを見た人達が女子サッカーに興味を持ってサッカーを始めると思う。それで女子サッカーをする人が増えれば、有名になって注目度が増すと思
う。

②まずは、女子サッカーを知らない人もいると思うから女子サッカーの魅力を多くの人に知ってもらう。その上で、女子サッカー部がある中学校を増やすこと
で競技人口が増加し、広まると思う。④競技用のゲームと普段遊ぶ用のゲームに分け、競技用のゲームのみ会社ごとに制限をかけることでゲームのやり過ぎを
防げると思う。また、ゲーム依存の人はときどきオンラインで誰かと会話するようなシステムを作った方が良いと思う。

④まず、テレビのCMなどを使い、eスポーツの良さを広める。また、競技用のゲームと普通のゲームを分け、会社側が、競技用のゲームは１日のプレー時間に
制限をかけるなどして、ゲームへの依存を防ぐ。②そもそも、中学に女子サッカー部がないところが多い。なので、中学に女子サッカー部を作るまでいかなく
ても、男女両方OKなどにするべきだと思う。また、そもそも女子サッカーをよく知らない人も多いと思うので、地元の女子サッカーチームが中学校に行って交
流したりして良さを広める。



②について…「サッカーのまち」浦和がさいたま市にあるので小学校に、浦和レッズのコーチの方がいらっしゃって指導して下さるイベントがあって、私もと
ても楽しかった記憶がある。しかし、中学生になってからサッカーにふれる機会がなくなってしまったので、中学校で女子サッカーチームの方々が指導してく
ださるイベントがあれば、女子でサッカーに興味をもつ人も増えると思うし、①の女子プロチームのPRにもなるので良いと思う。また地域の小さな子に向けて
教えたりすれば、サッカー好き子どもにとってはプロの方々とふれあえるとても貴重な体験になるのと、保護者の方にもプロチームを知ってもらえるので良い
と思う。③について…BMXやスケートボードの選手の方々のインタビューなどを見ていると、家に練習場所があったり環境に恵まれている場合が多いと思う。
しかしさいたま市はマンションも多いし、個人で小さくても練習場所を持てる人の方が少ないので、小さな頃からサッカーや野球と同じように体験できる
「アーバンスポーツ」の総合施設を埼玉県の自治体や国と協力して作って競技人口を増やしていくことで多くの人に知ってもらうと良いと思う。

②自分たちでポスターを作って市内に貼ったり、実際に女子中学生に観戦させる。大宮にある広告塔を女子サッカーの魅力を伝えるようなものにする。④依存
症は親と話し合って制限をかける。パスワードはこまめに変えるように呼び掛ける。広めていくためには「eスポーツ」の大会を市内で開く。市内の電車の広告
で「eスポーツ」の楽しさを伝えるようなビデオを流す。市内に「eスポーツ」のチームをたくさん作ってみんなで協力してプレーする。制限すると料金が減る
ようにする。

アーバンスポーツのできる施設を立ち上げ、体験会やレッスンなどを行うほか、市内の小中学校などに教えに行けば市民のアーバンスポーツに対する理解が広
まると思う。

③それぞれの種目の関連する場所にPRの広告を設置すると良いと思います。例えばBMXだったら自転車置き場、パルクール、スケートボードなどはアスレ
チック施設など、自分がちょっと関連していると思うと興味が持ちやすいです。また、その種目の簡単なルールを含んだゲームサイトがあると良いと思いま
す。３×３のバスケだったらゲーム開始の感じやコートの様子など５人制バスケとの違いも交えながら、VR映像的なものでも良いかもしれません。パルクール
などは臨場感が味わえたりして、小・中学生に興味を持ってもらえるかなと思います。実現に向けて頑張ってください。

③私も今までアーバンスポーツを知りませんでした。まず、スケボやBMXのルールなど全く分からないです。そこで、空いている土地にその施設などを建てて
みる。そうすると、学生の間で、誰かがそのスポーツをやる→友達に伝え、友達もやってみる→色んな人に広まると思います。また、賞金付きの大会を開く事
で、アーバンスポーツへの意識が広まると思いました。さらに、学校での体育などでアーバンスポーツに学生が触れる機会を作ればそこから興味をひく人も出
ると思いました。

②について、賞金を懸けて、さいたま市の子どもたちに向けてオーディションを行います。サッカーの才能があってもサッカーを習っていない子を発掘できる
かもしれません。また、賞金を懸けることによってサッカーに興味を持っていなかった子でも、興味を持つきっかけができると思います。

③について　さいたま市のスポーツセンターなどで、定期的にアーバンスポーツの体験会を開けば良いと思います。

提案③今では難しいと思いますが、実際に体験してみるのが良いと思います。実際に体験した方が、その種目のルールややり方が分かって、観戦を見るのもや
るのも楽しくなると思います。また、選手の方や先生方の話を聞けば、その種目の楽しさがもっと伝わると思います。あと、今なら広告・チラシを作ってみる
のが良いと思います。また、そこにQRコードを付けて、動画を見れるようにすると尚更良いと思います。

②について　女子がサッカーに触れる場がないと興味を持ってくれないので、女子のサッカーチームや、女子サッカー部がある学校を増やしたら良いと思いま
す。また、サッカーの魅力が伝わらないと、そのような部やクラブに入ってくれる人も少ないと思うので、学校の授業等にサッカーがあると、より良いのかな
と感じました。

②・低学年からプロの方からの授業を取り入れる。授業は男女別に行う。・クラスに２つサッカーボールがあるように配る。

①について、海外の選手を日本に呼ぶことで、日本の女子チームを強くし、世界でも注目されたなでしこJapanのように、世界で戦えるチームになると思いま
した。

③・実際にスポーツを体験することができるようなイベントを行ってみる。・大会を見ておもしろいスポーツだと知ってもらうために、大会が近い日にある時
にはポスターや電光掲示板などで大会があることを知ってもらう。・少しでも興味を持ってもらうために、図書館や本屋などではアーバンスポーツに関する本
を人目に付くような場所に置く。

③学校にそれぞれの種目の選手を行かせ、小・中学校の段階で、このようなスポーツがあると披露する。

③学校にそれぞれの種目の選手を呼び、体育の授業でやって普及させる。

①について　女子プロサッカーチームと男子プロサッカーチームを対戦させ、女子プロサッカーチームの実力を見せてはどうか。女子プロサッカーチームの広
報活動をしてみたらどうか。女子プロサッカーチームがボランティア活動等をしてみてはどうか。他の女子選手に(サッカーだけでなく、レスリングや剣道等
も)、女子プロサッカーチームについて聞いてみるのはどうか。

①プロの人が、埼玉県の色々な中学校や高校に訪問し、女子サッカーのことについて、話をしたり、一緒にプレーしたものなどを動画にあげたりして、知名度
を上げていく。

①女子プロサッカーチームを強くする。そして、男子プロサッカーチームとのコラボ等をし、話題を集める。

④どんなに良いことにも犠牲はつきまといます。この原則を分かっていないといけません。なので、eスポーツを広めるということには、ゲーム依存はある程度
の犠牲として受け入れるべきだと思います。



④・eスポーツ部を作る。・eスポーツを学校の授業で取り入れる。・eスポーツの大会を開いて、ライブ配信する。・ゲーム依存専門の病院を作る。・ゲーム機
にアラームを作る。(見守り設定)

③オリンピックで採用された競技などについて考える授業をする。広めるためには、まず、「知ること」が大事である。また３×３のバスケットボールなど、
実際に学校でできるスポーツなどは体育や特別活動の時間にみんなで体験し、その競技の楽しさや面白さを実感することで、家族や友達に広まって行くと思
う。そして、実際に市の大会などにもその競技を採用し、市民全体に見てもらう。すると、実際に行うことができなくても、「知ること」にはつながると思い
ます。

④あらかじめ1日にゲーム類を使用する時間を決めておく。親から子どもに悪口や暴言を言わないように伝えておく。ゲーム機に「見守り設定」を入れてもら
い、親が子のゲームをできる時間を制限できるようにする。条例や法律を作る。ゲーム以外の読書や運動の楽しみを伝える会などを地域で紹介する。インター
ネットでゲーム依存の怖さを知ってもらい、節度をもってやれるようにする。

④「eスポーツ」について　ゲーム会社にeスポーツ用ゲーム機の料金引き下げを要請すればeスポーツが市民に広まるかもしれません。ゲーミング障害・ゲーム
依存の問題については、一定時間以上連続でゲームをプレーすると警告が表示されるようにするともっと良くなると思います。

①ボランティア活動②推薦の枠を設けて、サッカーの得意な人を集めたり、指導者をかえたりする。③地域の公共施設などに行き、名前を覚えてもらったり、
バスケットボールをプレゼントするなどして、評判を良くし、人から人に広まっていくようにする。④条例などに加えたり、実際に動いた方が良いということ
を誰もが納得できる形で説明会などを開く。

③について　埼玉県内の大会などを開き、一般の人達が興味を持つようにすれば、もっと良くなると思う。②について、女子サッカーのメンバーが、小・中学
校に行って授業すれば良いと思う。

④部活を作る。活動するためのテストの点数の基準点を作り、勉強とゲームの両立を図る。

④eスポーツを広めていくには、私は次のようなことが必要だと思います。まず、eスポーツを広く知ってもらうため、プロゲーマーさんなどをお招きし、講演
などをすることでeスポーツに興味をもってもらえると思います。その講演の中でeスポーツとはどのようなもの、何が大切なのか、何を注意するのか、等のこ
とを知ってもらえれば良いと思います。また、部活などにもeスポーツを採用し、eスポーツを身近なスポーツとして考えてもらうと同時に、生徒が依存や障害
になるのを防ぐために、部活を続行できるための成績などの基準となるものを決めることによって、勉強とスポーツの両立を図ることができると思います。こ
のようなことをすれば、eスポーツプレイヤーとしての職業も人気が高まり、認められると思います。

④そもそもeスポーツに対する理解度が低いような気がします。若年層はスポーツやゲームは身近ですが中高年の方々は、たかがゲームという考えを持った人は
少なくないと思います。eスポーツを盛り上げていくには、ゲームに対する考えを改め、スポーツを全ての年齢の人に更に身近にしていく必要があると思いま
す。ゲームとスポーツならゲームで、ではなく、eスポーツとスポーツ、両方をという考え方にする必要があると思います。ゲームに関して、ゲームは個人で家
の中で、というイメージがありますが、もっと開放感があっても良いと思います。例えば公園に10台ぐらいゲーム機を置いたり、公園全体をVR技術を用いて
体と頭をつかって遊べるようにしたり、公園にゲーム機なんて置いたらとられるではないか、と思われそうですが、それはゲームに対して中途半端にしか向き
合っていないからです。いわば、体と頭を使う1つのジムのようなものを作ってはいかがでしょうか？

④父親や母親に、一日何時間ゲームをするか相談してもらい、決めたうえで、時間になったら、やめてもらい、初めのうちはごほうびをあげたりして、定着さ
せる。

④は、eスポーツの協定などを作り、そこに時間制限などの有効な策を書いておけば良いと思う。

③は、市民に普及させるには公園とかにバスケットゴールだったり、軽い斜面の自転車ロードを設置したら気軽に遊べると思います。僕は近所の公園で、遊ん
でいる人をそこまで見ていないので、人が集まる場所としてどんどん帰って来てくれると思います。

①について、人が集まる場所(駅など)に壁をサッカー一色にすれば良いと思います。②について、実際に活躍してる選手を小・中学校にお呼びして、講義しても
らうのが良いのではないか？③については①と同じく。④について、物事には「程度」というものがある。依存などが心配される「eスポーツ」、別の外運動も
勧めつつも…、ていう感じで広めていくのはどうか。

③新しくオリンピック種目になったもののうち、できるだけ簡単なものを休日に規模が小さい大会などを行うのはどうでしょうか。④ゲームをやりすぎてしま
わないように目安の時間を作り、それでも解決しなければ深刻さを伝えるなどをすれば良いと思います。

①について　まずは市内の掲示板などに試合の日時などが書かれたポスターを貼る。次に最初はチケットを安くお手軽に見れそうな値段に設定する。そしてあ
る程度市民に知られるようになったら、次は地域の人達との関わりを増やす。(ファンクラブなどを開いても良いかもしれない)

③番　アーバンスポーツ試合チケットをさいたま市民限定割引や無料にして配布するともっと良くなると思う。また、競技場での体験活動などを行い、市民の
興味を引くと良くなると思う。

④定期的にeスポーツを触れ合うイベントを開催し、市民に広める



③さいたま市内で、3つのスポーツを中心としたオリンピック競技の紹介や、実際に体験できる施設を作る。また、市内の中学校に行き、体験する授業を設け
る。④「eスポーツ」ゲームを体験した後に実際にスポーツを行うことができるキャンペーンをする。

③サッカーを行う時間を授業に取り入れるなど、もっと身近なスポーツになるようにすれば良いと思う。

①学校でサッカー教室などを行い、興味をもってもらう。②既に女子サッカーに所属している人が広める。④授業に取り入れる。

①テレビ演出をする。

③番について　「アーバンスポーツ」は私が知らなかったように、まだ知らない人がたくさんいると思います。そこで、まずは知ってもらうために、実際に見
たり体験したりできる場所をつくれば良いと思います。「BMX」「スケートボード」などは技を披露する場が必要だと思います。誰でもすごい技とかを見たら
興味をひくと思うからです。「３×３(バスケットボール)」については、実際に体験(練習)できる場を作ると、市民が集まってくれるのではないかと思います。
「オリンピックに種目として採用された」などの情報を市民の皆さんに発信にすることが大切だと思います。

④例えば、３時間続けてゲームをしたら自動的にログアウトする仕組みなど安全に注意したゲームを作り、インターネットで宣伝してさいたま市民のゲームへ
の注目度を上げる。

②プロサッカー選手を呼んで、学校で体験授業を行う。③体育の授業で行うよう指示する。

②…埼玉県内の小・中学校で男女に分かれた体験教室を行うことで、「サッカー男子だけがやるスポーツではない」ということを理解してもらう。選手から直
接、話を聞く。③…ルールを知ってもらうために、中学生の前で実際にプレーしてみる。①…他の女子サッカーチームとの違いをアピールする。

③アーバンスポーツが知らない人に向けて、どのようなスポーツなのかを紹介する場所を作り、更にそのスポーツを簡単に体験できるようにする。たくさんの
人に知らせるために、テレビでコマーシャル出演をする。

④運動した時に消費したカロリーを運動の種類ごとに分けて書かれた、チェックリストを配る。消費したカロリーがどれくらいなのか具体的に示した方が運動
をしたいと思えるようになるらしいです。

③アーバンスポーツの練習場所を市民が多く来る、集まる、ショッピングモールなどの近くに作ると良いと思います。アーバンスポーツの練習場での練習を見
て、体験したいと思った人たちのために、BMXやスケートボードの貸し出しなどをするともっと良くなると思います。あとは、学校の授業などの中にアーバン
スポーツを入れることも良いと思います。

①他のチームとは違う活動をすると、周りから注目を集めることができると思います。プレーが上手いのも大切ですが、子どもたちにサッカーを教えてあげた
り、ボランティアに参加したりなどする。②サッカーってどちらかというと男の子がするスポーツのイメージがあるので女の子はやりたくてもできない人もい
ると思うので、授業でサッカーに取り組めるようにしてあげたりと、誰でもできるようにしてあげる。③学校の授業で取り組む、プレー動画などをネットに上
げるなど…④安全性を知らしめる。デメリットだけでなくメリットも広める。

授業に取り入れて関心を深める

①埼玉県の小・中学校で応援団を結成させ、観戦に興味をもたせる。②色んな中学校で試合を開催し、授業でも指導し、サッカーの楽しさを教える。③県内に
それらのスポーツを楽しめる専門的な無料の施設が使えるスペースが沢山あれば良いと思う。④外に出て、チームワークを組むようなスポーツ、コミュニケー
ションを取りながら行うスポーツなどで体を動かし活力を与え、スポーツの楽しさと、人とのコミュニケーション力を高める。

①ポスター貼りなどの地道な取組のほか、埼玉県のサッカークラブを回り、選手たち自身が子どもに教えることで、認知度も上がり、市民との親密度も上が
る。②女子サッカーを体育授業の一環として取り入れ、興味を持たせるようにする。③そういうようなスポーツを紹介することを目的とした授業を設ける。④
ゲームの開発者のインタビューを専門雑誌に掲載する。

③BMXについては、BMXが練習できるコースをさいたま市に建設するべきだと思います。調べてみたところ、さいたま市には一つもBMXコースがありませ
ん。やはり、コースがなければBMXを広めることなど不可能です。スケートボードも同じです。練習できる場所がないなら、市民に広まることは期待できませ
ん。まずはコースを作って、それから市民に広めることを考えるべきです。

④「eスポーツ」には、メリットとデメリットがあることを伝える必要があるので、学校それぞれにeスポーツの専門の方を連れてきてeスポーツの良さとゲーム
依存への批判を言ってもらい、その専門の方の話を聞いた後に学校それぞれで講議することで子どものゲーム依存を減少させる。大人へは、ゲームのカウンセ
リングを作り、ゲーム依存の方がいたらゲーム依存などの大人の知り合いがそのカウンセリングに相談し、カウンセリングの方がゲームの良さと悪さを言って
ゲームを理解してもらうことが重要である。

④テレビや新聞などでeスポーツのことを取り上げる。取りあげる内容はeスポーツとは何か、競技になっているゲーム、実際に活躍している選手などを取り上
げるとeスポーツについてだいたいのことが分かったり、興味、関心が深まるのではないかと思いました。そして、ゲームをしている時間でどのような悪影響が
あるのかをまとめた資料などを公開すればゲーム依存は少なくなるのではないかと思いました。

アイデア②・公立、私立に関係なく、１年の学習指導要領に体育のサッカーを入れる。または、サッカーの授業を増やせばもっと良くなると思う。・市町村単
位で、女子中学生のサッカー大会を開催する。そうすれば、身近にサッカーに触れ合うことができると思う。(できれば男女関係なく。)・体を動かす以外に、技
の習得を目的とした座学を授業ですることによって、中学生の体力向上も見込めると思う。



①女子プロサッカーチームのことをさいたま市全体で取り上げて、資金などの援助をすると良いと思う。③マイナーな競技も、みんなが注目しやすいようなテ
レビや看板などに掲示すれば良いと思う。

①テレビやポスターで、存在を知ってもらう。②学校の授業で、サッカーを多くとり入れる。③テレビで選手にインタビューしたり、テレビCM、YouTubeの
広告などで知名度を上げ、そのスポーツを行うことを目的とした地域イベントなどを行う。④既にゲーム中毒になっている人を引きはがすのは難しいので、
「ゲームは１日〇時間」といった条例を作る。テレビなどで、eスポーツ特集を組んだり、実際に行っている場面を生中継する。ゲーム依存の恐ろしさなども、
テレビやインターネットを通して伝える。

②YouTubeでサッカーの配信などをしてみなさんにサッカーの良さを知ってもらう。③アーバンスポーツのための練習場を設置したり、無料で借りられるアー
バンスポーツの道具を用意する。④学校でeスポーツのための授業を作る。

①一つはさいたま市の２チームを強くし、WEリーグで優勝して有名になれば、皆も興味を持ってくれると思う。強くするためには、強い選手をチームに入れた
り、教え方の良いコーチ(有名なチームのコーチだった人など)などが必要だと思う。もう一つは、埼玉県の小・中学校などの体育で、「女子サッカー」という単
元を作り、授業をするのも良いと思う。(興味を持ってもらうためや、運動神経をあげるため)②、①にも書いた通り、体育で「女子サッカー」という授業を作っ
たり、女子サッカー選手を各学校へお招きして、講義をしてもらうなどのことをすれば良いと思う。③、①②と同じく体育で授業をしたり、講義をしていただ
ければ良いと思う。④市民に広げていくには「eスポーツ」の大会をさいたま市でたくさん開いたりすることで、知ってもらったり「eスポーツ」に関するポス
ターを作って、掲示板などに貼っていけば良いと思う。また、ゲーム依存の解決は難しいと思った。なぜなら、「eスポーツ」をするには、たくさんゲームをし
ないといけないし、たくさんゲームをするとゲーム依存になってしまう。なので、eスポーツとゲーム依存は引き離せないと思う。

①テレビやポスターで、存在を知ってもらう。②学校の授業でサッカーを多く取り入れる。③テレビで選手にインタビューしたり、テレビCM、YouTubeの広
告などで知名度を上げ、そのスポーツを行うことを目的とした地域イベントなどを行う。④既にゲーム中毒になっている人を引き離すのは少し難しいので、
ゲームは１日〇時間といった条例を作る。テレビなどでeスポーツ特集を組んだり、実際に行ってテレビなどでeスポーツ特集を組んだりする。

④市で、eスポーツのできる時間に制限をかけることによって、依存症の心配を無くす。②女子サッカーで１位を取ったら１億円を市が払う。③練習場を作り、
高齢者でも、使いやすくする。また継続的に来てもらうために、時代の流行物を取り入れたりする。

①スポーツの実況番組やチラシなどで国民の環境に自然と馴染ませる。また注目選手を作り、憧れの人を増やす。②女子中学生がサッカーに興味を持つよう
に、小学校のころからボールへの恐怖心をなくすため球技を増やす。③普段から使う公共施設にスケートボードやバスケができるスペースを設ける。④eスポー
ツの選手に規則正しい生活を強制し、ゲームができる時間を決めてやる。

年々減っているサッカーチームの問題はまず、無料で、プロのサッカーチームの選手に指導してもらえるイベントを開催したら良いと思います。まずは興味で
来る人はいると思います。オリンピックの種目とされているスポーツはまずそれらの行うことを遊び感覚にし、それらを行うことを身近にすれば興味がわく人
も多いと思うので、少し種目のルールを変えて簡単にし、市内で大会を開いたりしたら良いと思います。ゲーム依存などの問題は、ゲームをすることにより自
然と家に引きこもってしまうので、人気のゲームの内容を現実化して、自分の体で、ゲームの内容を遊ぶ施設やイベントを開催したら良いと思います。もちろ
ん、ゲーム機や巨大スクリーンなどは使わずに行うものに限るもののほうが良いと思います。

④今、実際にeスポーツの最前線で活躍している人に話を聞いたりして、ゲーム依存や、ゲーム障害に陥るなど悪い所だけじゃなく、eスポーツで得た良い事と
かを同じタイミングで伝える。eスポーツの選手を呼んだ上での演説やポスター、チラシなど

③のことを進めるには、大きな街のデパートなどでリンクを作り、実際に見てもらうと良いと思う。またWithコロナの時代を踏まえ、YouTubeでも競技中の
映像をアップしたら良いと思う。それに加え、有名なユーチューバー等のオリンピックの紹介動画等で協力的な人達に宣伝してもらったら、若い人達の耳にも
届きやすくなり、興味や関心を持つ人が増えると思う。

①サッカーのPR動画を作り女子サッカーの魅力を伝える。②学校の体育でサッカーに興味を持たせる。生徒に女子サッカーのイベントなどに呼び掛ける。③
アーバンスポーツの紹介ポスターや公民館などでのイベント、その他テレビのCMや企画などで知ってもらう。市で団体などを作り、他の市と対抗し、ちょっと
した大会イベントを作る。④ゲームをする環境や、見る時間を調節してゲームをする。任天堂などが主催するイベントなどをCMなどで知ってもらう。

④積極的に、学校の授業等でeスポーツの障害について知れるともっと良くなると思う。また、依存していた人の話を聞き、身近な人の説明などを聞けるように
して欲しいです。また、ゲームは人間として誰もが好きなものですが、eスポーツは競技だという事を知ってもらうために、「どのようなものなのか」を理解で
きるようなセミナーなどを開催してほしい。

③スポーツのイベントを行ったりポスターを貼るなどして知名度を上げる。また、できる範囲で体育の授業に取り入れて子どもから大人へ伝える①ボランティ
ア活動や、イベントを行うことで他の物を通して知名度を上げていく。②根本的な印象を変えてつらい、疲れるということから楽しいと思うような伝え方をす
るようにする。

④について書きます。「eスポーツ」によるゲーミング障害やゲーム依存などの問題を解決するには始める人にやり過ぎないにように注意を促す。そしてゲーム
にある一定の制限時間を設けて時間になればその日はゲームができない仕様を作れば良いと思います。

④ゲーム依存を嘆いているのは、親が子どもに勉強してほしいという思いを込めたものだと考えたので勉強を出来れば良い。ただ、勉強をするだけのゲームな
ら子どもはやらないので脳トレと連動しテストの点数分、ゲームができるなどの他に、脳トレをすることでゲーム内通貨が溜まるなど機能を付けたゲームの開
発が出来れば良いと思う。④「スポーツのまち　さいたま」という事なので上と似たような歩数計とゲームの連動が出来れば良いと思う。

自分は、②のテーマを選びました。まず、女子サッカーの競技人口を増やすためにはこの競技に興味をもってもらうことが大事だと思いました。しかし、中学
校でいきなりやるのはハードルが高いので、小学校などの早い段階で興味を持ってもらうことが大事だと思うので小学校で本物の女子サッカープレイヤーが学
校に来る出前学習会を開いたり、校庭開放のときに、選手から直接指導を受ける機会を設けると良いと思いました。また小学生以下はサッカー観戦料金を無料
や割引にしたり、サッカースタジアムの裏を見るツアーを組んだりするとサッカーに興味ある人が増えて結果として女子サッカーの競技人口が増えることにつ
ながると考えました。

①まだ存在を知らない人が多くいると思うので男子サッカーの試合の空き時間にちょっとしたアピールをしたり街にポスターを貼ったりして存在をまず知って
もらい試合のチケットの割引など学校などで配布したりする。④ゲーム障害やゲーム依存になる可能性がないとは限らないがプロなどの人達は基本的に制御で
きているので学生にずっとゲームをさせる事は危険なので避けた方が良いが適度な量ならやって良いと思う。



④のeスポーツの課題と普及についてあるeスポーツは毎日やるように組まれていたりするので、このようなゲームをする人を過剰にあおったり、自然と中毒に
なるようなシステムは改善すべきだと思います。また「一定時間以上やると、一時的にスリープしたりする」などの制限する機能も付けるべきだと思います。
また③のアーバンスポーツの普及について公民館やスポーツジムなどにアーバンスポーツを取り入れて老若男女のアーバンスポーツへの理解を深めるためにイ
ンターネットで紹介すれば良いと思います。

③．各学校で経験者やプレイヤーが出前授業のような形や市や県でスケートボードとか貸し出したりして授業としてアーバンスポーツに簡単に取り組み、多く
の人が楽しみながら学び、知り、興味を持てるようにする。あとは大きい公園でそういうスポーツを含めたお祭りみたいなことをすれば良いと思う。

③を解決するためには、地域の行事として取り入れたり、小・中学校での体育の授業や部活に取り入れる、このようにたくさん子どもたちに、新しいスポーツ
と触れ合う機会を作る。④を解決するには、たぶん子どもはゲーム依存などのことを知らないままゲームをすることで、なってしまうということがあると思い
ます。なので例えば、学校の道徳などでゲーム依存になるとどうなってしまうのか、ゲーム依存にならないようにするにはどうすれば良いのかなどを話してい
く必要があると思う。こうすることでゲーム依存にならないようにまたゲームを知っていくということができる。大人たちに広めるには色々なチラシに少し載
せたり、ポスターを貼るなどした方が良い。

①、②小学校など、子どもの集まる場で、選手たちによるサッカー教室を開く。→子どもたちの関心をひく（男女関係なく）④確かに問題もあるがその地域の
経済の活性化などの良い点もあるのだからそれも含めて市民に説明する。

④ゲーミング障害やゲーム依存などの問題は、自分で制限する以外はどうすることもできないので、それが無理なら親などに制限を掛けてもらうしかないと思
います。また、このような課題点をあげるだけではなくゲームの良いところをもっとたくさん知ってもらう必要があると思います。例えば、ゲームは何度も試
行錯誤しながらどうすればクリアできるかを常に考えながら操作する必要があるため考える力が上がるだとか、ち密な動きでボタンを操作しなければいけない
ので自然に集中力が上がるだとかそういうゲームのメリットを広げていくべきだと思いました。それを聞いてゲームに興味を持ってもらえばeスポーツにも興味
を持ってもらえると思います。

④ブルーライトをカットする眼鏡を使うことを義務付ける。②女子サッカー部を学校で作る。女子サッカーの魅力を何らか（テレビとか）の形で伝え、興味を
引かせて徐々に広めていく。

②まずサッカーを楽しむことができるのは男子だけではないということをはっきりとさせておく、例えば、女子サッカーの魅力や実際に楽しんでいる様子を見
せる。それでみんなの女子サッカーへの興味が湧いてきた所で実際にやる。重い雰囲気でやらずに楽しくやればみんな本当の楽しさが分かると思います。ま
た、上に書いたことはもちろん中学生になってから、しっかりとした感情がついてきてからやっても良いと思いますが小学校のころからこういう楽しさを知っ
てもらい中学生になったら女子サッカーをやってもらうのも１つの案だと思います。

①，②　年々高まっているアニメ人気に注目しアニメとのコラボをしてみると注目を集められると思う。ここ数年でたくさんの世代から注目を集め人気を高め
たアニメだからこそSNSで拡散されやすいと思う。　③市民体育館にBMXなどの遊戯施設を導入。競技の認知度上昇は得られるのではないかと思う。④ゲーミ
ング障害やゲーム依存を肯定していくか否定も肯定もしないべきだと思う。ゲーミング障害やゲーム依存は見方によって必ずしも悪いというわけではないの
で、否定をしないというのは大切だと思う。発信力のある人物の起用で注目を集めるという方法も良いと思う。

①埼玉県の新聞などで「男子ではなく女子もプロになりました」と大きく取り上げる。②授業や課外授業で女子にサッカーの興味をもたせ“楽しいよ”という
ことを伝える。③メディア等で“アーバンスポーツが新しくできたよ”という存在を知らせる。そして町内会や学校でルールを簡単にしたものを実際にやって
みる。④ゲーム障害やゲーム依存をなくすには時間を決めて行い、時間外では、目を休めたりなどする。広めるには、町内会のイベントで子どもたちに実際に
やらせる。

④について、eスポーツというのを現実のスポーツと連動すれば良いと思う。そうすればあまりゲームに依存する人は居なくなるはずだから。それにゲームだけ
ができる人とスポーツだけができる人の間で、ゲームだから、、、とかスポーツだから、、、などという格差もなくなり広く皆に親しんでもらえると思うの
で。そのようにしてもゲーム依存者は現れると思うが、ゲームをしながらスポーツできるようにすれば減ると思うし、そうすればゲームをするだけでは賞金を
かせげず、生活が困窮するとなれば、ずっと依存しっぱなしの人は減り、スポーツをすることで健康になれると思う。

②中学校に女子サッカー部を作る。⇒作りたい部活があるかどうかアンケートを取る。体育でサッカーを行い、サッカーの魅力を教える。女子サッカーのクラ
ブを作る。また、そのポスターを中学校に貼る。

③駅のホームにポスターを貼ったり、スポーツをする施設の割引クーポンを出す。①テレビなどの広告でうまいプレーをしている動画を載せる。④ブルーライ
トカットのメガネを配布する。④時間制限を掛ける。①大会優勝チームに勝つ。①TikTokで公式アカウントを作り、動画をアップする。②市の教育で、サッ
カーの体験をさせる。③集まりとかで競技の良さをプレゼンする。

①試合を行っている様子を他のサッカー試合のようにテレビに映してもらって、色々な人が試合を見れるようにしたり、テレビで女子サッカーの良いところな
どを実際の選手が語り、女子サッカーの良さを皆に分かってもらう。②女子プロサッカーチームが色々な学校を回って、女子サッカーの良さを伝える。④
ゲームの制限をはじめからそのアプリに入れて例えば1日5時間ほどしか使えなくするなど対策を行いゲーム依存になるのを防ぐ。

②中学生になってからサッカーを練習するのは小学生のときよりも勉強や部活で忙しくなり、大変だと思います。なので女子中学生のサッカーを広めていくた
めには、小学校の体育の授業でサッカーを入れたり、サッカー教室を開くなど、小学生のうちから学ぶのが良いと思いました。また、サッカーにあまり興味が
ない人たちに興味を持ってもらうために、サッカーの魅力や良いところをポスターに書いて駅や学校、みんながよく見るところに貼ったら良いと思いました。

②さいたま市の中学校で、女子サッカーについて授業を行ったり、実際に体育の授業でサッカーをして楽しさを伝える。ポスター（目立つもの）などを作り地
域の掲示板に貼ったりする。　③地域の中で③のスポーツのイベントを開催する。そこで選手がやって見せて関心を集める。

④ゲームに時間制限をかける。例えば1回1時間まで休憩をはさむ（その間使えない）合計3時間など。ゲーム依存になるのを防げると思う。②女子プロサッ
カー選手が学校で出張授業をして、サッカーの魅力や、女子ならでは（あれば）の楽しみみたいなことを伝える。　①積極的に女子プロサッカーリーグの試合
をテレビで放送してみんなが見られるようにする

①小・中学校へ出張授業をし、女子プロサッカーチームのことを紹介したり、男女混合で女子のプロサッカー選手にサッカーを教わるなど実際に接する機会を
増やす。②女子中学生のみのサッカーチームを複数作り、またチーム同士で試合をするなど実際にボールを触れる機会を増やす。③税金を使って「○○をやっ
てみよう！」のような講習を開いたり、市民運動会を開催してその中で実際にプレーする機会を増やす。④　①、③と同様に、出張授業や講習をし依存につい
て話しながらも実際にプレーしてみる。

①　たくさん基本を含め練習したり、色々なチームと練習試合を重ね、実践感覚を養い公式試合で勝ち続けたら、有名になれると思う。③公立小・中学校など
で体育の授業、クラブ活動等で扱う。運動が苦手な人も楽しめるような簡単な動きから実際にゲームを通しておもしろさや深みを共有したり、定期的なイベン
ト開催すると良いと思う。②実際サッカーと言えばどうしても女性の活躍があまりメディアにとりあげてもらえない印象。女性の活躍も取り上げることで、憧
れを持つ女の子が増えるのではないかと思う。



②について　サッカーの良いところなどを子どもに教えたり実際に体験したりするイベントを開く。また、学校の体育の時間などにサッカーを知ってもらい興
味を持ってもらいサッカーを続けてもらう。

②について女子中学生のサッカー競技人口を増加させるには、サッカーを体育の授業に入れて、サッカーの楽しさなどを授業で伝えればサッカーに興味を持つ
人が増えると思いました。また、サッカー体験会のようなものを開いて、プロの人達に来てもらい、女子中学生を中心に教えてあげれば良いと思いました。

④ゲーム依存は、若者であれば学校に通うことで直ると思います。ですが、大人の場合は治療を受ける必要があると思います。ただの「娯楽」としてのゲーム
も良いですが、市民に広げるためには、老若男女でも楽しめるような体験型のゲームが良いと思います。誰でも、忙しい時があり手軽にスポーツはできませ
ん。だからこそ、手軽に運動ができるように、「その場で、スポーツをしているような感覚」のゲームが良いです。自分が動くとゲーム内でも動けるなどの連
動性を有したアトラクションを設置するのが良いと思います。

①はもっとチーム数増やし、規模を大きくして、試合数を増やせば注目が集まると思います。②については、「だったら女子中学生を対象に体験授業を積極的
にやれば良いんじゃないですか」というのが私の意見です。③はイベント開けばどうですか。それで市民は知ることできると思います。④はゲームセンター的
なものを開設し、1時間半や２時間など入場時間ごとにお金をとれば利用者たちも危機感を覚えると思いますし、やり過ぎにはつながりにくくなると思います。

③についての提案です。まず、BMXやスケートボードについて興味がなかったり、それらの競技の楽しさを知らない人の方が多いと思います。なので、プロの
方などを招いてイベントを開いて、楽しさを伝えたり、そこで興味を持った人向けに講習会を開けば良いと思います。そうすると競技人口が増えて、興味を持
つ人が増えて…とサイクルができれば埼玉県全体に「アーバンスポーツ」の名が広がると思います。

②について　小学校のサッカーの授業（体育）において、大宮や浦和の実際のサッカー選手や指導者などを招いて楽しさやみ力の講義などをしたり、実際に技
を見せたり共にボールに触れたりしてサッカーに興味を持つきっかけを作る。地元のサッカークラブに体験に行ってみる。また、まちづくりについてアピール
するためにもより多くの市民に特別な権利（無料席、半額）を与えてスタジアムに呼び観戦する。

③を達成するには、スポーツ関係者の人や高校生で運動部に入っている人などが小・中学校などに行き、交流して一緒にスポーツをし、スポーツの楽しさを味
わってもらえば良いと思います。僕が行っていた小学校では、近くにあるスポーツチームのチラシが掲示してあったり、下校する時に、校門の近くにスポーツ
チームの情報が書いてあったり、体験券が入っていたりしました。そういうものを見て、そのスポーツチームに入ったり、体験に行っていた人もいたので、こ
のような活動をすれば、スポーツが市民に広がり、スポーツの楽しさをより理解し、健康で活力ある「スポーツのまちさいたま」がより発展していくのではな
いかと思います。

③について、オリンピック種目である「アーバンスポーツ」を広めていくために各種目の体験会を開き、様々な人にアーバンスポーツの魅力を知ってもらい、
興味を持ってもらったら良いと思う。　④について、「eスポーツ」はスポーツを気軽に楽しめるなどの良い点もあるので、実際に誰でも参加できる大会を開
き、実際に体験してもらえば、「eスポーツなら、依存せずにできるのではないか」と思う人も出てきて、「eスポーツ」が世間に広がっていくのではないかと
思う。

④市役所や区役所、駅などの幅広い世代が集まる場所に実際にゲームができる場所を用意する。ゲームはするだけでなく、見ることの楽しさを分からせる。
（大会の観戦）　ゲームのプレー時間の目安を市や県が定める。小さい時からゲーム機器に触れるような環境を作る。親が子どものゲーム時間を制限できるよ
うなシステムを作る。

・公園などで無料の体験募集をする。　・プロの人などを呼び市民の興味を引かせればもっと良くなると思う。　・さいたま市でその競技に長けたプロの人を
育て、オリンピックなどで活躍すればより市民の興味を引けると思う。　・体育の授業などでその競技を扱ってみると良くなると思う。　・その競技の習い事
などを作り、興味を引かせると良いと思う。

③まずその競技はどういうものか、どのようなルールなのか、を知ってもらうために、埼玉県の若い人（幼、小、中）を中心に施設などで、歴史やルールをし
てもらい、（できれば、選手に来てもらい、その技などを披露してもらう。）それを知った上で、過去に大会で活躍した日本人（できれば埼玉県出身の人を中
心に見ていく。）について知り、そして、その競技を実際の選手を招いて体験する。その時「この競技はこんなにおもしろいのか。」「楽しいな～。」と感じ
る人がでてきて、それからどんどん増えていくと思います。

②「サッカーのまち」としての取組を進める中で女子中学生のサッカー競技人口が減少してしまうという課題があることが分かりました。「アイデア」・体育
の時間などはサッカーをする時間があまりなかったので、サッカーの時間を増やす。・女子のサッカーのプロの試合など増やして女子が、サッカーを興味を持
たせるようにする。・サッカーのボールを飛ばしやすくするために、軽くする。・女子のサッカー選手が学校にきて、選手が教える・サッカーのコートを短く
する・サッカーの時間を短くする

③について僕は「アーバンスポーツ」について朝のニュースで知りました。世間一般にスケートボードは遊びとしての印象が強く、スポーツとしての印象が弱
いと思います。それを改善するために有名な選手を呼び競技場に人を呼びイベントを起こし、実際に運動をしている場所を見ればスポーツとして納得し知名度
が上がると思います。

③テレビで各種目で上手な選手に来ていただいて、話を聞いたり、「炎の体育会TV」みたいにそれに関するゲームをしたりするのはどうか。また子どもたちが
会いたい選手に会わせてあげるなどのサプライズも良いかなあと思います。

③・バスケの３×３は自分の見ているユーチューバーがやっていて知っていたのでユーチューブに動画を上げる。・電車のCMがやっている場所にそのスポーツ
の紹介をする。テレビのCMなどにも。・公園の看板やバスケする場所、河川敷などに置く・テレビで芸能人（ジャニーズなど）が「オリンピックの新種目をし
てみた」をやる。

④ゲームのやり過ぎによって、ゲーム依存になってしまうことが多いので、一定時間たったら強制的にゲームを終了させ、適度な休憩をさせること、そして
ゲームの体験会を開き、様々な人たちに広める。また激しい運動をできるだけ避け、幅広い人たちができるようにする。

③例えば、BMXやスケートボードなら子どもが憧れそうな種目だと思います。学校や地域で体験会みたいなものを開催してみると、子どもが友達と試しに来て
みたり、大人が興味を持ったりするかもしれません。　バスケットボールなどは学校の体育としてもやっています。でも、バスケットボールは室内で運動する
イメージがあるので、室内（市民体育館、学校の体育館など）を借りて催してみるのも良いのではないかと思います。

③ぼくは、このような新しいタイプのスポーツは、若年層から知ってもらう事が良いと思います。その理由は、若年層の人の方が新しいタイプの物に適応しや
すいからです。また、そうすることで子孫に伝わって行き、長く続くと思うからです。このような理由で、ぼくは若年層をターゲットにしたイベントを開催し
たら良いと思います。

④ゲームのやり過ぎによるゲーム依存などの注意を呼び掛け、インターネットなどで情報を広める。



④eスポーツはゲームをするだけのものではないなどと現役で活躍している有名な人などを中心に講演を開き、その講演でなぜプロゲーマーになったのか、どん
な経緯でその道に進んだのかを話す。　ゲーム依存になってしまった人達とゲーム依存から普通の生活にもどれた人同士を会わせ、相談や質問を互いにする。
中学校や小学校や高校にプロゲーマーの人が行って、ゲーム依存などのことについて話したりする。YouTubeなどのSNSにゲーム依存についての事や今、ど
んな状況などを載せる。

②について　やっぱりサッカーというと男子のイメージがあるから女子はサッカーをやりたくないというのは多いと思います。それに、中学校には女子サッ
カー部がないというところも多いのではないかと思います。実際、サッカーが好きだという女子も周りには少ないからです。市が女子サッカーをすすめても、
あまり影響はないと思うから、中学校に呼び掛け、または本物のサッカー選手がきて教えてもらうなどすれば、好きになってくれる女子も少しは増えるのでは
ないかと思いました。実体験があったり、本物に触れたりすると印象に残ると考えました。

①浦和レッズのように、クリアファイルなどのグッズを作ったり、小・中学校の学生にサッカーを教える活動をする、広告を作る、その他の有名な、もしくは
注目されているサッカーチームと試合をする。　④スマートフォンにある、スクリーンタイムのように、ゲームをできる時間を制限し、時間が過ぎたら、数十
分、もしくは数時間の間は遊べないように設定をする。または、運動量を設定し、達成できたら、その日は終了させる。

私は②について意見を書きたいと思います。女子サッカーの競技人口を増やすには身近な所にサッカーがあれは良いと思います。例えば、中学校の部活に女子
サッカー部を作ったり、体育の授業でサッカーを多めにやるなどです。私の学校にも女子サッカー部はなく、もし今までサッカーをやっている人がいたとして
も中学で忙しくなってやめてしまうと思います。なので、中学に女子サッカー部を作る事が一番良くなると思います。

③について、土・日曜日などの、学校で使用していないときに、校庭や、体育館などの一般開放を行い、市民が、気軽に、近くの中学校でスポーツを楽しめる
ようにします。そして、月に一度くらい、その種目の選手などに来てもらい、楽しみ方やルールなどを教わることができるようにして、どの学校で何の種目を
楽しむことができ、どの選手がコーチとしてきてくれるか等日程やそのような情報をのせたチラシやパンフレットを私たち中学生が作り、市役所や家庭に配布
すると良いと思います。また、道具が必要な種目では、道具を貸し出しできるようにするともっと気軽にスポーツを楽しみに学校に来てくれると思います。

①～③　学校にプロ選手を招いて、講義をしてもらい、実際に体験会なども開いてただ見るのではなく、体験することで、そのスポーツの面白さを味わう。学
校の体育の授業で月1回くらいで珍しい新しいスポーツとふれ合う時間を作ったり、パソコンなどでそのスポーツについて調べて発表するなどしてお互いに共有
し合う。スポーツの資料を作成し、それを生徒に配布する。　④市内で大会を開く。

③アーバンスポーツを体験できるイベントを行ったら良いと思う。アーバンスポーツのプロにも協力してもらい、参加者が見る・体験する・話すの３つをでき
るようにすれば、少しずつ広まっていくと思う。また、アーバンスポーツのプロに小・中学校へ行ってもらい、話しをしてもらう、実際にできる限りでやって
もらういうことをすれば、イベントに行かない小・中学生にも広まっていくと思う。このように、市民の人たちにアーバンスポーツを身近に感じてもらうこと
が、広まるきっかけとなると思う。

②について　<女子中学生のサッカー競技人口が減少>　理由：サッカーをする機会が少ない、興味を持たない　解決策：サッカーをできる所を作る。サッカーが
楽しいスポーツだということを知らせる。（宣伝）サッカーをしている人と交流する機会をたくさん増やす。そうすることで、女子中学生がサッカーに興味持
ち、サッカーをやってみようと思う人が出て来る。

私は④についてアイデアを記入します。　ゲーム障害、依存症などの問題はゲームの良さを語り続ければ良いと思います。ゲームの悪いところばかり話すと、
「だから？」や「…。」というような反応が起こり、その反発心でゲームをやり始めるのではと思うからです。また、良さを伝える中に「～時間が目安」など
の気をつけた方が良いことを上手く組み込んで話せば、意識も変わると思います。大人の大半は「ゲームを職業にしてどうする？」「ゲームは所詮遊び、悪影
響。」と思っていると私は認識しています。しかし、そのゲームをよく考えて子どもたちに話せば、大人でも考えが変わる人がいるのではないのかと思いま
す。
③について。市民に広めるためには、多くの大会に参加し、アーバンスポーツを市民に知ってもらい、結果を出すことで、市民に興味や憧れをもってもらえば
良いと思います。また、市のイベントとして、アーバンスポーツを体験できるような場所を年に何度か設け、できるだけ多くの人が参加してくれるように、各
学校などでチラシやパンフレットを配る。イベントに参加し、実際に体験することで、興味を持つ市民が増えるのではないかと思います。

④「ゲームをする時間は〇時間まで」という決まりを作ると、それに納得がいかない人も出て来るから、休む時間を必ず取らせる、「休む時間は〇時間以上」
という決まりを作る。ゲームをスポーツとして見ている人もいるから、ゲームをする時間の制限はしない方が良いと思う。　①、②サッカーの良さを伝える事
や、選手の紹介などをして女子サッカーへの憧れが持てるようにする。

②について。競技人口が少ないのはそもそも女子サッカーを知らない人がいるからだと思う。女子サッカーを知っている人でも興味がなければ競技人口が減っ
ていくだけという風にもなりかねない。なので女子サッカーを知ってもらうために、興味を持ってもらうためにイベントを設けると良いと思う。イベントを行
なっても「やったことがないから」と参加しなくなってしまう人もいると思うので気軽に参加できるよ！という風にわかりやすくアピールする。女子サッカー
を知らない人にも分かりやすく簡単にサッカーの説明して実際にプレーしてみるようにすると少し興味を持ってもらったりすることができると思う。

②サッカーチームに無料で体験できる、というイベントを行うと良いと思います。なぜなら、サッカーは男の子がやるものだという先入観があり、女子サッ
カーチームに入ることをちゅうちょしている人も多く実際、女子サッカーではどんなことをしているのか、分からない人も多くいると思います。なので、気軽
に女子サッカーチームがどんなことをしているのか分かる無料体験を行うと、良いと思います。また、女子サッカーチームがそもそもあることを知らない人や
サッカーに興味がない人たちでも興味を持てるようなポスターを貼り、広めることも良いと思います。

①ドラマの「ノーサイドゲーム」（ラグビー）のような感じで市民によくチームを知ってもらうために、公園のごみ拾いをしたり、「サッカーをしてみよう」
的な感じで、イベントを開き、男女問わず、やらせてみてあげたり…などしていればチームの好感度も高まるし、よく知ってもらうきっかけになると思う。
②中学校では女子のサッカー部がないので作ってみる。　③授業の一貫として体験させてみる。VTRを見せる。　④制限時間（eスポーツ）をやって良い時間
を決める。

①は、まずは、そのチームがある地域で、選手と一緒にサッカーをするなどの、サッカーのおもしろさをPRするために、実際に体験してもらうイベントを開催
すれば良いと思う。②は、女子もサッカーにふれる機会を設ければ、良いと思う。例えば、女子のサッカー選手に話をしてもらい、楽しさを語ってもらう、な
ど。③は、アーバンスポーツは、ショーをやって間近で見れるようにしたり、3×３では、試合などを地域の人が見れる機会を増やしていけば良いと思う。④携
帯ゲームのように、やり込むものではなく、だれでも単純な動作だけで楽しめるようにしたらより良くなると思う。

③私は2つの提案があります。1つ目は各スポーツの魅力やルールを教えるということです。アーバンスポーツやBMX（自転車）などはルールを知らない人も
多いと思うので広めるために大切だと思います。また、それぞれのスポーツの見どころや、やる時のコツなども教えると興味をひいてくれると思います。2つ目
は、体験できる施設を作ることです。話を聞くよりも実際にやってみるとよりスポーツを知ってもらえると思います。

③について、アーバンスポーツを広めるには、市の大会などを開いたら色々な人の目に留まるので良いと思います。市の大会を開いたら、スポーツを普段しな
い人でも参加できる機会となりますし、観戦をしたりなどと皆が一体となって楽しくできる行事になると思います。また、スケートボーディング専用の場も設
けたら、色々な人が気軽にアーバンスポーツを楽しめるようになると思います。アメリカなどの海外では一つの公園にバスケットボールのコートや、スケート
ボーディングができる場所や、サイクリングコースがあるので、海外の公園を見習って設置したらもっと良くなると思います。今はコロナ禍でたくさんの人で
いっぺんに何かをすることはできないので、個人競技をできる場が増えれば良いと思います。

③地域の集まりや祭りなどで、市民の人々に体験させれば、アーバンスポーツのことを知る人が増えるので広げられることができると思う。仕事や家事などで
忙しくてスポーツができない人がいるので、1年に1～２回お休みを作って市民全体でできるようにすれば、忙しさを言い訳にやらないことがなくなると思う。
また子どもがいる家庭は、子どもが親を誘って一緒にやれば良いと思う。

③私はやっぱり体験できる施設を作ったほうが良いと思います。なぜなら、実際に試合などで使う道具などを触ったり、使ったりできるようにしたら、とても
印象深く頭の中に残ると思うからです。また、ルール説明もした方が良いと思います。なぜなら、せっかくオリンピック種目になったのに、ルールを知らない
人がいっぱいいたら、とてももったいないと思ったからです。



ゲーミング障害やゲーム依存は自力ではなかなか直すことができないうえ、強制的にゲームをやめさせたとしてもトラブルにつながりかねない。なのでゲーム
やインターネット依存を治す新しい病院が建てられるように補助金を出すのが良いと思います。病院は広告やゲーム関連の物が売っていなくて地価が安い都心
ではない所に建てるのが良いと思います。そうすることで、安心してゲームを楽しめると思います。

④は、eスポーツを通じて、高齢者との交流会を開いたり、高齢者に体験してもらうということをすると、eスポーツを知ってもらえるだけでなく、人との関わ
りを深めることになるという利点もあります。そして、高齢者は孫やひ孫がいるため、その孫やひ孫へとeスポーツが広まる可能性もある。その他に、eスポー
ツを広めるためにできることは、興味がある人に無料で体験してもらったり、eスポーツに関連する建物（博物館）を建てることでより多くの人に知ってもらう
ことができると思います。

③みんなが３×３をやったり興味を持つようにするには公園などの目に入るところにたくさんバスケコートを設置するのが良いと思います。公園にはバスケ
コートがあるのを当たり前にして、みんなで３×３を広めていくのが良いと思います。実際、自分もやったことがないのでやってみたいです。

③３on３ができる公園が少ないため、できる公園を増やせば良いと思います。具体的には、今、屋外のバスケットコートは、さいたま市内に少なく、３on３な
どをしたい人が多くいる場合一つの公園が混んでしまいます。今の２倍の数をつくれば、同じ公園に人がたくさん集まることも回避できるためもっとよくなる
と思います。

④のことについて。eスポーツは、性別や年齢、場所も問わないというテレビやゲーム機、コントローラーなどが揃っていれば誰でもできて、賞金の高い大会が
あることが、魅力だと思います。逆にeスポーツは、長時間やっているとゲーム依存などの危険性があります。依存しないためには時間を決めて、ほどよくプ
レーすることが大切です。そしてeスポーツの魅力や注意点を伝え、広まっていければ良いと思いました。

１．女子プロサッカーチームに関する広告やCMを流したらどうでしょうか？CMならばさいたま市の人達だけでなく、他の県や市にも注目されると思います。
２．さいたまの地方TVなどで紹介したり、取り上げたりすれば良いと思う。

④番　eスポーツは、心身の健全な発育に貢献することが求められます。ゲーミング障害やゲーム依存をなくし、eスポーツを行えるようにするには、健全に行
いながら、依存等の健康被害のリスクについての理解を促進させ、青少年の育成に十分な対策を講じる必要かと思います。また、eスポーツのトレーニングで
は、青少年の健全な発育に必要な食事、睡眠、運動への十分な配慮は欠かせないと思います。健康被害対策と経済活動の両立を図ることも大切だと思います。
僕のこのような意見が少しでも参考になれたら良いなと思います。

④ゲーム依存は、１日に何時間して良いかを家族で話し合って守らなかったら、明日はゲーム禁止などと決めていったらなくなると思う。（ゲーミング障害
も）　eスポーツ選手は若者の夢だと思うので、eスポーツの良さなどを、テレビなどで伝えていけば市民に広まると思う。

④ eスポーツが、ゲーミング障害やゲーム依存を助長しているのは本当だけど、ふつうのスポーツとeスポーツには、違うところがあるからそれを比較してみ
る。また、eスポーツに練習時間の制限などを加えたりすれば良いと思う。

③公園など人が多く集まり親しみやすい公共の場所でストリートバスケのように、コートを建てる。3×3は音楽などといっしょにプレーをするので屋台などを
たて、お祭りのようにし、遊びにくる人たちに、子どもから大人まで皆に体験のような形でやってもらう。ときどきプロチームの試合やプロの人と、触れ合う
機会などを設ける。ルールも簡単なため、分かりやすくなると思う。

④まずは、PCゲームに慣れる必要があり、子どもがPCゲームをやる機会などを作ると良いと思います。そしてゲーム依存などについては親が子どものゲーム
をする時間を管理し、そういう習慣をつければ良いと思います。

④日本での人気がまだ少ないので、eスポーツを知ってもらう。

③アーバンスポーツを市民に広めるためには小スペースの場所でもできる、一人からでも始められる、他のスポーツとの掛け持ちがしやすいなどの気軽に始め
られるということを印象に持ってもらうべきだと思います。そのためには埼玉県やさいたま市のホームページに掲載したり、病院で、健康の保持のために勧め
たりすると良いと思います。このような取り組みをしていけばアーバンスポーツが普及していくと考えました。

④保護者の人が子どものゲームをやる時間を決めて、時間になったらゲームを終了する。（夜まではさせない休日はだいたい２時間程度にしておく。保護者の
人が時間決めて制限時間になったら使えなくなるように設定する。ゲームの新しいソフトがほしいと言われてすぐに買うのではなく、テストで○○点取ったら
ねと目標をたてさせる。

④eスポーツを広めるためにはまず大人の理解が必要不可欠になると思います。ゲームが仕事として、悪であったものが良い物になるわけなので、大人の承認が
ないと普及していかないと思います。大人に普及させるには安全性を確保しないといけません。「ゲーム依存」「ゲーム障害」などを無くすには、実際に
「switch」などでもある、親が遠隔でゲームを規制する「みまもり設定」などの取組が重要になってくると思います。

④ゲーム依存症→・親や他者などがゲーム時間に制限をかける、または、このままだと取り返しのつかないことになるということを理解させる。　eスポーツを
広める→認知度の問題が大きい　eスポーツが手軽で簡単に体験できるような施設を作る。eスポーツに関連するような商品を作り、人々の関心を集める。

③　テレビでその特集をやれば良いと思う。例えばスケートボードがとても得意な人の技を披露してもらって、そのところの編集をスポーツを広めたい人がや
れば良いと思った。　ポスターを作り、体験できる所が実際に埼玉県にあるので、宣伝をする。

②について、女子中学生である私は詳しいルールがよく分かりません。PK戦、レッドカード、イエローカード等、言葉は聞いた事があってもぼんやりとしか分
からず、テレビなどでサッカーの試合を目にしてもすぐに違う番組に変えてしまい、サッカーの知識を深める機会を逃してしまいがちです。小学６年生のとき
にハートフルサッカーやサッカー大会などが行われましたが、もう大きくなっていたので始めるのも恥ずかしいと思い、楽しそうだと感じながらも教室に通う
ことはありませんでした。「サッカーとは、スポーツの精神とは何か」を訪問された元選手の方は教えて下さいましたが、サッカーのルールについても教えて
もらえると良いなと思いました。サッカーは楽しいと思いますが、６年生の時にハートフルをするのは、受験をするので習いたくても習えない人もいるのでは
ないでしょうか。



②について、埼玉市内では女子サッカー部のある学校が二校しかなく競技環境の少なさが原因だと思った。中学校で女子サッカー部を増やすにはサッカーに興
味がある女子中学生を増やさなければいけない。そのためには体育の授業でサッカーをやりおもしろさを知ってもらったり、町内でサッカーチームを作り、得
意になってもらうことで中学校に入ってもやりたいと思ってもらうことが必要だと思った。

④について　・ゲームでスポーツをするというのが、「ダサい」と思っている日本人が多くいるので、テレビCMなどでこれまでにeスポーツにより金メダルを
とった人を紹介する。・１週間に何日か、趣味の時間を各家庭で作る。

〈「eスポーツ」のゲーム依存やゲーミング障害などの解決策〉①心身の健全な発育に貢献する　②身体スポーツと同じように「eスポーツ」も健全に行いなが
ら、依存等の健康被害等のリスクについての理解を促進させ青少年の育成に十分な対策を講じる　③ゲームばかりではなく、睡眠、食事、運動をきちんと行う
・実際に体験できる場所を設置して、たくさんの人に体験してもらう　・テレビなどでたくさん宣伝してもらって、たくさんの人の興味をひく　・学校の授業
に取り入れてみる

②女子がサッカー部がある中学校が少なく、女子がサッカーをやる場面が少ないので、学校以外でもサッカーを楽しめる機会を増したら良いと思います。女子
が気軽にサッカーを楽しむために、教える人もやる人も、女子だけにしたサッカーをやる場を作ってみてはどうでしょうか。また、女子がサッカーに関心をも
つために、サッカーの試合観戦をできる場を増したら良いかと思います。街や駅などにポスターを貼ったりなどして、サッカーに興味を持ってもらうほうが良
いと思います。興味があったら、観戦をして、実際にやってみたいと思うことがあったらやれるようにしたら良いと思います。

②学校に行き、授業を行う。女子だけでサッカーをできる環境を作る。サッカーの大会を埼玉で行う。女子サッカーのサイトを広める。地域でのイベントを開
催する

・県内の小学校を訪問し、授業し、共に活動することを通して、普及活動をする。・女子たちにサッカーの試合を直接観戦できる機会を作り出す。・子どもた
ちに、始めやすい、続けやすい環境を提供する・女子がサッカーをしたくなったときにすぐプレーできる環境を整備しておく。・女性指導者が必要

①１つ目は、もっと練習し、サッカーで活躍すること。そうすれば、TVとかに出て皆が見るので、注目すると思う。２つ目は、さいたま市の２チームのどちら
かが交互にと定期的にサッカークラブに行ったりして教えたりすれば良いと思う。

④eスポーツのプロ選手を目指す子どもが増えてきている。なのでプロゲーマーになるために練習をしていると言い訳をし、周りも否定できなくなっているゲー
ム依存をなくすためには親もきちんとeスポーツのことを知り、やる時間を決めたりする。eスポーツを広めるには、日本ではまだゲームは仕事外で楽しむもの
という印象があるのでそういう概念をなくせば良いと思う。そして正しいeスポーツの知識を広める

④eスポーツはあくまでスポーツなのでゲームを責めるのではなくやりすぎを防ぐことが重要。例えば時間を決めて設定したり課金をしない、または上限を決め
る（学生は特に）「プロの選手はたくさんやってるから自分もしよう」という子どもの考えを正さないといけない→これを直さないとゲーム中心の生活になり
生活習慣悪化になる　※プロの方は体調を崩さないよう管理しているそうです　PRについてはeスポーツについての特別講議を学校で行ったり、専門学校等を
設立するなど競技人口を増やしたりとにかく色んな人に正しいeスポーツの知識を身に付けてもらうことが大切。

②私はまず、サッカーは男子がやるスポーツという考え方を中学生に変えてもらうべきだと思います。なぜなら、そのような偏見があると女子でサッカーがし
たい子もやりづらいと思うからですそのうえでサッカーの楽しさを知らない子のためにサッカーを見てもらったり、実際にプレーしている選手に少し教えても
らうなど、選手と関わる時間を設けるのはどうでしょうか。また、体を動かすことが苦手な子もいると思うのでレベルで分けた練習をしてみるのはどうでしょ
うか。

市民の方たちが体験できるような場所を設ける。そうすれば、運動不足も解消できるし、体験したことないものを体験できると思います。でも、これらを実現
するには沢山のお金が必要です。なので募金をするのが良いと思います。しかし、募金には詐欺もあり、さらに市民は本当に募金がこの施設のために使われて
いるのかと疑われることもあります。なのでまず募金をする時は市民に分かりやすく説明した上でするのが良いと思います。

②「サッカーは男のスポーツ」というイメージをまず取りのぞくべき→女子サッカーの魅力を広めなければならない　競技をやり始めるのには「憧がれたか
ら」「かっこよかったから」などの理由があると思うので、女子サッカーをより身近なものにし（中学生女子が読むような雑誌で取り上げたり企業とコラボし
たり）より多くの人の目が止まるようにする。　また、中学生の競技人口を増やすためにまず小学生や幼児のころからボールやサッカーに触れさせるのも必要
だと思うので、その親の年齢層の目に止まるような工夫をすれば結果的に女子サッカーが普及することにつながると思う。

②・イベントなどを開催して、サッカーの楽しさを伝えていく。・クラブチームの普及　・社会科見学をJリーグの試合観戦にして、興味を持ってもらう。

④の項目について　ゲーム依存にならないようにするためには　・子どもにゲームをさせすぎないように親がしっかり注意する。・スマホやゲーム機の制限す
る機能を使い、夜までやらないように管理する　などのことを市民に呼び掛けていくようにする。その上で、ゲームの楽しさやおもしろさをみんなに伝えてい
くことが大切だと思う

②・小学生などに実際の試合を見てもらい、興味を向けさせる　・絵本など親しみやすいものにし、日常的に触れ合えるようにする　・積極的に試合をした
り、見てもらうことで知名度を上げる　・ポスターを作り、駅などに貼ることで、大勢の人に見てもらい、興味を持ってくれる人を増やす。

③バスケットボールをモチーフにしたマスコットキャラクターを作ってSNSを通して発信したりすれば興味を持ってくれる人は増える。そうすればやってみよ
うという人も増える。バスケットボールのコートがゴールを公園などにおいて小さな子どもが遊んでいる時にゴールに興味を持ってくれればバスケをやってく
れるのではないかと思います。

④ゲーム依存など、やはり悪いところがあるとゲームは良くないと一つにくくられてしまうので、そのことが仕事になり、娯楽のためだけにやっているのとは
別だという認識もってもらう必要があるので、地元の新聞でもテレビなどで「eスポーツ」の概要と賞金がかかっていて金額はいくらかなどを取り上げれば少し
でも理解者が増えるのではないか

③経済を立て直してまちに公園を設置して、その公園にバスケットコート（又はゴール）を設置することでいつでもできるような工夫をし身近なスポーツにす
る。

②・ラグビーワールドカップの時に、日本が活躍すると、競技人口が増えたので、女子プロが、さいたま市の姉妹都市などの女子プロチームと積極的に交流
し、世界、国内で結果を出す。・さいたま市内の学校に、プロ選手を招き、実際に授業する。（女子サッカーを必修化し）　④…ゲーム依存というのはゲーム
ばかりをやっているからなるものなので、最初からゲームではなく、ゲームをプログラミングなどを駆使して作る段階から子どもたちに伝える。



③スポーツに関する広告等を増やし、市民のスポーツに対する意識を高められるようにする。

③について　「アーバンスポーツ」について関心を持たせるのが必要。なので、埼玉のTVで、積極的に試合の中継をすれば良いと思う。また、市民がよく来た
り、見たりする所にポスターを貼って、アピールしたらどうか。

①プロの女子サッカー選手が実際に学校へ訪れて、サッカーの楽しさを直接伝える。②身近にサッカーができる環境が少ない。僕もサッカー部に所属している
が無料でサッカー場を使える場所やサッカーゴールのある公園が少ない。（埼玉スタジアム公園のような）③は②と同様に、バスケットゴールが公園に１つで
もあれば、市民に広がると思う。また、BMXやスケートボードは普通の場所ではあぶないので、きれいに整備された専用の場所を作る。

③CMや、駅の広告など、市民が良く目にする所に宣伝の文章を作る。

④市民に人気のあるゲームなどでeスポーツについての情報を書くことによってeスポーツに関心を持ってもらう　③②①ニュースや新聞などで今バスケやサッ
カーをやっていることを伝え、部員（チームメンバー）募集と書いたら良いと思う。（他にも雑誌など）

①駅にポスターを貼ったりバラエティー番組で紹介したりする。②無料でサッカーを教えてくれる講座を作ったり、サッカークラブの数を増やしたりする。③
オリンピックの新種目として、ニュース番組で報道する。④Switchみたいに、１日にできるゲーム時間を制限する。

③「アーバンスポーツ」はまだ多くの人に知られていないと思うので、大きなショッピングモールや人の集まる所で体験会などを行うと良いと思う。

③こういうスポーツを広めていくには、都市の空き地などに練習したり、それについて調べたりできるような施設を建てたりする。④公民館などに、ゲーム
きょう体を設置し、市民１人１枚のカードだけがその機械で遊べるようにする。それは１日何時間かを決める。

②サッカーというスポーツ自体が男子がするものというイメージが定着しているので、女子サッカー部という部活や地域のクラブを作ったりして広める。また
スポーツに性別は関係ないと強く主張し、男女問わずスポーツに取り組もうと訴える。

③スケートボードはオリンピック競技に選ばれるほどなのでもっとスケートパークを増やしたりするのが良いと思います。④ぷよぷよやテトリスは頭を使いな
がらやるeスポーツなので少しだけすすめる。

③小学校や中学校の体育の授業などで行い、そのスポーツの楽しさを伝えていくこと。

②学校の授業などでサッカーをする時間を増やし、サッカーに触れる機会を増やす。（そうすることで、①も解決する。）③色々な場所にアーバンスポーツの
施設を作り、触れる機会を増やす。④１日にやったゲームの時間が簡単に分かるようにし、自分からゲームの時間を減らさせる。

④自分もeスポーツをやったことがあります。eスポーツはとても楽しくて、「手」での競技だと思います。まずは、市民にeスポーツの良いところや、魅力を伝
えていくのが第一歩だと思います。その次に、市民にeスポーツをやったことのない人などに、体験をしていただいたりしたり、eスポーツへの関心や興味を
もってもらうのが僕のアイデアです。

②学校で女子サッカーの授業を取り入れたり、女子サッカーの授業回数を増やし、関心を持ってもらえばよくなると思う。③公民館やスポーツセンターでアー
バンスポーツができるようにすれば良いと思う。

④ゲームを始める最初の初期設定で保護者またはプレイヤーが1日にプレーできる、時間を設定し、プレーする。市民に広めていくためには小・中学校などの学
校に1部屋パソコン室という部屋を設け1週間に１コマプログラミングや具体的なeスポーツの体験をする。

③学校の体育の授業or市町村で大会をやる。

③・公園にバスケットゴールを設置して、皆が気軽にバスケットボールをできるようにして、もっとバスケットボールに触れ合うようにする。・全国の小・中
学校にバスケットボールを支給して、バスケットボールに興味を持ってもらう。・小・中学校の体育の授業でのバスケットボールの時間を増やす。・プロバス
ケットボールの試合を地上波でもっと放送する。

②・小学校、中学校、高等学校の授業の一環として、サッカーという項目を増やし、サッカーをする機会を増やしたりする　・サッカーファンクラブなどを設
立し、キャンペーンなどを設けることで市民にもサッカーに触れてもらう。

②サッカーは男子がやるものという偏見を捨てるために、女子プロサッカー選手を学校などに呼んで、サッカーの良いところなどを説明してもらう。



②サッカーをもっと積極的に体育にいれる④文字の英語版を作る。最高レベルを作る。最高レベルが３０の場合、３０までいったら終わりなどにする。①はや
りに乗る。鬼滅の刃とコラボする

私は②について考えました。たくさんの人がネットを使用している今、インスタグラムやツイッターなどで女子サッカーの様子を発信したり、授業に取り入れ
ることが必要だと考えます。また、定期的に子ども（女子）のサッカー大会を開くことで、これからのサッカー人口を増やすことができると思います。

③学校の授業でアーバンスポーツのどれかをやりたいです。②女子サッカー部の普及をしたら良いと思います。

③スポーツ系のアニメを増やす。子どもはスポーツに興味がなければあまり、スポーツ系のニュースは見ませんが、アニメだとおもしろく、実際に動いて、説
明もキャラクターが言ってくれるので見やすいです。私もニュースなどは見ませんが、『黒子のバスケ』や『ハイキュー』などは見ています。勉強などで疲れ
た学生たちにリラックスとして、スポーツ系のアニメを見せれば、楽しみながら、スポーツについて知ることができるので、良いと思いました。

①選手をイラスト（デフォルメキャラ）にしてポスターにする。YouTubeやインスタグラム、ツイッター等の公式アカウントを作り、企画や選手紹介等をす
る。③その競技を題材にしている漫画やアニメ、小説とコラボしたイベントをする。（弱虫ペダルやスラムダンク、黒子のバスケ等）

①学校の掲示板などに「WEリーグ」を宣伝する紙をはる。④子どもの将来の夢にゲーマーが増えてきているので学校で「eスポーツ」を学ぶ機会を設ける。

②各学校で、女子サッカー部を作り、気まずくなく入部できるようにする。（男子と部活を別々にする。）

③漫画やアニメなどで流行らせるのが一番効率が良いと思う。だが、数ある漫画から流行らせるのは難しいと思うので、マスコットやゆるキャラを作った方が
良いと思います。普通だとつまらないので、逆にめちゃくちゃダサくしてみたりとかしてみたら、子どもたちは関心を寄せると思います。そして、子どもから
親、大人たちへ広まっていくと思います。

②番です　　学校でも女子の体育の授業にサッカーを取り入れたら良いと思います。そもそも、サッカーは男子がやるものだという考えが根づいているためポ
スター等で女子のプロサッカーチームを取り上げれば、女子のサッカーの認知度も上がり、興味がわく人も出て来ると思います。また、習い事でも女の子が男
の子に混じってサッカーをするのは抵抗があるので、女子だけのサッカー教室を開いたりすれば良いかと思います。

④について　私は家にゲーム機器がないので、日常生活を過ごしているだけでは全くゲームに触れません。だから、私のような生徒のために、学校の授業で④
のeスポーツについて教えてほしいです。また、ゲーム依存・障害についてはみんなが意識を変えないと解決できないので、少し仕方ないのかなぁと思います。
つまり、学校で教育としてゲームについて授業をしてほしいです。

①まずは「WEリーグ」に参入することを知らない方もいるので、ポスターなどを作り、駅や、身近なコンビニ、スーパーなどに掲示する。（埼玉県内の知名度
を広める）　②「eスポーツ」のクラブや、中学校、高校で部活を作る。

④eスポーツ自体のソフトに制限機能をつける。eスポーツのチームを作って、そこでつながれる友人を作り、依存を避ける。チームを作ることで興味をひくこ
とができると思う。

①・②女子プロサッカーリーグの選手が学校に来て、特別授業をしてくれたら、子どももWEリーグの存在を知って関心を持ってくれると思う。選手に技を見せ
てもらったら、サッカーがかっこ良いと思う人も多くなるかもしれない。実際に上手くボールをけるコツを教えてもらって上達したらうれしくて思い出に残る
かもしれない。これからを担う子どもに知ってもらい、関心を持ってもらうことが大切だと思う。選手と直接触れ合うことがポイントである。③公園などに
BMXやスケートボードなどの練習場を作ると良いと思う。身近に感じることができて、少しやってみようかなとチャレンジする人も増えたり、スポーツのでき
ない子どもや高齢者も存在を知ることができるだろう。

④小学生中心に、eスポーツのイベントを開き最初にとても楽しい体験をさせ、その後ゲーム依存などの危険性について説明をすれば心の中にとても残ると思い
ます。それか、実際にゲーミング障害やゲーム依存の方にお話を聞かせてもらう機会を作る。

③体験授業などをして、それぞれのスポーツの楽しさを市民に伝える。

③について　街のどこかに広場のような場所を作って、新しく採用されたスポーツについての説明をした後、集まった人に体験をしてもらったり、映像を見て
もらって新しいスポーツに興味を持ってもらったら良いと思います。また学校での授業にスポーツが採用されるまでの歴史や、現在採用されているスポーツに
ついての授業をしたら、より深く理解することができると思います。

②体育の時間に、女子にも「サッカー」という時間を今までより増やし、サッカーの楽しさを経験を通して伝えていく。　④「eスポーツ」ができる時間を制限
しつつも、学校のPCの授業の時、「eスポーツ」に少しふれたりする。

②学校の女子の体育にサッカーを取り入れる。

①２チームがなにかしらの功績を残す。④時間を決めて、みんなに紹介する。②①のプロチームが女子サッカーを好きになるように紹介③大会などをして、積
極的に参加してもらう。



④eスポーツのゲームについて、例えば1日2時間以内までというルールを守れたら、そのゲームの中での特典がもらえるなどの取組をすれば、課題を解決でき
ると思います。市民の人に広めるには大きな施設でイベントを開いたりするとeスポーツについて知る人が増えるのではないかと思います。

①時間はかかるが、今の女子学生にサッカーの魅力を教え、幅広い世代の人にプレーしてもらう②主に女子校（小学校）でサッカーの授業数を増やす③スポー
ツをできる施設を作り、興味がわくようにする④市全体にフリーWi-Fiを設け、ちょっとした時間にもできるようにする

②中学校の体育の授業で女子サッカーのことを宣伝する。④eスポーツをやるのであれば、長時間画面を見続けるので、ゲーム依存やゲーミング障害になる覚悟
を持って行うことを指導する。ゲームが好きではない人もいるので、無理に市民に広める必要性は無いと思う。

①募金活動を行う。学校に行って、子どもたちにサッカーを教える。②その新しくできたプロサッカーチーム（女子）が女子中学生にサッカーの魅力を伝え
る。③市で大会を開き、参加してもらう。学校の授業に取り入れる。④時間を決めてやる。体調管理が、しっかりできた上でやる。

①テレ玉に放送してもらい、まず埼玉県内で有名になれば良い。②埼玉県の女子プロサッカー選手が中学校に行き良さを語る。③人口が多く集まる駅にスポー
ツの歴史を掲示する。④そもそもゲームメーカーが時間設定をする。

①の考え　すでにあるJリーグと合流試合やファンとの交流会を行い、認知度を上げる。また選手達とファンによる地域へのボランティア活動や選手達やファン
の合宿を行い、サッカーが好きな人の結束力を高めるなどをして、更に認知度を上げるともっと良い。

④依存になりたくてeスポーツやってるんじゃないんですか？やるなら依存になる可能性なんて十二分にあるしそういう覚悟を持つべきだと思う。別に市民に広
めなくて良いと思う。嫌いな人だって沢山いると思うから。①浦和レッズと大宮アルディージャが活躍すれば自ずと注目は集まると思う

②　まず、サッカーに興味を持たなくてはなりません。それは、例えば、ける楽しさや仲間と協力する楽しさ、ゴールを守りぬくことや、ゴールをきめられた
達成感などなどそれを実際に感じることで、「あぁ…」「こういう感じなんだ」と思えます。

①ポスターや広告にあげて注目させる。②都内から来る人や地方の人に体験させる。③県が条例にスポーツを4日に1日やると追加する。④1人1人心掛けて宣
伝する。

そのチームの特徴や凄さ、魅力的な部分をチラシやテレビのCMなどで宣伝をする。②女子サッカーの大会を作って野球でいう甲子園みたいに女子サッカーにみ
んなが目指したくなるような目標を少しずつ作っていくこと。③オリンピックの種目ごとの選手を子どもが多い学校などに行っていただいてすごさや関心を持
たせる。子どもに教えると親などもその種目を知ることができるため広まると思う。④ゲーム依存などはゲームを長時間することにより多いのでゲームの時間
指定をさいたま市で行ってみてはどうか。

①そのチームのマークの旗をそのチームの地元などの電柱に貼っておく。②部活で「女子サッカー部」という部をどの中学校でも設けることを強制する。③大
きい公園などでそういった競技の体験を無料で行う。④まずはどこかの施設でeスポーツの体験を行う。

③ＢＭＸ、スケートボード、３×３（バスケットボール）を広めるには、さいたま市の中での大規模なアーバンスポーツの大会を開けば、少なくともテレビさ
いたまなどの埼玉の事を報道する新聞やテレビなどは注目し、たとえそうならなくてもアーバンスポーツに興味がある人が友人を誘い、興味を持ち、更にその
友人が広めるといったことが有り得るので少なからずこの大会を開くメリットがあると思います。

①地域の人々などと一緒に、サッカー教室などで触れ合い、知名度を上げる。→そうすることで、選手と親近感がわき、自然と応援したくなる。②それぞれの
学校に女子サッカー部を導入する。→部員を増やすためにポスターを作成する。女子サッカーの大会を積極的に開催し、たくさんの人に知ってもらう。③BMX
やスケートボード、バスケットボール（３×３）についての教材や参考書などを作り、学校で取り扱う。④eスポーツの大会を開く回数を減らし、その大会を盛
大にする→ex)４年に１回のオリンピックにeスポーツの種目を導入することで、回数も少なくし、より盛大に大会が開ける。

①はもっとサッカーはどういうゲームで、どれくらい、意志をつなげたりしているのかを、もっと知らせた方が良い。③②は勢いよくくるボールがこわい、痛
そうと思う人が多いと思うから、体験やどうしてサッカーというゲームができたのかを、教えて、興味を引かせる。（友達他人を利用して、相手を引きこんだ
りすることができるかも！）④は同じ物をやらせるのではなく、別のスポーツを紹介したり、一次的に「こっちやってみたら？」というように、誘ったりし
て、少し気を紛らわしたりする。

ぼくは、③のアイデアを提案する。まず、小・中・高等学校で体育として、授業の一つとする。その授業で「楽しい！」と思う生徒がいると思う。だから、町
に二つ以上それぞれの競技の環境の準備を県がやる。そうしたら、その行動が世に広まり、さいたま市だけではなく、他の都市に広がって、日本の教育水準が
高くなる。そうしたら、生徒も学校の一つの楽しみとして、積極性が培れると思う。

①さいたま市内の電車、バスなど公共交通機関で宣伝をしたら、多くの人に注目をされると思う。②女子サッカーの勧誘をチラシなどでして、女子だけでなく
男子のサッカー人口、男女全体のサッカー人口を増加させたら良いと思う。③SNSを用いてオリンピック種目として採用されたことを取り上げれば広めること
ができるので、これをしたらもっと良くなると思う。④まずは、体験施設を借りて、市民にeスポーツを体験してもらって、それにより理解を深め、市民に広め
ていくのはどうだろうか。

①学校の児童や生徒、ファンなどと交流会を行い、女子サッカーの良さを伝えたら良いと思います。②子どもたちに女子サッカーの魅力を伝えたら良いと思い
ます。③選手とさいたま市民の交流会を開き、良さや面白さを伝えたら良いと思います。④プレーする時間を決めてある「eスポーツ」で大会を開くなど、市民
にeスポーツの楽しさを伝えたら良いと思います。

①ポスターや講習等でサッカーの魅力を伝え、女子でも充分楽しめることを体験等を通して伝える。②サッカーを身近にするため、サッカーの授業数を増や
す。③アーバンスポーツを体験できる場所を作り、興味がわくようにする。④機材完備の施設を建設する。

③学校の体育の授業で扱ったり、自転車ででかけるなど積極的に自転車や、バスケなどに触れ合う。④子どもが喜びそうなゲームの仕方を工夫する。（例、ス
ポーツしながらできるゲーム）祭り、スポーツに参加すると、商品券がもらえて、その商品券で好きなものが買えるというシステムを導入する。①女子サッ
カーに参加した人に、雑誌やテレビに報道したりする。②特にない。



③「アーバンスポーツ」専用の会場を作り平日は誰でも気軽にできるように年齢別にコートを使える時間を指定したら良いと思う。基本的に団体で借りること
は禁止をして清掃員を雇いゴミがコートに１つもないようにして安全にしたら良いと思う。週末には県で無料の初心者のための練習会を行ったら良いと思う。
休日では丸１日かけて年齢や経験歴などに分けて大会を行うと良いと思う。県の寄付金でプロなどを呼び１か月に１回くらい試合を行ってもらい入場料も予約
もなしにしたら良いと思う。

③の実現に向け学校の体育のプログラムに加えるまた、夏休みなどの長期休みに③の種目の体験実習ができるプログラムを実施し、有志の方が積極的に取り組
める環境を作る。県内の体育館での③のスケートボードの貸出しができるようにする、③の種目を身近に感じられる環境を作り興味関心を高めていく。

①今までの日本の女子プロサッカーの歴史を振り返ってもらう。サッカーの楽しさや良さを知ってもらい、興味を持ってもらう。②日本の女子プロサッカーの
歴史を知ってもらう。サッカーなどのスポーツの大切さを知ってもらう。③スポーツへの関心を持ってもらうために体験してもらう。④ゲーミングというのは
たくさんするものではなく、疲れを癒したり、休憩をしたりするときにするものだと教える。

①電車（さいたま市を通る）の中や、町に広告を出し、少しでも目に止まってもらうようにする。特に、さいたまスタジアムなど、サッカーファンが集まるよ
うな場所に出して、サッカーファンに関心を持ってもらう②さいたま市立中学校や、その他公立学校で、女子サッカーを体育の授業でとり入れ、女子中学生限
定のイベントなども行う。③そのスポーツを行う競技場をさいたま市立の公園などに設置し、公園を訪れる人に興味を持ってもらえるよう、イベントも行う。
④eスポーツだけではなく、普通のスポーツもするように促す。コントローラーを振ることでポイントが溜まるなど、体を動かすことと一体化させたeスポーツ
も作る。
私は③について考えました、私はスポーツをするのが好きです。その理由は昔から（3才の頃から）水泳をよく行っていたためです。その他にも保育園で進んで
運動をする機会があったからだと思います。だから③のアーバンスポーツ、スケートボード、バスケットボールも行う機会が多ければ、「楽しい、もっと行っ
てみたい」などの思いも浮かんでくると思います。そこで、私が思いついたのは、いろんなスポーツが楽しめる「運動広場」のような場所を作り、身近に様々
なスポーツができる場所を作れば良いと思います。私は小学生のころ、バスケットボールを休み時間によくやっておりましたが、バスケットゴールがある公園
なんてなかなかありません。私は運動をする機会がないと運動をたくさんできないと思うのでたくさんその「機会」を作れば良いと思いました。また、私は実
際「アーバンスポーツ」は知りませんでした。だから、様々なスポーツを知る機会、体験する機会としても運動できる場所はもっとたくさん設置すべきです。

①新しい女子プロサッカーチームを中心としたイベントを開催する②女子に人気があるアイドルグループなどと女子サッカーがコラボをする③中学校の体育の
授業にアーバンスポーツを取り入れる④1人1人時間を決めて取り組む。またeスポーツについての説明会を開く。

ゆるキャラのようなものを作る。こんなかんじのかわいいのとか…（くまのイラスト）ちなみに①番です。そうすれば小さい子たちが興味を持って、数年後は
その子どもたちが大きくなって、また小さい子たちにつないでいってくれると思ったからです。

②地域で無料でサッカーを体験できるイベントなどを行い、みんなにサッカーの楽しさを知ってもらい、少しでも、サッカーをならいたい！！という人が増え
てもらえるようにして、女子サッカーをやっている人の人口をできるだけ増やしていけば良いと思いました。

私は④について提案したいと思います。まず「eスポーツ」というものを市民に知ってもらうためにショッピングモールなどの施設でeスポーツ選手による講演
会を開き、世間的にeスポーツは「ゲームをすることで収入が得られるとても楽しそうな仕事」という風に思われていますが、その裏にある「好き」を仕事にす
ることの難しさや収入の不安定さによる日々の努力などのみんなが意外と知らない現実的な部分も職業紹介としてしっかりと伝えることが大切なのではないか
と思います。その次に実際に市民の方々にeスポーツを体験してもらいます。子どもから大人までが楽しめる例えば「魚釣り」といった感じでシンプルでおもし
ろいゲームを体験してもらい、eスポーツをすることの難しさや選手たちの凄さなど今までとは違った視点でeスポーツと向き合うことができたら、市民の方々
がeスポーツを理解できるようになり、自然と広まっていくと思います。

私のアイデアは３番です。行ったほうが良いことは1つ目、種目スポーツを実際に体験、練習できる場所を増やすことです。たとえば少し人の少ない場所でも小
学校での課外活動、親子での体験が増え、より多くの人に知ってもらうことができると思います。2つ目、都市型スポーツであり、より身近に誰もが楽しめるよ
うに出来ているということを世間に広めることです。動画配信サイトや町のポスターで人の目につくようにすることで自然に興味を持つ人が出てくると思いま
す。私は、アーバンスポーツをあまり知りませんでしたが、今回をきっかけに、もう少し調べてみたいと思いました。

②私がサッカーをしていると、「女子なのに」「疲れそうだからやりたくない」といった声がきこえてきます。サッカーは男子のプレイヤーの方が多いです
が、別に男子しかプレーしてはいけないというきまりなどありません「女子なのに」というのは、立派な偏見です。なので、女子サッカープレイヤーの方々を
さいたまスーパーアリーナに招きイベントを開催することを提案します。また実際にサッカーは体力が必要です。たしかに疲れます。その点はどうしようもあ
りません。ですが、前述したように、イベントを開催し、そこにサッカーに関連するトレーニングやミニゲームを組み込んでしまえば、サッカーが楽しいと思
えるようになり、女子サッカープレイヤーが増えると思います。

私は③について考えました。自転車の場合は、サイクリング場に看板などを設置し、オリンピック種目に採用されたということを誰もが知れる状態にしておく
ことが重要だと思います。また、スポーツやオリンピック種目に採用された種目を実際に体験できる機会を設けたり、体を動かすことの重要性や、大切さを訴
えるような講演を開くと、もっと関心を持ってもらえると思います。

①若者に親しまれるためにインターネットを活用してサッカーの練習の様子を載せたり同年代の女子へ興味がわくように女子サッカーの魅力やサッカーについ
ての知識を合わせた歌やダンスを作成する。インターネットをあまり使わない年代の人たちにも親しまれるように埼玉のグルメを練り歩いたり埼玉での有名や
祭りやイベントに参加する。

私は②について考えました。たくさんの人がインターネットを使用している今、インスタグラムやツイッターなどで女子サッカーの様子を発信したり、授業に
取り入れることが必要だと考えます。また、定期的に子ども（女子）のサッカー大会を開くことで、これからのサッカー人口を増やすことができると思いま
す。女子中学生の体育の授業にサッカーを取り入れたり、また、女子中学生が女子プロサッカー選手からお話をうかがえるような機会があれば、サッカーの魅
力を知り、興味を持つことができるのではないかと思います。

①男子のサッカーチームと共同で試合をやり、女子のサッカーチームの凄さを伝える。②地域で、サッカーの大会を開き、サッカーの関心を高める。③「アー
バンスポーツ」の内容はどれも皆が知っているものなので、一度やってみることで見方が変わるのではないかと思う。④ゲームをやる時間をきちんと設定し、
その時間以外は使わないようにする。少し体を動かすゲームなどを取り入れることで依存につながりにくいと思う。

②の、女子中学生のサッカーの競技人口を増やし、普及させるために、私はさいたま市内の中学校にプロとして活躍されていた選手（すでに引退されている方
でも良い）を招き、実際にサッカーを教えてもらう授業をしたら良いと思います。普段、サッカーと関わりを持っていないような人でも、有志で行うサッカー
スクールとは違い、授業として行えば、知らなかったサッカーの魅力に気付くことがあると思ったからです。実際にプロとして活躍されてきた方々を講師とし
て招くことで、一流の技を間近で見させて頂いたり、より本格的な授業を行ったりすることができると思い、このことを提案しました。競技人口を増やすこと
は、難しいことかもしれませんが、さいたまをスポーツで笑顔をあふれるまちにするために、一人でも多くの人にサッカーの魅力について伝えていくことが大
切だと思いました。

[③についてのアイデアです。]学校の体育でバスケットボール（３×３ではない）をした経験があるので、オリンピックの種目に３×３のバスケットボールがあ
ることを生徒に説明し、体育の授業に取り入れたらどうか。BMX（自転車）、スケートボードは数に限りがあると思うので、クラブや部活動等で取り組んでは
どうか。あとはBMX（自転車）やスケートボードが気軽にできるような施設を用意して（さいたま市民は利用料を少し下げるなど）市民のリフレッシュの場と
して広めていってはどうか。その施設の中にオリンピックの説明パネル等があると、小学生の調べ学習にもなって良いのではないかと思う。（新型コロナウイ
ルス感染症予防をする場合は体験することが難しいので実際に選手の方の話が聞ける場（zoom等）があると良いのではないか。）



③学校の授業でこのようなスポーツを取り入れる。市民がスケートボードなどを体験する場所を作る　試合を開き、これらのスポーツを身近なものにする。体
験教室の開催をする。

④一人当たりが一日にできる時間を決める。毎日、一、二日ぐらい、eスポーツをやっている人同士でオンラインでつながり、規定の時間内で対戦する。

④番について考えました。ゲーム依存症の対策について考えたのですが、eスポーツをやる人の大部分の人がゲーム依存症になることは仕方無いと思います。理
由は、何か物事に熱中（何かのスポーツなど）した人が、他のことよりそれを重要視することは当然だからです。しかし、重症化し過ぎると死に至ることも有
るので、その人の症状を軽減するためには、その人に対してeスポーツを一時的にやめさせるのはやむを得ないと思います。

②について、提案をします。まず、女子中学生・女子高校生が、運動部に所属する人が少ない理由として、小学校の合同体育があると思います。例外はありま
すが、基本的に男子が授業で行う試合の主導権をにぎり、女子は積極的には参加しないイメージがあります。だから男女別の授業にすれば良いと思います。

②について、アイデアを提言します。僕も小学校6年間サッカーをやっていました。その時も女子選手は各チームに１人いるかいないか程度でとても少ないなと
感じました。しかし、どの女子選手も男子選手に交じって楽しそうにプレーしてました。それなのに選手が減少してしまうのは後輩の世代に魅力が伝わってい
ないからだと思います。そこで僕は「バーチャルサッカープロジェクト」というものを提案します。これはバーチャル空間で様々な人とサッカーゲームをして
関心を深めてもらうというものです。これを小学校の特別活動で行えば皆がサッカーに触れることができるし、この「様々な人」というのは世界中の子ども達
を想定しているためグローバルな世情にも適していると思います。eスポーツの普及にも間接的につながるため、一石二鳥ではないでしょうか。

③について・新しいオリンピック種目を市民に広めるには、「地元の小学校の校庭や体育館を休日に借りて、新種目のスポーツの体験」をしてもらい、新種目
の魅力を知ってもらうのが良いと思った。・子どもの世代にもっと興味を持ってもらうために、新種目のスポーツ体験を、体育の時間で行ってもらえば、新種
目の知名度を、小学生を中心に広げられると思った。

私は、eスポーツを市民に広めていくためには「eスポーツ＝ゲーム」というイメージを減らしていくことが必要だと考えます。そのために、コントローラーを
使うだけではなく、体を動かすことでレベルアップしたり、消費カロリー等の記録をしたりできるゲームを推奨するのはどうでしょうか。eスポーツ自体をス
ポーツとして認めてない人の多くは、項目にあるゲーム依存を心配し、体を動かさないのはスポーツではないと考えているのだと思います。しかし、eスポーツ
は人が集まらなくても自宅でできたり、運動が苦手な人も気軽にできるという良さもあります。これらを踏まえて、ただ画面と向かい合うだけのeスポーツでは
なく、体を動かし軽い運動感覚でできるゲームを広めていくのが良いと思います。

③について、「アーバンスポーツ」のイベントを行い、それをメディアに取り上げてもらえば広まりやすいと思う。例えば、学校など、確実に参加してもらえ
る場所で、そのスポーツを体験するなどのイベントを行う。そうすれば、その参加をした人からと、メディアからの2つの方向で宣伝ができる。

②男子サッカー部はほとんどの学校にあると思いますが、女子サッカー部は男子サッカー部に比べある学校は少ないと思います。中学生が新しい好きなことを
見つけやすかったり、新しいことにチャレンジしやすい場所は部活動だと思います。サッカー部を男子はできるけど女子はできない部活にするのではなく、女
子サッカー部もつくれば、サッカーに関わる女子中学生も増えていくと思います。また、体育の授業などで、女子サッカー選手の方との交流の場をつくれば、
女子サッカーの魅力や、憧れを抱きやすいと思います。また、女子サッカーよりも男子サッカーの方が知られている今の現状も改善できるのではないでしょう
か。

③について、BMXやスケートボードは、全くやったことがない人にとっては、自分からほど遠いスポーツに感じられると思うので、まずは試合観戦を促すこと
が大切だと思う。例えば、さいたま市内の小・中学生などに試合のチケットの割引券などを配布し、試合を実際に見てもらう。小・中学生の中でも、部活やク
ラブが少ない小学校の低学年の児童は、興味を持ち、習い事などでBMXやスケートボードを始めると思う。そうなれば、その児童達が増え、アーバンスポーツ
がさいたま市民に広まると思う。

私は③の項目について提案をします。オリンピック種目として採用された「アーバンスポーツ」は、主に都市の中で行うスポーツです。自転車、スケートボー
ド、3×３（バスケットボール）などの練習場やレクレーション施設を作ったら良いと思います。前述の通りアーバンスポーツは都市で行うスポーツなので上手
く町にとけこむ事ができると思います。特にスケートボードなどは多彩な技がカッコ良いため、市の公式HPやYouTubeで動画の公開などをしたら若者が興味
を持ってやり始めるかもしれません。そんな若者達がアーバンスポーツをやる場として施設を作ることを提案します。

私は③の「アーバンスポーツ、スケートボード、3×３を広めるにはどうしたら良いのか」について、アーバンスポーツとスケートボードは屋外で個人でできる
ため「コロナウイルスに感染する可能性が低いスポーツ」としてホームページなどでこの競技についての説明と一緒に紹介するのが良いと思う。また、この３
つの競技はサッカーなどと違ってやる場所があまり近くにないため人々が身近に感じられなくなっているのだと思う。だから、公園や公民館などの市民が使う
場所にこの３つの競技ができる施設を造設し、料金を払ってもらい、使った人が楽しかった、面白かったと思えば競技人口も増えていくため結局は黒字になる
のでこの方法が良いと思った。

④について提案します。「eスポーツ」というものは、スポーツとゲームを融合させたものであり、うまく有効活用できればゲームを楽しみつつ、体を動かすこ
ともできます。そこで、たとえば「プロ野球スピリッツA」のように「スタミナ」を設け、ある一定以上ゲームを行うと時間を空けないとまだゲームができない
ようにすれば、ゲーム依存を防止できると思います。また、さいたま市のeスポーツ競技人口を増やすために、いろいろなeスポーツの大会などを開き、賞金な
どを設けると良いかと思います。また、中学校や高校に「eスポーツ部」を作り、学生にeスポーツの魅力を伝えることも効果的かと思います。学生がeスポーツ
に興味を持てば、彼らの家族に話し、町の人に話しとどんどん興味の輪が広がっていくと思います。学校に作ったeスポーツ部にプロゲーマーを招待し、特別講
師として学生の前でそのゲームの様子を見せることにより、「これやってみたい！」「面白そう!」などとなると思います。お金は市や県・クラウドファンディ
ングによって集めれば良いと思います。

③・・・アーバンスポーツ用の施設を作り、そこで体験、（歴史）、習い事などを開く。体験はDMX、スケートボードの２つはバーチャルのゴーグルと自転
車、スケートボードで体験、３×３は職員などが補充すれば良いと思う。歴史は、皆あまり興味ないと思うが、軽めに展示しておけば良いと思う。習い事はそ
のままです。その費用ですが、短期決算では赤字かもしれないが、長期決算では黒字になると思う。（製作費＋地価＋水道代など）（習い事←月0.5万×20
（人）３（個）＋体験（1回300円×50×30（日））（１日あたりの金）

③　さいたま市の中学校や高校生に数種類のアーバンスポーツを選択科目として義務づける。そうすることでどのスポーツを選ぶかを決める時にそれぞれにつ
いて調べ、実際にやってみたいと思えるものが見つかると思います。また、そのようなことがニュースやテレビでとり上げられれば「スポーツのまち」として
の認識も得られるかもしれません。また、アーバンスポーツをするためのもの（スケートボードやバスケットボール）を数個公園に置いておくだけでも自分で
はなかなか手が出しずらくても、やりたいと思うようになるかもしれません。そのためのお金の元やセキリュティー面の問題については分かりません。

②　埼玉県の中学校の女子サッカー部向けに半年に1度くらい定期的に講習をする。講師にサッカーもできるイケメン俳優を起用する。

②中学生の女子にもまずサッカーというものを知ってもらい、興味をもってもらう必要があるので、小学校の社会科見学としてサッカーの試合を見せたり、ス
タジアムに行ったり、選手とふれ合う機会を設ける必要があると思う。なじみにくくあまり知らないスポーツをやりたいともう人はいないので授業でもとりこ
んで見近な女子サッカーにすればやりたいと思う人が増え、女子サッカー人口は増える。私の友達の１人の女子サッカーをしている人は兄がサッカーをやって
いたから自分もはじめたと言っていたので、学校を通してサッカー選手をオンラインで子どもが会話できるなど男女に関わらず見近な存在になることが女子
サッカーを普及しサッカーのまちにしていく第一歩になると思う。



③について　公園などにスケートボードやＢＭＸ用の台、3×３用のバスケットコートを作る。アニメやマンガなど、サブカルチャー系の媒体を使って広める。
YouTubeなどで動画を配信する。小・中学校で体験教室などを開催する。

①・小・中学生にサッカーを教えにきてもらう。そうすれば、小・中学生なら、教えてもらったり、関わった人なら応援したくなると思う。そうすることで
ファンが増え、女子サッカーは盛り上がると思う。例えば、11月にはさいたま市のサッカー大会があるため、小学生にはそれに向けて指導してもらう。オフ
シーズンなら選手も来てくれると思う。選手の指導するときの給料は払うが、その払ったお金で、教えた小中学生にチケットを渡し、試合を見てもらうこと
で、もっと興味を持ってもらう。

①について　・女子の浦和レッズ、大宮アルディージャ主催の試合を観戦した人に男子の浦和レッズ、アルディージャ主催試合が安く観戦できることができる
半券を配る。・ティックトックでバズらせる

④・・・今日、、「eスポーツ」の名前通り、ゲームは「遊び」ではなく「競技」になっていきつつあり、多額の賞金が出るような大会も開かれている。「プロ
ゲーマー」＝「アスリート」であると思う。そのため、その他水泳やテニスなどのアスリート達のように、専属のマネージャー、コーチをつけ、心身ともにケ
アをしていく必要があると思う。eスポーツを広めていくためには、主に大人の偏見による、「ゲーム＝遊び」払拭するべきだと思うので、実際にゲームをやっ
てもらう。プロゲーマーの練習風景を見てもらう、オンラインでの試合観戦、握手会など、理解の場、交流の場を設けるといったことを長期戦覚悟でやってい
くべき。
金は・・・それぞれの「アスリート」が所属する組織に。

②の意見について提案します。私は女子の体育の時間や部活にサッカーを活発にすることが良いと思います。恐らく、女子サッカーの習い事を増やしてもさほ
ど変わらないと思いますが、例えば体育の時間にやるとすると、さほど興味がなかった人も「あっ楽しいかも！」と思う人がいると思います。そこから、その
時点で習い事などを増やしていくと、さいたま市の女子中学生、サッカー人口が増えていくと思う。

自分たちは、④のeスポーツに提案をしたいと思います。まず、ゲーミング障害やゲーム依存を解決するために、時間制限を設けます。具体的には、スタミナ、
ゲージなどを用意し、それらが溜まらないとゲームが続けられないようにします。次にeスポーツを市民に広めるために、学校にeスポーツ関係者を招き、講義
をしてもらい、また、ゲーム依存に関する呼び掛けもしてもらいます。他には、広い会場でのイベントや大会の開催をしてもらい、多くの人にeスポーツに触れ
てもらうようにします。賞金はゲーム会社が調達しますが、eスポーツの人口が増えれば、最終的な利益は少しずつ増え、黒字になると思う。以上のことから私
たちはeスポーツの普及、およびゲーム依存の抑止について提案したいと思います。

②学校の体育の授業でサッカーを積極的に取り入れ、ルールや楽しみを広める。また、小中高の部活動に、サッカーを楽しむことをも目的とした女子サッカー
部を作り、気軽に入れるようにする。さらに、校内で球技大会を開いてその中にサッカーを取り入れ、他の学校とも対戦できる機会を作る。他にも、初心者で
も楽しめるサッカーゲームを作って女子サッカー選手を登場させたり、バーチャルで360°サッカーをスマホで楽しめる仕組みを最初は誰でも無料で見れるよ
うにし、徐々に有料化していく。さらに、それを見た人限定で抽選によってお気に入りの選手のサイン入りグッズをもらえるチャンスを作る。

④の「eスポーツ」について。　ゲームが好きな人が多いので広告をする必要はないと思う。その分のお金を、「PCを見ている時間」が見れるアプリを作った
り、運用費にあてたりすれば良いと思う。または年齢制限を設けて15歳くらいから解禁にすればゲーム依存になるリスクは減ると思う。そうすれば大人からの
信用も得ることが出来、市民に広まる！！あとは経済的に余裕がないけど「eスポーツ」をやりたいし、強くなりたい！！って人向けに、どこかの学校の体育館
を日曜日に借りて、PCの貸出しを行えば皆ができる！！

③アーバンスポーツのトレーニングができる施設を増やす。駅から近く通いやすいとなお良い。既存の公園に専用の区間、場所を新たに設置する。スケートリ
ンクを沢山設けることは厳しいが駅や家から近くの公園ならば足を運ぶことも少なくない。そして興味を持たせ「やってみたい」と思わせる。自転車の貸出し
をする方が良いかもしれない。また、ロッカーも整備すると利用しやすくなると思う。

①webページでの紹介

①SNSで紹介動画を流したり、選手と関われる機会を作ったらどうか。

③市民にまだ広まっていないスポーツなどはホームページやYouTubeなどSNSにplay動画をあげて、どのようなスポーツかまず見て知ってもらうことが大切
だと思う。
また、試合を多くやり、通行人などの目に入るようにする。（会場周りにはしっかりポスター（広告）など）

③市内大会を盛んに開き広めれば、自然とやる人が出てくるはず、チラシを使うなどで広める

①海外から女子プロサッカーの中でもトップクラスの選手を獲得することによって、メディアなどに取り上げられると思うのでそうすると注目されると思う。

③について、アーバンスポーツを広めるためには、まず市民の人々に知ってもらい、知名度を上げることが大切だと考えました。なので町中にポスターを貼っ
たり、利用者の多いSNSで拡散したり広告として載せたりすることで皆の目にとまり、プレー人口が増えると思います。

④eスポーツは、ゲーム依存症などの課題がある。そこでeスポーツから道をそれた人へのバックアップが必要である。

①地域のボランティア活動に参加することでまず地域の人々に名前を覚えてもらったら良いと思います。もちろん１番知名度を上げるには試合で勝つことが最
短ルートではあるものの、最近はコロナなどの影響で試合が少なくなっているので地域の人々へ貢献することで名前を覚えてもらうのが良いと思います。

私たちは、②について提案します。私たちは②の問題の解決策として、学校の授業でサッカーの授業量を増やすことを提案します。



④eスポーツは大会なども多く開かれ一つの職業として成り立っている。そのため、ゲーミング障害やゲーム依存を解決するためには、休む時間をしっかりとと
り、ゲーム１本にならないように一人ひとりに強く呼び掛けることが大切だ。

④ゲーミング障害やゲーム依存関係なく、その道で生きていくならやり、生きていけないと思ったら楽しむなどしっかり割り切る。
授業の一環として取り入れる。

④
・授業の一環として学校が取り入れる
・もっとイベントを増やす
・理解を深める
・PS5を配る

③について、まず、アーバンスポーツを広めるには小学校、中学校、高校などで、体験授業を積極的に開いて、そのスポーツのことを多くの人に知ってもらう
ことが、大切だと思う。それ以外にも中学校、高校の部活で、BMX部やスケートボード部も作ってみると良いと思う。少しお金が多くかかるかもしれないが、
今のうちにそんな部活を作ることで将来その部活が大きくなって、その学校の魅力となると思う。他にもイベントとして学生以外の社会人にもアーバンスポー
ツ体験のイベントを開いたりすることで幅広い年代の人達にそのことを知ってもらい、市民に広めていけると思う。

②女子サッカーを広めるために中学校、高校に女子サッカー部を作れば良いと思う。なぜなら、女子がサッカーをやらない理由の１つにサッカー部は男子が多
いイメージがあり、女子が入りにくいから。

③学校の体育の時間に、その種目の選手を呼んで、その選手と一緒にそのスポーツの楽しさや、おもしろさ、魅力などを皆に知ってもらうのが良いと思いま
す。学校の体育の時間なのでわざわざ時間を作る必要もないし、子どもたちも楽しく学ぶことができると思うからです。学校でパンフレットを配布するのも、
良いと思います。それを通じてその子どもの保護者など幅広い人たちにそのスポーツの楽しさや、すばらしさ、魅力などがたくさん伝わると思うからです。

④さいたまスーパーアリーナで月に１回賞金付き大会を開き、プロゲーマーを集めたり、隠れプロを探す会のようなものを開く。

①地元のポスターやチームのグッズ店を通じてチームのことを紹介して、それを見た人たちも自然と見るようになる

①、②、③→学校の授業で採用して、小学生や中学生にアーバンスポーツやサッカーに触れてもらうことでそれぞれが普及すると考えました。サッカー人口が
増えれば、女子プロサッカーチームも注目されると考えます。

②、女の子がサッカーを始めることは私の周りでもめずらしいですが、それは皆のサッカーに対する印象が「サッカーは男の子がやるもの」という暗黙の了解
のようなイメージがあるからだと思います。女性の有名なサッカー選手もいらっしゃいますがあまりなじみがありません。そこで、サッカーを体育の内容に入
れてみたり、休み時間のレクリエーションの１つとして推奨したりするのはどうでしょうか？ルールを知っているだけで、自然とそのスポーツを知っていると
いう自信がつきふとTVで見かけたとき、見てみようという気持ちになります。サッカーなどのスポーツは早く始めれば始めるほど上手になったという達成感が
大きいものです。「小さいころからやっていた」人が選手になることも多いです。小さいうちに“ルールを分かっている”“やったことがある”というのは子
どもの興味を引く大きな理由になると思います。だから私は気軽にサッカーをやってみる機会を作る事が良いと思います。

④もうゲーム依存の人はゲーム依存のままなので仕方ない。もう市民に広がっているのでもう広げる必要がないと思う。課金制にする。そうすれば依存はなく
なる。③スポーツ系の有名店にその競技をとりいれる。選手が活躍すれば有名になり市民に広がると思う。

③遊園地やアミューズメント施設のような所に３×３のバスケＢＭＸなどのコーナーを作って客に楽しんでもらう、人数が少なくても多くても楽しめると思う
から客の間で広がりやすいと思う。

③まず第一にアーバンスポーツができる多目的な公園・広場を作る。さいたま市は子どもが多いがそれに比べて圧倒的に公園の数が少ない。私の近所では遊ぶ
場所がないためにゲームなどが遊びの主流になりつつある。第二にアーバンスポーツを身近なものにしてほしい。私はテニスラケットのガットの張り変えなど
でスポーツ専門的に行くことがあるが、ＢＭＸどころか若者に中心に人気であるスケートボードすら置いていない店もある。「サッカーの町」としてさいたま
市は有名になりつつあるが、サッカーだけにこだわるのではなくアーバンスポーツなど違う分野も発展させたほうが良いと思う。

3番　小学校などの体育館を貸りて体験会などを開く。また、そのことを地域の新聞などで載せると良いと思う。そうすることで、アーバンスポーツを体験して
くれた市民が興味を持ってくれるかもしれない。

私は④の「eスポーツ」について提案します。eスポーツとはゲームをする上で戦うため、一般的なスポーツとは意味が違う種類だと考えています。実際eスポー
ツの多くは対戦ゲームだと思っています。対戦ゲームはやめたくてもやめられない、時間制限しても守れない、非常に扱いにくい部類です。なので障害などの
対策としては、自主制限を自分自身にかけなくては厳しいと正直思っています。とても難しい事だと思いますが、本当にこれくらいしか方法がないと思いま
す。

③について提案です。まずアーバンスポーツはそもそもの知名度が低いと思います。どんなに楽しいスポーツでもまずはその存在を知ってもらう必要がありま
す。例えば地元の人達へ子どもでも気軽に楽しめるような体験会を開くなどをしてみたり有名な選手を招いてパフォーマンスを披露してもらうことで人々に印
象を与えます。そしてそれを実際にプレーしてもらうために誰でも練習できる施設やプロのコーチに指導してもらえる場を設けると良いと思います。

④子どもは特にゲームの面白さを知っているので、大人がルールを与えて、その中で自由にやらせる。親にゲームの面白さやゲームでお金をかせげる面白さを
伝え、理解させればそのうち時が進めば親が認めるようになると思う。たとえゲームに依存してしまっても生活ができれば問題なく、ゲームが仕事なので今の
大人が仕事をしているのと変わらないということを国民に伝えていくことでゲームが普及すると思う。

③・まず「アーバンスポーツ」のルールを知らない人がたくさんいると思うので「アーバンスポーツ」のルールなどが書かれたポスターを作って「アーバンス
ポーツ」についてより深く知ってもらう。・「アーバンスポーツ」自体を知らない人のためにツイッターやインスタグラムなどにそれ関連の記事を掲載して多
くの人に「アーバンスポーツ」を知ってもらう。・さいたま市内を走っている鉄道（地下鉄も含む）のテレビなどで広告を流し、多くの人の目に止まるように
する。



③アーバンスポーツは比較的ルールが分かりやすく取り組みやすいという特徴を活かし市で体験会を開くと良いと思います。しかし新型コロナウイルス感染症
が蔓延している間は、大規模な会を開けません。その間は会は小規模で開催しそれをまとめた動画を市のホームページに掲載すれば、たくさんの市民から多く
の関心を集められると思います。できれば各種目の選手に実際に来てもらった方が良く、スポーツ自体の注目度も上がると思います。

③ＢＭＸやスケートボードなどのプロの方が呼び実際にその競技を、見てもらう事で関心を高めてもらう。ＢＭＸなどは難しいかもしれませんが体験会などを
通して楽しみを知ってもらう。オリンピック種目として採用された事を強調しパンフレットやポスターなどの媒体によってアーバンスポーツを身近に感じても
らう。

①・２チームの試合の無料観戦チケットを市民に配布したり、地元の子どもたち向けにサッカー教室をしたりする。また、女子サッカーに関するイベントを開
催し、選手と直接ふれあう機会を作ったり、小さな子でも楽しめるゲーム等でサッカーの面白さを子どもたちに伝えることで、②の問題の解決にもつながるの
ではないか。

④ゲームをする上で１時間ごとに10分の休みなどを入れる事でゲームをする上での目や体へのダメージを軽減させる事ができると思う。また、ゲームをする事
により、外国や周りの大人達とのコミュニケーションをする事もできる。このような経験は子どもにとっては良い物になると思う。またゲームの内容によるが
オンラインの場合そのプレイヤー同士のあおりに激しく反応せず安定した精神になっていくと思う。このような事をデータにまとめ、流すことで世界中にゲー
ムをする上でするべき事、ゲームをする事で得られるものを理解することができると思う。

①：僕は女子プロサッカーリーグを広めるためには、さいたま市の色々な場所に広告を貼ったり、オリジナルで作ったパンフレットを配ったりするべきだと思
います。そうすることによってたくさんの人に知ってもらえると思います。また女子プロサッカーリーグにおいてこのパンフレットをもらった人はチケットの
割引や、招待サービスなども行ってみると良いと思います。その政策によって多くの人がそれを欲しがるのでたくさんの人に興味をもってもらえる良い機会だ
と思います。サッカーはさいたまの魅力の一つなのでたくさんの人に興味を持ってもらい、女子サッカーというものを知ってほしいです。

③私は、「アーバンスポーツ」を広めるためにはイベントを開くことが良いと思います。初めは小学校や中学校など、子どもたち向けのイベントを開き、子ど
もに興味を持ってもらいます。そして、興味を持ったり楽しかったりしたことを家族に話してもらい、家族にも興味を持ってもらいます。そこで、地域ごとな
どのイベントを開き、家族対抗などでスポーツをしてみるのはどうでしょうか。行う場所がない、指導者があまりいない、など、問題は山積みですが、あまり
やったことのない新しいスポーツというのは苦手意識を持たせず、みんなが大体同じくらいの実力で行えるのでとても良いと思うので、行う機会を増やしてほ
しいです。

④を選択。eスポーツは他の肉体的疲労を伴うスポーツとは違うため、自身の体への悪影響を意識することが少ない。また、上記の理由から止め時を見失うこと
も、他の健康被害の主な原因となっている。スポーツが苦手でもeスポーツなら、という人々は多いが、引き起こされる障害を避けるには根本的な解決が必要だ
と思う。科学的根拠にもとづいた安全なプレー時間の制限を本体に組み込む他、スマホのように特定の時間帯（主に夜）にブルーライトの軽減や明るさ調節等
の機能を自動化することで発達しきっていない子どもたちへの悪影響は軽減し、親の目が行き届くのではないだろうか。致し方ないとは思うが、健康のために
はある程度の強制力は必要だというように感じている。

①新しいサッカーチームが注目されるには、試合の様子をゴールデンタイムに放送したら良いと思います。また、バラエティー番組などに参加して、名前や
チーム名などをみんなに知ってもらえれば、そのプロサッカーチームにもたくさんファンなどが集まり、注目されると思います。子どもが大好きなサッカー
ゲームに新しい女子サッカーチームも入れたら、子ども達や大人にも知ってもらえると思います。

④について・１日１台につき何時間まで、というふうに、依存にならない程度に時間を決めることで、みんなやる時間を平等にすることができ、あまりゲーム
をする時間がない人も気軽に取り組める。・試合ルールに１日何時間までやった人しか出来ないなどのルールを設ける。・このeスポーツを広めるために、どこ
かの場所を設けて、子どもから大人まで、無料で体験できる機会を作る。

私は④の課題について、さいたま市内で世代を超えたゲーム大会を開くということを提案します。理由は２つあります。１つ目は、子どもと親が一緒にゲーム
をできるということです。一緒にゲームをすることで、家族との時間を多く過ごすことができます。２つ目は、近所の方々との交流が深まる可能性が高いから
です。大会のために近所の人々とゲームをしたりすれば、あまり交流がない方々とも仲良くなり、地域の中の人々でけんかなどが少なくなると考えました。し
かし、大会を開けば、もっとゲーム依存の人が出てきてしまうという意見もあるかもしれませんが、①、②で上げた理由の通り、親と一緒、又は地域の方々と
仲良くゲームをすれば、楽しく時間を決めてゲームをできます。以上より、私は④の課題について、さいたま市内で世代を超えたゲーム大会を開くことを提案
します。

③私は「アーバンスポーツ」を体育の授業に取り入れてみたら良いと思います。授業でやることによって多くの人に知ってもらえるし、体験することによって
競技人口も増えると思います。また、「アーバンスポーツ」を体育祭や運動会の種目にすることによって、それを見に来た親や地域の方々にも知ってもらえる
と思います。もし、体育の授業でできないとしても、話を聞くより体験をした方がより深く「アーバンスポーツ」を知ってもらえると思うので、体験できる機
会を増やした方が良いと思います。

①男子チームと同じように公式応援グッズを作ったり、選手のポスターを駅などの人目につく場所に掲示して女子プロサッカーチームの存在を知ってもらう。
男子チームのファンの人に女子チームも応援してもらえるように男子チームと女子チームの交流イベントなどを設ければ良い。この２チームの選手名鑑のよう
なものを作って埼玉県を中心に配る。（または販売する）→書店に置いてあれば人目について興味を持ってもらえる

②女子中学生にサッカーを広めるためにはまず、女子中学生の子どもたちにサッカーへの関心を持ってもらわなくてはいけない。なので女性のプロサッカー選
手に来てもらいサッカーについて知ったり体験するイベントを実施する、イベントに参加したらイベントで来てくれた女子サッカー選手のサインや他の景品な
ど参加すればもらえるプレゼントなどがあると人も集まりやすいかもしれない。そのようなイベントを実施すれば女子でもサッカーに興味を持つ人が増え女子
中学生の中でサッカーを普及させることの一歩につながると思う。

②サッカーは部活動や体育などでも男子だけが行うという印象が強いので男子だけでなく、体育の授業で女子もサッカーをやったり、部活動でも当たり前のよ
うに男女両方でサッカー部があるようにし、サッカーという競技は男女どちらでもできるという印象にするともっと市民の人たちが女子サッカーに注目するよ
うになると思う。

④ゲーム依存やゲーミング障害の人たちは、ゲームに熱中するあまりメリハリがつけられずやめられなくなる人たちだと、私は思います。つまり無理やりにで
も強制的にやめさせれば良いのです。こうするために私は次のことを提案します。eスポーツをするための機械に、タイマーを設定します。例えば、スイッチを
付けてからゲームを初めて２時間経過すると、自動的に電源オフになる。この仕組みを使えば、１日２時間しかゲームができなくなり、これが続くうちに自然
と依存から抜け出し、新たな世界が見えるようになります。ゲームも勉強も一緒で、長時間ダラダラするよりも短時間で集中してした方が絶対良いと思いま
す。こうすることで、依存せずに、安心してeスポーツができ、どんどん市民に広がっていくと思います。

③アーバンスポーツを市民に広めるにはまずアーバンスポーツに触れる機会を作ることだと思います。できるならば小規模でもアーバンスポーツができるよう
な施設を作ってイベントを多く開けばもっと興味を示してくれる人たちが来ると思います。市内のいろいろな場所や電車の壁の部分などに宣伝のチラシを掲示
することでより多くの人が来てくれて良いと思います。

③についての提案です。サッカーや野球ほど有名ではない競技なのでまず知ってもらうことが大切だと思います。市のどこかで場所をとり、体験できるコー
ナーを作り体験してもらったり、その競技をやっている人などを呼び話を聞いたり、説明会を開いたりする。中学生や高校生に広めるためには、体育の授業な
どで競技を扱えばそのスポーツの存在も知れるし、ルールや楽しさも分かると思うのでとても良いと思います。



④ eスポーツの問題点であるゲーム依存を防ぐために、小さい歳の時から、ゲーム依存について詳しく教えると良いと思う。学校でeスポーツについて教えれば
教えられた子どもが家族に話したりして、市民にeスポーツが広まっていくと思う。埼玉県のテレビ番組でのeスポーツを楽しそうに遊んでいる様子を放送すれ
ばゲームに関わりの少ない高齢者もeスポーツに関心を持ってくれると思う。

ゲームを「スポーツ」だという認識がまだあまり広まっていない様な気がする。ゲームは遊びであってスポーツではないと思っている人が多くいれば、「eス
ポーツ」が受け入れられたとは言えないだろう。eスポーツの良さを伝える展示会の様なものを積極的に開き、eスポーツのことを正しく理解してもらうのが一
番良いと思う。また、ゲーム依存などの問題は、個人の問題なので、月に一度、カウンセリングなどでケアをすれば良いと思う。

④について。まずゲームに対するマイナスイメージを無くすことが重要だと思います。そうすればeスポーツの競技人口が増え、その上、親が子どもに勧めるこ
とだってできるようになると思います。その為には、さいたま市がeスポーツをＰＲし、eスポーツもサッカーのように観客までもが熱中でき、最近は賞金も億
単位になってることを広めるべきです。今の現状ではゲームは娯楽であり子どもの成長、成績に悪影響があるというネガティブなイメージが親世代にありま
す。そういう大人が子どものプロゲーマーへの夢をつぶしかねないのでそういうネガティブなイメージを無くすことが重要だと考えます。その次に大事だと思
うことは特別学校にゲームをする時間を設けて発想力を養わせるとともに子ども達のゲームへの関心を上げることです。実際北欧の方ではゲームを授業に取り
入れているところもあるようですし、ゲームの知名度を上げることができればゲームの市場も大きくなり、将来プロゲーマーになりたいと思う人も増えるはず
です。

④eスポーツについて。まず、できる限り多くの人々にeスポーツのことを知ってもらい、「ゲーム＝良くない」という考えを無くしていくためには、テレビや
新聞、チラシなどでeスポーツについてのことを広め、「プロゲーマーしか参加できない」等の大会ではなく、一度もやったことが無い人でも気軽に参加できる
ような、小規模のイベントを週に一回、二回というペースで開き、月に一回大規模なイベントで練習したことを発揮できる場を作るなど日程や時間を指定する
ことで依存を減らす工夫をする。そのためには多くのゲーム用パソコン等が必要だが、世界大会やゲーム内の大会等で好成績をおさめることによる賞金の４～
６割程を分けてもらったり、スポンサーについてもらうなどしたら、赤字どころか黒字も期待できると考える。ゲームの大会では上位の選手しか賞金をもらえ
ないが、その賞金をもらえる人の幅を広げるのも良いと思う。

eスポーツなんだが、中学生の私たちはこれを勘違いしているのに違いない。eスポーツは、ただ単に人の前でゲームをして、賞金をもらうことではない。おそ
らく、普通のスポーツよりも難しい場合もある。CSG０というＦＰＳゲームを例にしてみると、いろいろなことが分かる。世界最上級選手は、２万時間も
CSG0にかけた（CS：S、CS1.6などはカウントしていない）。いくら好きなことだとは言え、2万時間もやれば、そのことの魅力は１ミリも残らないだろ
う。だから、eスポーツ選手のプレーを見ただけで勉強を捨ててゲームの道を歩きはじめるのは無念だろう。ゲームをただ一つの道具だととらえたほうが良い。
宿題を増やし、ゲームできる時間を減らそう！

③アーバンスポーツを知らない市民のために市内でアーバンスポーツのプロを作り、そのプロの試合をさいたま市のYouTubeスポーツチャンネルを作ってライ
ブ中継をする。またそのチャンネルでスポーツの魅力などをプロの選手が対談する動画をつくれば、市内の人が全員動画を見て知ることができると思う。

④、ゲーミング障害やゲーム依存は機器の長時間使用や長時間の画面視聴が原因であるため、eスポーツの機器を使う上で明確なルールを決め、機器使用後の適
度な運動を推進していくことが大事だと思う。またゲーム本体は基本的にブルーライトカットの状態にし、長時間の体の固定による血流の悪化や眼のつかれを
無くすために強制シャットダウン機能：またはプレイヤーが体を動かすことによりゲーム内のキャラクターを動かせるような、体を使うことができるゲームの
採用をしていくことも良いと思う。また祝日か休日を利用して小規模な大会を開催し、その大会の商品をテレビや加湿器などにすることで普段ゲームを触らな
いような人にも興味を持ってもらうようにすればゲーム依存やゲーミング障害をなくしつつ市民に広めていけると思う。

①サッカーだけでなく、まわりのもの、例えば施設などサッカーに関係する環境的なところも重点的に充実させていけば、そこから興味を持つ人が現れ、自然
と女子サッカーという競技に興味を持つ人がたくさん増えると思います。②、③不要な土地などにそのスポーツの体験教室のようなところを作り、増やしてい
くことで少しでもそのスポーツに気にかける人が増え、注目されると思います。④僕はeスポーツについては学生さんの青春の一つなので、それを批判するのは
学生さんの青春をうばうことに近いと思うので、批判はしていないが、①，②，③のときの意見を行えば、スポーツとゲームの両立をする人が増えると思いま
した。

③について提案します。こういう「アーバンスポーツ」の大会に出場するのには、そうとうな努力が必要でありますが、市民の間に広めることは、可能である
と思います。自分も、大会には出ていないのですが、趣味でスケートボードをやっていて、それを練習するため、よく公園に行くのですが、アスファルトが多
くて走るときに快感を味わうことができないのですが、市川市の東京湾よりに、スケートボード場みたいのがあって、そこはとても地面がなめらかで、走って
いて気持ちが良いです。でも、そのスポーツ場は東京湾よりにあるため、工場が多くて、住宅地が少なく、場所移動にもかなり時間がかかります。現時点で
も、このような環境があるのに住宅地にこのような環境をいれないというのは、少し改善すべき点だと思います。僕は公園を改造して、この環境を設備した方
が良いと思います。

①全国でグッズを売ったり活動をしたりする。全国放送でコマーシャルを流す。などのことをすれば良いと思います。浦和レッズ、大宮アルディージャなどは
知っている人も多いと思うので、ツイッターやライン、フェイスブックなどのSNSで宣伝すればリツイートなどの機能で、知ってくれるような人が一段と増え
ると思います。また、ユーチューブなどの広告を使っても知名度があがると思います。

④今はほとんどの人がゲーム機やゲームを持っていて、多くの人々が毎日ゲームをしたりしています。しかし、ひきこもりで１日中ずっと部屋の中で運動をせ
ずゲームをしている方もいます。ゲーム依存を防ぐためにも、自立するまでは、家の人としっかりルールを決める必要があります。ルールを決めた上で、ゲー
ムの楽しさをお試しなどで（eスポーツのものだけ）体験させたらどうでしょうか？また運動が苦手な方、また体が不自由で車いすに乗っている方でも（老若男
女）楽しめ、スポーツをなにか始めるきっかけにもなると思います。今は新型コロナウイルス感染症が流行している中、体験会などは開けませんが、オンライ
ンや、CMでゲームの面白さとスポーツの面白さをもっとPRして、みんながeスポーツを好きになれたら良いと思います。

②を選びました。女子中学生のサッカー競技人口が減っている理由は、多分、サッカーというのは「男子のスポーツ」だと思ったり、けがが多いスポーツだと
思っているからだと思います。けがが多いのは仕方がないですが、「男子のスポーツ」というイメージは変えられます。例えば、もう既に引退した元プロの選
手が小学生にサッカーの良さなどを教えれば、女子中学生のサッカー競技人口が増えると思います。それに、中学で正式的に女子サッカー部というものを出し
たら良いと思います。

③アーバンスポーツを知っている人はまだ少ないと思うので、街のイベントなどでアーバンスポーツを実際に体験してもらい、アーバンスポーツの魅力や楽し
さを知ってもらう機会をたくさん作れば、たくさんの市民に広めることができると思います。学校などでもこれらのスポーツの部活動を作れば、興味を持って
いる人たちが入れて、もっと市民の人たちに広めることができると思います。

④僕はゲーミング障害やゲーム依存を解決して市民に広めるためには、ゲームをするのに時間制限などを設けて依存しないように楽しむことが良いと思いま
す。そうすることでゲームに依存しすぎることなく、eスポーツの楽しさがわかると思います。その他にも、中学校でゲームに対する授業を行い、ゲームの正し
い楽しみ方などをゲーム依存しやすい中学生に教えていくことが大事なことだと僕は思います。

④についてだが、ゲーム障害やゲーム依存を防ぐためには市から子どもたちの保護者に向けてゲームをしすぎないように注意を呼び掛けたり、ゲームをしない
日等を市の方で定めたりしたら、ゲームしすぎを防ぐことができ、「eスポーツ」を広めることができるのではないかと思う。③については「アーバンスポー
ツ」を広めるには、無料でアーバンスポーツを体験することができるイベントを市で開催するのはどうだろうか。

②について提案させていただきます。・なかなか女子中学生がサッカーに関わる機会が少ないと思うので、学校の体育の授業でサッカーを積極的に行うことに
よってサッカーのことを知り、楽しいと思える人が増えてくれるのではないかと思います。またサッカーに興味を持った人たちが気軽に入れるような教室を
作ってみたりするともっと良くなると思います。・学校に本物の女子サッカー選手を呼んで話をしてもらったり、実際にテクニックを見せてもらったりすると
良いと思います。また、聞いた人たちにサッカーボールなどをあげればきっかけにもなって更に良いと思います。



③例えばBMXはVRなどの仮想空間で実際に体験できるようにして自転車の楽しさ、おもしろさを認識してもらえるような場所を設置すると良いと思います。
②女性専用の大会などを増やして男性だけでなく女性にもサッカーのおもしろさを理解していただけたら自然と女子中学生のサッカー人口は増えると思いま
す。もしくは、女性サッカー選手などにいらしていただきサッカーの楽しさを知ると増えると思います。

②女子中学生はミーハーな人が多いので、旬の俳優などにサッカーをツイッターなどでPRさせれば良いと思う。また、アニメが好きな女子も多いので、アニメ
やマンガの人気な男キャラにPRさせるのも、良いと思う。僕の学校は中学サッカー部に女子が入れないので、そのようなことも変えていくことも良いと思う。
また、サッカーは汚れるイメージがあると思うので、運動によってダイエットにもなるなどプラスのイメージを作るのも良いと思う。

④の課題について提案したいと思います。僕はゲームが好きで、時間を忘れて気づいたら・・みたいなのを経験したことがありますが、その時に思い付いた良
いアイデアを紹介します。ゲームを長時間していると目も悪くなるし、姿勢も悪くなります。そのような事などを防ぐためには、やはり休憩が必要です。ゲー
ムをしていると時間が見えなくなってしまうため、時間を意識させるために、画面に「～時間が経過しました」と表示させたり、ある程度ゲームをしたら～分
後、～時間後までゲームができないような仕様にしたら良いと思う。またゲーミング障害やゲーム依存が問題であるという事をさらにテレビやSNSなどで広め
ていくべきだと思う。

僕は④について話します。eスポーツはパワプロ２０２０などのゲームを僕は知っています。最近の中学生にはすごく人気です。そんなものを広めるのはすごく
簡単なことですが、やっぱりこの世代だと依存症になったりする人がたくさんいるので、僕はeスポーツの大会の時には、参加する人にゲームソフトを送り、
ゲーム時間をその大会で管理できるようにすれば良いと思います。そうすれば、みんなで公平に時間が揃えられるし、ゲーム依存症などもおさえられ、楽しく
ゲームができるようになれると思います。

釣りをアーバンスポーツだと仮定して話をする。③番についてだ。さいたまは平地で冬でも日射しが強く、熱中症になってしまう可能性が非常に高い場所だ。
そのため健康のためにも、日中にスポーツを沢山の人がすることはさけるべきだと考える。そのため僕は夜間に行うスポーツを提案する。世間は何故か身近に
ある川に注目しない。さいたまには芝川を始めとする一級河川がたくさん流れている。さいたまではないが赤羽の水門までシーバスがそ上してくるのは有名な
話。それならば、さいたまの一部の川でもシーバスが釣れるはずだ。あとはウナギだったり、ナマズだったり。とにかくいずれの魚も夜釣りが効果的な魚だ。
このような釣りが普及すれば、日中忙しいサラリーマンも楽しめるし、治安が非常に悪いさいたまの夜を人の増加により、治安を良くできるのではないだろう
か。よって僕はアーバンスポーツとしての釣りを提案する。

④について、ゲームをやりすぎることによる問題を市民に広めれば良いと考えました。またeスポーツの大会でゲームの練習量を予め記入し、規定を超える時間
や、深夜まで練習している人にはペナルティをつけるなど、生活習慣に影響しないようにすれば良いと考えました。一方でeスポーツに悪いイメージを持ってい
る人たちに知ってもらうために無料で体験させて、楽しさやおもしろさを広められればeスポーツが全体に広まると考えました。

①選手ごとのプロデュース商品（食べ物など）を考えると良いと思います。実際のプロ野球選手にも実用化されています。②サッカー＋αのようにサッカーと
○○について話すと良いと思います。女子が興味のあることを結びつけることが大事になってくると思います。③身近な出来事と関連して紹介すると良いと思
います。④勉強などと一緒に宣伝すると良いと思います。そうすることによって、皆に興味を持ってもらえるし、問題も解決すると考えました。

①サッカー日本代表と試合をして、強いところを見せて、サポーターを増やす作戦。②小学校、中学校での授業にサッカーを積極的に取り入れたまに試合を開
いてサッカーを楽しいと思わせる。③体験会を開いて、実際に活躍している選手にコーチをしてもらい、関心を高める。④eスポーツはゲーム依存を正当化する
ものだと思っているのですすめるべきではないと思う。eスポーツをすすめればすすめるほどゲーム依存患者は増える。eスポーツを広めることで他のスポーツ
に関心がいかなくなると考える。

④ゲームは若い人を中心に広がっていると思う。それを市民全体に広めるには、40代以上の人にゲームの面白さを知ってもらう必要があると思う。そのため
に、子どもは親と一緒にゲームをしてみるのはどうだろうか？もちろん、ずっと続けてやるわけではなく、１回だけでも紹介がてらやってみれば、楽しさが伝
わるのではないかと思う。そうすれば、ゲームを理解している親がそのゲームに合った使用時間のルールを作ったり、職場などで同僚や友人にも話が伝わり、
市民全体に広がったりすると思う。まずは親子でゲームをしてみることで、ゲーム依存症の防止と、ゲームの楽しさを市民全体に伝えること両方が同時にでき
ると思う。

①ユーチューブチャンネル「OURSOCCERチャンネル（アワサカ）」を設立し、サッカーの技の紹介や選手の紹介をする。②全国の中学校に女子プロサッ
カー選手を派遣したり、無料で練習試合のチケットを配る。③サッカーやバスケのように体育の授業でアーバンスポーツについての授業を頻繁にする。④部活
にeスポーツ部を追加し、eスポーツ部に入った人は部活動でゲームをする時以外は、ゲームの勉強をしたり、戦略などを考える時間に当てるようにする。

①は決めポーズなどしたら良いと思います。②はサッカーは男性がやるというイメージではなく、女性も当たり前のようなイメージをみんなと共有し、更に女
性選手でかっこ良い人をメディアで放送したら良いと思います。④はeスポーツに出場する人を決めて、eスポーツの優勝条件などを定め団体出場などいろいろ
変えなければ何も解決しないと思います。

④eスポーツの依存を解決し、市民に広める方法を考えました。中学生などの学校に通う人しか適用できませんが、ゲームの試合をやるときに学校に行ってるか
どうかで参加権を与えるというのはどうでしょうか。大学生くらいになったら一人で暮せると思うので、高校生までこれで「eスポーツ」の参加を必須にすれば
学校に行くようになる上、ゲーム依存になりにくく楽しめるのではないかと考えました。また、香川県のように何時間やったらゲーム終了などをしても良いと
思います。さいたまがスポーツで楽めるようになって、健康でいられれば良いなと思いました。

②サッカーの楽しさをいろいろな所でPRする。中学校の体育の授業の中にサッカーをもっと積極的に取り入れる。浦和や大宮、さいたま新都心など中学生が多
く来るような駅や建物に広告やPR動画を流す。実際今、サッカーをやっている中学生が同じ中学生の気持ちがわかる身としてサッカーの良さ、楽しさを説明、
実際に見せる。誰か、女子中学生へも響影力のある芸能人や芸人などを広告塔としてサッカーをPRする。そもそもボールにふれるという機会が私達にとっては
あまりないので授業を含めてそのような機会を増やす。小学校の頃と同じ様に中学校でも地域でのサッカー大会を行い、サッカーの良さに気付いてもらう。気
軽にサッカーを体験できるようにする。

③について。「スポーツのまち　さいたま」と称しているのであれば、新たなスポーツを積極的に取り入れることはとても良いことだ。サッカーのように、ク
ラブチームを作ったり、その呼び掛けをすることによって県民に関心を持たせることが必要である。また、オリンピックについての事を詳しく学校で学習する
と、更に興味や理解が深まり、知識も増えることによって体を動かす事以外でも「スポーツのまち」と言えるし、実際に参加したくなる可能性が高まる。よっ
て、スポーツ、オリンピックの本質から学び自ら新たな事に挑戦できる環境が必要だ。

③についての意見で、アーバンスポーツを広めるには、みんなが体験できるような機会を作ったり、もしその時には各区役所付近で行うなど、よりたくさんの
人が認知し、参加できるようにしたら良いと思う。また、さいたま市が毎月出している市報にアーバンスポーツについての特集を行うことやアーバンスポーツ
についてのポスターを市内の小・中学校及び町内掲示板に貼るなどして、認知度を高めれば良いと思う。また、スポーツそのものに対する意欲を高めるため、
スポーツに関する行事をもっと増やすと尚良くなると思う。個人的な意見として、私は様々な住民の方とコミュニケーションがとれる地区運動会が好きなの
で、そこにアーバンスポーツを体験できる機会を設けていただけるととても嬉しい。

②サッカーは「男子がやるスポーツ」というイメージが強く、なかなかサッカーをしてみないとサッカーの楽しさも分からないのではないかと思います。なの
で、学校の体育の授業でサッカーを取り入れたり、ルールが簡単で誰でもすぐにできるようなボール蹴りから始めてみるのも良いんじゃないかなと思います。
まずは実際にやってみるという事と、誰もが簡単にできるという所が大切だと思いました。

女子を対象としたサッカーの体験施設などを作ることで興味を持った子が集まってくれると思います。学校のクラブ活動や部活動において、男女合同のサッ
カー部にするのではなく男女別のサッカー部を作ることで、女子選手の育成に特化することができると思います。それぞれの種目のスクールや学校の部活動な
どにお知らせを届けることで多くの人が興味を持ってくれると思いました。ゲームをしているときに、時間が長いときに忠告を出して、少しでも問題意識を
持ってくれるようになると思いました。また、ゲームの中でも勉強できると良いと思います。



③についてです。大人に興味をもってもらうのは少し難しいと思うので、小・中学生に最初、広めたら良いと思います。小学校には学童などがあるので放課後
の遊びとしてやったら良いと思います。少し危ないと思うので防具も装備した方が良いと思いました。中学生には、部活として取り入れたり、市内にスケート
ボード場、BMXができる場所を作ったりしたら良いと思います。小学校で興味をもってもらい、中学校で本格的にやることができれば良いなと思いました。子
どもに好きになってもらえればその子の親ごさんにも興味を持ってもらえ、職場に広がり・・・。というように徐々に広まっていくと思います。3×３（バス
ケットボール）などは大人の軽い運動になり、健康にも良いと思います。スケートボードは町中ですべるのは危ないので注意喚起をすることで安全にできたら
良いなと思いました。

②について。女子中学生のサッカー競技人口が減少してしまうという課題ですがこれは、女子中学生がサッカーに触れさせるためにはどうしたら良いか私なり
に考えましたが、月に１度なので、部活の紹介をしたらどうでしょうか。サッカー部の活動を全校生徒に見てもらうことで、少なくとも数人は興味を持っても
らえる方もいるのではないでしょうか。女子中学生の視界に強制的にサッカーを入れることが大切だと思います。

③の「アーバンスポーツ」、スケートボード、3×３を市民に広めるための対策を提案します。まず、子ども達に興味を持ってもらうために小学校や中学校に
行って、実際に体験させてあげたり、映像を見させたりしたら良いと思います。市役所など市民が多く訪れる場所にポスターを貼ったりパンフレットを置くな
ど、多くの人が目にとまるようにしたら良いと思います。スーパーなどでも試合のチケットを買えば商品が安く買えるや、試合のやる会場でスタンプラリーを
行うなど、実際に試合が見ることができる場所に足を運んでいただけるようなキャンペーンを行えば良いと思います。

①、②、③、④のいずれの問題も、市民への普及が進めば解決されると思いました。そのため、子どもには学校の授業や地域の交流会での体験学習を始めとし
た競技とのふれ合いの機会を増やせると良いと思います。また、大人や年配の方にも知ってもらうために地域の自動販売機を新しいスポーツの宣伝を含んだデ
ザインにしたり、地域の取り組みを知れるQRコードをつけたオリジナルパッケージの商品（ペットボトルドリンクやパン、おにぎりなど多くの人が手にとるも
の）の販売をすると良いと思います。またそれらのデザインを考える際にも地域の意見を取り入れることができるとさらに普及活動につながると思いました。
さいたま市のオリジナルのロゴの作成は他の問題の解決や地域の団結力の向上にもなると思います。

③についてアイデアを提案させていただきます。・自転車を使っての移動を推奨する。（運動ができて働康に良いと言ってオススメしたり、車のように駐車券
でお店で割引できるというのを増やしたりすると良いと思います。）・バスケットボールは小・中・高の授業で多くやったりする。→興味をもってもらってや
る人が増えて広まっていくと思います。・スケートボードは学校やショッピングモールの広場などに選手を呼んで披露してもらう。→すごいなと思って自分も
やってみたいと思う人が増えると思います。・私もこのスポーツを真近で見てみたい！！

②まずは、中学生にサッカーに興味を持ってもらうことが大切だと思うので、体育の授業の必修課程に男子だけでなく、女子も入れたら良いと思います。ま
た、サッカーは男子が主流というイメージをなくすためにもサッカー部の女子版をすべての学校で作ったら良いと思います。④ゲーム依存を改善するために
は、時間を決めれば良いと思いますが、やはり仕事なので、そうはいかないと思います。なのでeスポーツの会社がそのゲームに一日のうちで使用できる時間を
設定すれば良いと思います「1日12時間しか利用できないなど」また市民に広めるためには、地域の交流の場を設け、そこでみんなとeスポーツをすれば良いと
思います。そうすることで、地域社会のつながりが強くなるほか、eスポーツも多くの世代に広がると思います。

②女子サッカーを普及させるには？まずはサッカーをするのは男子だけではない！という事を広めるべきだと思います。サッカーは男子がするというイメージ
が強いと思ったので、そのイメージを壊したら良いのではないかと思いました。次にイメージを壊した所で女子サッカーの体験などを行うと良いと思います。
実際に体験することで、サッカーを始める女子もいるのではないかと思いました。最後に、まとめとして、女子サッカーはもっと広まる（普及する）べきで
す。上記の２つの事を実行すれば必ず女子サッカーの競技人口は増えると思います。そうしたらまた、課題が出てくるかもしれません。その時は、それに応じ
た解決策を考えれば良いと思います。

①県内で、積極的に女子サッカーの大会を行って、（だれでもエントリーできる）そこから、強いけれど、あまり知られてないチームを見つけ、そのチームを
女子サッカー業界に発信する。②学校の部活動に、女子サッカー部がない学校は作る。また、昼休みなどに外で、サッカー等の運動ができるようにする。（日
ごとに学年などを分けて）③学校の体育の授業の中にとり入れたり、希望者が多ければ部活動も作る。④eスポーツを、技術などの授業にとり入れる。また、
ゲーム感覚でやらせないようにする。ゲーム依存を防ぐためにも、リアルなスポーツと混同させた形で、eスポーツを行う。（VRを使用するなど実際に体を動
かすもの。）

②について書きます。サッカー部の人などはサッカーに触れる機会がありますが、そうでない人は触れる機会がなかなかないと思います。そのような機会がな
いとサッカーの魅力や楽しさがわかりにくいと思うので、小・中学校の体験の機会を設けることが必要だと考えました。また、サッカーは男子のやるスポーツ
というイメージが強い人も少なくはないと思います。なので女子のサッカーチームの方を呼んだりするなど、性別関係なく楽しめるスポーツだという認識を作
ることが大切だと思います。そうすれば、①の課題も小・中学生からの認知度が上がって注目されやすくなり、解決に近づくのではないかと思います。

①②今はコロナでそんな注目されるほうが悪いですが、まずは学校での体育で女子サッカーを導入すること、そしたら女子サッカーに対して関心が高まると思
います。④やはりどんなことも両面がある、eスポーツが広まったらかならずゲーム依存につながります。僕の家もゲーム禁止なのですが、大会などを開いて
人々の関心を高めることのみです。③僕的には広まらないほうが良いと思います。スケートボードを路上でやりだすと危険です。バスケットボールは体育の授
業に導入したら良いですが、BMXなどは普通の人ができない危険な行為なのでやめたほうが良いと思います。

①についてのアイデア。浦和レッズや大宮アルディージャの選手を呼んでサッカー教室などを開けば注目されていくと思う。

③あまり知られていないので、広告で宣伝したり、積極的に大会を開いたりしたら良い。その他には、小学校や中学校の部活動に入れたりクラブチームを作っ
て、さいたま市内の競技人口を増やせば良い。④世間からは冷たい視線をむけられ、ただのゲームだろと思っている人も数多くいるのでそのイメージを変える
のが良い。海外ではeスポーツが盛んなので、真似をして大規模な大会を開いたり、優勝賞金の上限をもっと上げたり、eスポーツのゲームのタイトルを増やし
たりすれば良い。ゲーム依存の人は大会に出られないとかの処置を下し、病院に行ってもらえれば良い。

①実績を残すこと、また、町中にポスターを貼り試合を見てもらいファンを集める。風変わりなCMを作りマスコミにとり上げてもらう、町のボランティア活動
に積極的に参加するなど。②今のプロ女子サッカーチームがもっと大会で実績を残し、かっこよく見せる。③それぞれの種目のプロを集めた指導合宿３日間プ
ロジェクト。テレビで宣伝する。④テレビでeスポーツ大会の生中継。

③いろいろな場所の公民館や公園などで募集し、また来てもらえるように楽しく安全さを心掛けて説明を丁寧にするともっと良くなると思う。

③スケートボードやバスケットボールは、学校でやったりして、BMXは、体験会などを開いていろんな人に知ってもらうこと。

①今は難しいかもしれないが、サッカー教室や、交流会などを開く。SNS等で魅力を発信していく。②小さい子から女子中学生までのサッカー教室を開く。
（①と関連して）→サッカー離れを防ぐため　③イベントなどを開く。バスケットコートや、スケートボードができる施設を作る。④eスポーツプレイヤーを対
象に健康診断をして、問題点を指摘して改善してもらう。ゲームプレイ時間制限まではいかないが、ある程度の枠組みを決める。

③町中で、スケートボード、BMX、3×３ができる公共施設が少ないので、アーバンスポーツを誰でも気軽にできる公共施設を作って欲しい。そのような公共
施設があれば、やってみようと思う人が出て来たり、そこでキャンペーンなどをすれば、もっと沢山の人にアーバンスポーツの楽しさ、面白さが分かると思
う。定期的に小規模の大会を用意したら、3×３の場合、チームとの仲をもっと深めることができると思う。



④のeスポーツを広めるには賞金を上げて、さいたまテレビのCMでeスポーツについてのものを流す。ゲーム依存症などの対策は、大会に出る一週間前からそ
のゲームたとえば20時間を一週間で超えてたらエントリー不可にするなどすれば良いと思います。

③を市民に広めていくには、いろいろな場所で「オリンピックの種目を体験しよう！」等の体験コーナーを作り、学校と協力をし積極的に体験をさせられたら
良いと思う。また、その体験に何回も来たり、他の友達などに紹介した人にポイントがつき、そのポイントを貯めると実際のオリンピックのチケットが手に入
れることができるなどのことをやったら参加する人が増えて「日本一スポーツで笑顔あふれるまち」の実現により近づいていけると思う。

①世間に広めたいのであればSNSなどに練習などをしている動画をあげれば良いと思う。少しのことでも良いからやってみる。②女子サッカーの人数が少ない
というのはサッカーが男子のスポーツだという印象が強いからであるから女子にサッカーが男子のスポーツじゃないということを教えるべきである。③このス
ポーツが面白いと思わせる。そのために目線の動画とか（自転車の場合）バスケの場合ボランティアとして一緒にやってもらうとかする④依存とかそういうも
のが起きているなら広めない方が良いと思う。

④野球やサッカーと同じようにeスポーツもたくさんの練習が必要だと思います。プロサッカー選手も依存しているように何時間も練習していると思うので、世
の中からはeスポーツをゲームではなく競技と見ていくのが一番良いと思います。それでもけじめはしっかり付け人間として基本的な生活（食事、運動、睡眠）
などをしっかりやれば趣味として見てくれると思います。

③まず、楽しく安全なスポーツであるというのを証明したらどうかと思う。なぜならけがや骨折をする危険のあるスポーツだから。そして安全性を強調した上
で市内にBMX専用の施設などを作っていくともっとみんなに知られると思う。

①試合などで結果を出すか地域のイベントなどで、地域の人と関わるようにすること。②サッカーの街として取組を進めているのに、なぜ女子中学生の競技人
口が減少しているのかがよく分からないが、多くの学校で女子サッカー部がないと思うので、それを作るような取組をすすめれば良いと思う。③地域の公園な
どで、そのような競技の場所を作れば良いと思う。④学校でゲーム依存の防止のための教室は開いているが、これからeスポーツが広まるはずにもかかわらず、
ゲームを広めるような取組をしていないので、ゲームに対しての正しい理解を広めつつ、eスポーツを広める取組をすることで、広まると思う。

②について授業としてプロのサッカー選手などを呼んで、サッカー教室を行う。それによってサッカーに興味をもってもらい好きになってもらう。サッカーの
試合などが簡単に見られるような環境を作る。④について時間などをしっかり決めれば依存などにはならないと思うので時間を決める。

③テレビで過去にどのようなパフォーマンスや試合があったのかを放送する。④eスポーツの選手たちのための場所を作りそこに選手のゲームPCなどを集め決
められた時間内ならいつでもできるような環境を作る。

③について、各市のイベントやお祭りなどで、これらの競技の体験ができるようになると良いと思う。学校のイベントでやっても良いと思う。

①、②、において、女子プロサッカーの無料で体験できるイベントを作ったり、体育の授業でサッカーを重点的にやったり、女子サッカーの部活を作って、大
会に部活として出るなどしてみる。サッカーは、全然蹴り方とかルールすら分からないから、そこから教えて興味を持てば良いと思う。③は、なかなか初心者
がするのは危ないし大変だから、学校にBMX等の上手な人が来て、みんなに見せたり、BMXはどんなものかを教えたら、少しは広まっていくかなと思った。後
は、公園などでちょっとした技を披露するとか、通りすがりの人の目に少しでも映れば、頭に残っていくかなと思いました。④ゲーム依存の場合は、ゲームを
制限すれば良いから、時間決めてやるとか目に悪くならないような対策をして、パソコンなどでちょっとしたゲームを作ってみんなに少しでもゲームをしても
らえるようにすれば良いと思った。

②女子サッカー部を作るように呼び掛けたり、体育の授業で取り入れたら良いと思います。サッカーは難しそうだし大変そうだなって思ってる人が多いと思う
ので楽しさを教えることが大切だなと思います。実際にサッカーをしてる女子中学生のチームを宣伝したら、興味をもつ人もいると思います。

④について、ゲーム依存などになってしまう原因として、あげられるのは他の人（主に親など）にゲームを長時間やっても注意をされない、自分の未来が具体
的に見えていない、欲しい分だけゲームなどを与えてもらえる、もしくは自分で買うことができるなどだと思います。それを解決するには、親などの保護者が
もっと管理すること、学校などでも、そういう話題について話し、呼び掛けること、小さなうちからゲーム依存などにならないように具体的な未来を考えさせ
ることなどだと思います。

③について。市民が興味を引くためには、まず見てみないといけないと思う。だから、テレビで特集をしたり、今は行うことがむずかしいかもしれないけれど
イベントを開催して体験してもらったりすることが大切だと思う。イベントを開催した場合、選手たちが実際にやっている所を見た上で体験できるような形に
すると良いと思う。また、実験にあるチームで子どもの体験を募集してみたりしても良いと思う。

②サッカーは習い事などからはじめ、その男女比は男子の方が圧倒的に多い。女子サッカーの競技人口を増やすのであれば小さいうちからサッカーの体験プロ
グラムや小学校でのサッカー講座などを開き、興味をもってもらうところからはじめる。どうしてもサッカーは男子がやるというイメージが強く女子らしい感
じがしないのでテレビなどで女子サッカー選手が魅力を伝えるのも良いと思う。テレビにでて活躍している人の影響力はサッカーを行うきっかけになると思
う。

①女子サッカーの子どものチームを作って子どもから広めていく②女子サッカーの子どものチームを作って子どもから広めていく。女子サッカーの体験会を開
く。③体験会を開く。④体験会を開く。ずっとゲームをしないように制限をかける。

①色々な人に見てもらい、知ってもらうために学校や他の所でもポスターなどを作って、貼っておく。②もっとたくさんの人に知ってもらうために、小学校や
中学校で女子サッカーの体験を年に一回やらせてみる。③地域で小学校や中学校を借りて、いろいろな人に親しんでもらえるよう、体験してもらう。④eスポー
ツをやったことがない、ゲームの一部だからという見方をやめて、もっと人々に親しんでもらえるような、体験会を開いてみる。

①女子サッカーチームのことを知ってもらえるように駅などたくさんの人が訪れるところにポスターを設置する。また、サッカーを含めたスポーツを体験する
機会として、イベントを開く。②サッカーはどうしても男子が行うスポーツの印象が強いので、男女関係なく楽しめるスポーツだということを強調する。③①
のようにいろいろなスポーツを体験する機会としてのイベントを開き、広く知ってもらう。④eスポーツなど、ゲームには楽しい面もあれば障害なども引き起こ
す面もあることを知ってもらう。

私は②について考えました。私も小学校の途中まではサッカーをやっていたからです。中学受験の時にサッカー部のある女子高に入ろうか、結構迷いました。
しかし女子高のサッカー部を見たときに私が小学校の頃に入っていたサッカークラブよりもだらだらやっていて、うまくなれないと思ったため、今の中学校を
目指し、女子のサッカー部がなかったので他の部活に入りました。このように部活で女子のサッカー部が少ないこと、中学の授業でサッカーを習わないことが
競技人口が減る要因の一つだと思います。そのため、体育でサッカーを習ったり、普通の男子のサッカー部にも女子が入れるようにしたりしてほしいです。体
力の差などは大きいし、試合には出られなくても、私の場合入れないよりは全然良いです。



①学校に実際に講演をしに来て、サッカーについて知ってもらう機会を作る。また、どこかのグラウンドとかを借りて、実際に選手たちとサッカーができると
いうのをやると良いのではないか。

③私は例としてあげられていた種目について内容をあまり知らないのがあり、そういう人が他にもいると思うので人が集まるようなショッピングモールでオリ
ンピック種目の説明をしたり、実際にそれらのスポーツをやってみたら良いと思います。自分が経験したことはなかなか記憶から消えないと思うのでスポーツ
を知るきっかけになると思います。さらに体験したスポーツに興味をもって似たような種目であったり他の種目を知るきっかけにもなると思うので、ショッピ
ングモールや人の集まる場所でのスポーツの説明などを提案します。

③「BMX、スケートボード、3×３（バスケットボール）」などはあまり知っている人が少ないかもしれないから、どこかで「オリンピック種目に選ばれた～
です」みたいに宣伝をしたり、小さい子から大人まで誰でも体験ができる会を開いたりしてより多くの人に知ってもらえる機会を作れば良いんじゃないかなと
思いました。なぜなら、体験することによってルールなどが分かったり、そのスポーツの楽しさや面白さが分かったりしてオリンピックを見る時にもっと楽し
く見られると思ったからです。

④のeスポーツのアイデアとして、ゲームをして生活ができるなら、してみたいと思っている人は多いと思います。けれど、ゲームで生活していくのは無理だと
思っている人がほとんどだと思います。だから、買ったらたくさんお金がもらえるようにすることでもっとやってみようと思う人が増えるのではないかなと思
います。

①ユーチューブやテレビなどで広告を出す。②小学校や、中学校でサッカーの授業を増やす。③スケートボードやBMXはたまに公共の場でやって人に迷惑を掛
けたりする人がいるのできちんとしたスケートボード、BMXができる施設を作る。また、学校の授業などで取り入れれば、もっと広まると思う。④賞金を増や
す。スポンサーを増やす。誰でも気軽に参加できる大会を作る。ゲーム依存については、睡眠時間や、食事をとったり、勉強をする時間を決めて、身内の人に
制限や監視してもらう。また、授業で取り入れたりする。

①②③は全て、インターネット上で拡散すれば良い。若者に人気なツイッターやユーチューブなどで注目を集めるようにする。④に関しては日本eスポーツ連盟
が管理し、賞金が10万までしかでない以上、○○は期待できない。だがeスポーツと市の物を結び付けて、若者たちに地域を知ってもらう。などの使い方もあ
る。神奈川県のように地域の観光名所をゲームで宣伝し、祭りを開くのもあり。

③アーバンスポーツを広めるにはアーバンスポーツ体験をするイベントをするのが良いと思う。そこで体験をすることでその楽しさがわかったり、そのことを
知ることができて市民にも広まると思う。あと、いろいろな場所にアーバンスポーツのことが書かれているポスターを貼るのが良いと思う。ポスターは自然に
目につくし、興味が出てきて人に話したりすると思うから。

②無理に女子サッカーを進めなくても良いんじゃないですか。①②③④全部に力を入れるより、１つにしぼって解決した方が良いと思います。

②の女子中学生のサッカー人口を増やすためのことについて多くの公園にサッカーなどの球技ができる高い柵のあるスペースを作る。空き地にサッカーをする
ためのスペース（地面が人工芝でサッカースタジアムのように白い線が引いてあり、ボールやサッカーゴールなどもあり、室内で冷暖房の設備）を無料で提供
する。

④「eスポーツ」「ゲーム＝悪いもの」という考え方を無くす。そもそもゲームの本質を理解していない人が多い。ゲームは楽しむもの。出会って友達を打ち負
かして遊ぶものではない！とにかく節度をもって遊べば良い。

①について　女子チームだけで試合を行い、それを大きく宣伝する。③について一般人には知名度が低いものがあるので、体験を広める（親しみやすくする）

女子サッカーを普及させるためには、街とかの電柱にチームの旗を付ける。

②ポスターを作ったり、テレビで女子サッカーについてのCMを流したりして女子サッカーのことを少しでも知ってもらう。興味をもってもらうのが良いと思
う。その後、学校と協力して女子サッカー部を作り、競技人口を増やしていく。

室内でスポーツをできる場所をもっと増やした方が良いと思う。サッカーやバスケなどの面白さを伝えるため、町や市にそういうイベントを作ったらスポーツ
にふれる機会が増えると思う。また、車いすバスケなども体験できるようにし、パラリンピックの競技も体験できるようにする。

④ゲームのアプリなどに制限をかけることを強制する。元々のゲームの設定として、何時間以上使うと、その後何時間使えないなどの時間の制限を設けてお
く。

②中学校にプロサッカー選手が交流に行き、サッカーのおもしろさを伝えてもらう。

④香川県のように、一日のゲーム時間を制限し、（最大5時間）ゲーム依存をさける。①広告なども浦和レッズの女子プロサッカー選手を採用したりして注目を
浴びさせるようにする。

ジョギングやウォーキングをしたくても、周りに環境がなくてできない人もいるから、公園やその近くじゃなくても、安全にウォーキングができる場所を作る
と良いと思う。

③の課題で、まだ名前の知られていない競技の体験イベントなどを開くべきだと思う。



・普段使っていない道路を公園などに変える。その公園でサッカー、バスケなどをできるようにする。・目が悪い人でも遊べるように、目かくしをしながら
サッカーなどのスポーツが体験できるような施設を作る。

もう少し気軽に誰でも利用できるような施設を作って、開放していつでも利用できるようにする（テニスコートやサッカーコートバスケットゴールなどが付い
ている。）

②サッカー自体をもっと身近に感じる事ができるように、身軽に参加できるような機会を作る。楽しい、やりたいと思えるような（サッカー、というよりもま
ず“ボール”自体に抵抗、恐怖心などがなくなるようなもの）ことをする。ボールを扱うことが楽しくなっていったら少しずつゲームのような軽いものをして
いく。初めは特に興味を示されないかもしれないが、その際はボールに少し手を加えるなど、少しでも関心をそそるようなものを入れる。

③学校の体育で3×３、スケートボードなどを教育内容にいれる。

③市民に体験してもらうためにフェスティバルみたいなものを開催する。

①小学校にサッカー体験などとして子どもと関わり広めてもらう。④ＶＲ体験などで市民の人たちに広めていく必要がある

③そういう体験会や、そのような会場みたいなところを作ると広められるのではないか？体験会に関しては勝てばお菓子がもらえるとかをすれば良いと思う。

②女子中学生のサッカーがあることを知らなかったので、それを広めれば良いと思う。→授業で体験する。①知名度がイマイチでニュースでもきいたことがな
かったのでテレ玉とかで特集したり、市民に向けて体験会を開く。

①広告をたくさんする。バスやトラックに広告を付ける。

③地域の小学校や中学校で体育の時間に一学期ごとにアーバンスポーツを実施する。土曜や日曜日に無料で一時間「アーバンスポーツを体験 」みたいなのを
作る。

①勝てば注目を浴びる②サッカーの良さを広める③広める④ゲームの良さを広める

③CMを作ったり、アニメの制作によって関心を深めていってもらう。有名アニメとのコラボや漫画などとのコラボも!!!

①まずは知ってもらうことが必要だから、地域の人と触れ合えるサッカー教室などのイベントの開催。

③市にある使っていない土地などにバスケコートやBMXを楽しめる施設を作ってみたら良いと思う。施設を作っただけでは興味をもつ人があまり出ないと思う
から、小学生以下は無料で体験できたり、その施設を利用すれば何か特典をもらえたりするシステムをつくれば良いと思う。

④eスポーツはゲーム依存などの問題がありますが、eスポーツ自体に時間制限を掛けて遊んだほうが良いと思います。

足が不自由で動けない人たちはサッカーや足を動かないとできない。「それなら車イスでスポーツするやつがあるじゃん」と言うけど案外難しいのでそう言う
人たちのためにeスポーツは必要だと思う。

②について、男女関係なく、学校の体育の授業でサッカーを積極的に行い、少しでもサッカーに興味を持てる環境にすれば良いと思った。また、サッカーに限
らずにボールを使える公園がとても少なくなっていると思うが、小さい子どもにボールが当たったりしたらあぶないと思うので、ボール専用公園などを作った
ら良いと思った。

④スポーツかときかれたら少し違うかもしれないけれど、ゲームだとバカにできないぐらい普通に疲れるらしいので、今コロナで外出を控えているのなら軽く
運動が家でできる、eスポーツはこの時勢で最適な運動法ではないか、ということを市民に広げていけば良いと思う。

④授業でゲームを取り入れるべきだと思います。理由は、運動が苦手で体育などに苦手意識がある人でもできることがあったり、ゲームで友達の輪に入れるか
もしれないからです。FPSやオンラインゲームをやると反応速度や注意力が上がるという話もあります。ヨーロッパの一部の地域では「スマブラ」を授業に取
り入れているのでさいたまにも導入して良いと思います。



②女子サッカー部を作ったらどうか。テレビの特集でサッカーをとりあげて、さいたまの人にサッカーへの興味を高めていけばもっと良くなると思う。サッ
カーをみんなが始めやすくなるように、サッカーのイベントを行ったりすれば良いと思う。サッカーの試合の入場料などは中学生だけ安くするなどして中学生
がサッカーを身近に感じやすくする。

①まずはJリーグの試合（埼スタ）で市やレッズがWEリーグの広告をやらないと客は増えないと思う。女子サッカーの結果は（男の）レッズのマッチデープロ
グラム化、埼玉新聞などでしか情報が手に入らない。まず注目されるためにはJリーグを見にきていたレッズなどのファンをWEリーグに取りこまないと客は増
えないと思う。あとはWEリーグの広告をのせたバスの運行やマスコットキャラクターの作成、「WEリーグの日」などを決めて、入場料を割り引くなどをすれ
ばもっと良くなると思う。

運動部の部費をもっと増やすとともに、女子サッカー部をもっと普及させる。

④依存症に特化した精神科病院を作ったり、周りの人が依存症なのではと心配したりするときのために電話窓口やメール窓口を作り相談してもらえるようにす
る。

②・共学の学校に女子サッカー部を作る。・さいたま市の中からスカウトして選抜チームを埼玉県の各市で作って戦わせる。

④．香川県のように、ゲームに関する何らかの条例などを制定すれば良いと思う。

③について　市民にも広めていくために学校の授業の一環として取り入れる。例えば、プロの選手を招いて指導をしてもらったり、体育の授業でゲームをした
りする。またそういったスポーツの大会などがさいたま市内で行われる場合はさいたま市民限定でチケットの割引をするなど大人にも興味をもってもらえるよ
うにする。

④、ゲーム依存にならないようにするために、eスポーツをする時は、時間を決めてやったり目が近くゲームをすると目が悪くなるので、目が悪くならない距離
がわかるような製品を売って体に健康なeスポーツを広めるために年齢層の幅が広いゲームを作ってもらいそれをeスポーツの大会に使えば、市民に広がると
思った。

③体験する場を増やす

①、女子プロサッカーチームの写真をのせたポスターを駅などに貼る。　女子プロサッカーチームのイベントなどをやれば固定ファンがたくさんつくと思う。

②公民館などで女子サッカーを行ったり、学校の授業・部活などにも女子サッカーを取り入れて魅力を伝えられたらもっと良くなると思う。

②、女子中学生の体育の授業にサッカーを取り入れればサッカーの楽しさを知ってサッカーをやる人が増えるのではないかと思う。

①マスコットキャラクターを作ったり、日本中の養護施設や介護施設を回ったりしてこのチーム応援したいなと思えるようにしたら良いんでしょうか。

③テレビ埼玉でいっぱい放送すれば良いと思う。

②女子中学生のサッカー競技人口を増やすためには、幼稚園生の時からサッカーが身近にあることが大切だと思うので、幼稚園のサッカーチームを作り、サッ
カーがとても楽しいということを実感させれば良いと思います。そうすることによって、サッカーを続けてくれる子が増えると思います。また、地域でサッ
カーの体験イベントを開くのも良いと思います。そうすれば、サッカーに興味が全くなかった子もサッカーを少し好きになれると思ったからです。

①SNS的なもので発信する。　試合をする。

④香川県で行っているゲームの時間を減らす政策を全国で行うべきだと思います。

④香川県のようにゲームの時間に規制を設ける。

①CMの力は大きいので、CMをやった方が良いと思います。男子の浦和レッズは結構人気だと思うので、男子の浦和レッズの試合を見にきてる人々にもっと宣
伝した方が良いと思う。



①でマスコットキャラクターを作り、周りとの交流を深め、周りに知ってもらう。

私は③の項目に対して、さいたま市内の公園にバスケットボールのコートや、スケートボード、BMX等の競技ができる場所を作ることを提案します。スケート
ボード、BMX等はその競技をしたくても、環境が整っておらず、することができないことがあるのではないかと思ったため、その競技をするための環境を作る
ことで、市民に広められると思いました。

②義務教育の小学校時代に、体育の授業で女子にサッカーを義務化する。さらに、優秀な生徒には、サッカークラブへの勧誘を行い、月謝を埼玉県が負担す
る。さらにサッカークラブに入った後、優秀な選手には、積極的に海外のサッカークラブへの留学を勧め、費用も埼玉県が負担する。

④の問題へのアイデアですが、まずはゲーム＝悪という考えを少なくすることが大事だと思います。

②さいたま市の小・中学校の体育で女子もサッカーをしたり、女子サッカーの選手の人を呼んでお話を聞いたりする。

②サッカーを授業で取り組んだり、部活を作ったりする。サッカーを必修科目にする。

②女子中学生がサッカーに入りやすくするためには学校の体育授業でサッカーを必ずすると、サッカーに関する興味ができて、サッカーに入る人も多くなると
思います。

①NHKとかに取材してもらったり、テレビCMを流してもらう。テレ玉とかで、浦和レッズだけの特集とかを使ってもらう。

②小・中学校の体育の授業などでサッカーを必修科目にする。サッカーはコミュニケーションが大事なスポーツなのでそういう力が身に付きそう。

③アーバンスポーツ経験者に体育の時間を使って、アーバンスポーツの体験を行ってもらう。

③スケートボード場などのスケートボードができる場所を作る。アーバンスポーツができる場所を作る。

②女子サッカーリーグ（WEリーグ）の選手たちに様々な学校を訪問させる。

③もっと町中に気軽に足を運ぶことができるようなアーバンスポーツ専用の施設をそれぞれ建てて、誰でも気軽に始められるようにすれば、競技人口が増えて
もっと良くなると思う。

③その種目を市内の小学校や中学校で体験授業などをして、関心を持たせて、競技人口を増やす。

④今のスポーツはゲームの力を極めるだけだが、それに水泳・サッカー・マラソンなどの実技も点数にいれる。

女子サッカーを必修とする。

②学校の体育授業にサッカーを必修科目として取り入れる。地域で公園とかで「サッカーの会」などを開いて、サッカーを教える。

④問題を説明し、楽しんでもらう。

③スケートボードを市民に広げるには公園などに置いてあるスケートボード禁止という看板を取り除き、スケートボードのイメージを悪いイメージから良いイ
メージにし、スケートボードを広げる。①中学の女子の体育でのサッカーを必須にする。また、小学校でも部活（クラブ）を作りその活動を頻繁に行う。



女子サッカー部を多くの学校に設立する。

③バスケットボールのコートなどがある専用の公園を作り市民に遊んでもらう。

③自転車競技について、学校での体験授業など、市内のクラブチーム設立　大会の実施などをやる。

④義務教育にゲームを追加して、ゲーム＝悪というイメージをなくす。

④やる時間を制限すれば依存や障害が起こらないのではないか？

③まず、公園などでバスケットボールをする場所などがないので設置すれば良い。

④そもそもeスポーツに対する考えを変えるべきだと思います。どんな規則を作ろうが問題を起こす人は起こします。それはもうeスポーツ関係ないのでは？

③やはり身近にアーバンスポーツができる施設がないので施設を増やし、ポスターでアーバンスポーツの存在を広めることをすれば日本一スポーツで笑顔あふ
れるまちの実現に向かう一歩なのかなあと思いました。

①について。SNS、TVでの告知。また、有名YouTuberに依頼し宣伝を行ってもらうのはどうか。今の若い人はもちろん、親世代でもTVよりYouTubeを見
ている人が多い。しかし、埼玉県公式のチャンネルでは登録者数や年齢層的に告知にならないので、有名YouTuberに告知をお願いするのが良いと思う。

①浦和レッズのホームタウンの浦和駅と大宮アルディージャのホームタウンの大宮駅にチラシを配ったり、選手のカードを配布する。お客さんが実際にスタジ
アムに足を運んで、浦和レッズか大宮アルディージャの試合の料金を無料にする。

②さいたま市でサッカー部（女子）を作り、作った学校には何らかのお礼を与える。女子のサッカーを体育の必修課目にする。サッカーの楽しさを伝える講演
会をする。女子でもサッカーがどこでもできるようにする。女子サッカークラブを増やす。

②授業にサッカーを取り入れる。

③学校の体育の授業として導入してみる。

アーバンスポーツを広めるなら各地の学校に講習会をしてもらって、皆に知ってもらうのもあり。もう１つとしては学校の教育課程に入れて強制的に身に染み
るようにする。

③授業でそれらのスポーツとふれあう機会を作る。また、練習場などを積極的に設置する。

④eスポーツ用の制限アプリを作り、一週間のスケジュールを作り、キリが良い所で保存し電源が切れる仕組にする。

①そもそも女子サッカーが注目される事なんてW杯ぐらいしかないし無理。サッカーは男子のスポーツのイメージがある。（男女差別とかじゃないからね。）
②日本で子どもが減ってるんだからあたりまえだろう。子どもが増えれば母数が増えるから人口も増える。③この３種目人気だから人口を増やす必要なくない
か？というか少子高齢化でどんどん人口減っていくだけ。④eスポーツplayerはゲーム依存してるからあれだけできるのだろう。というか市民に広めるってどう
いうこと？もう広まってるでしょう。全部に明確な数値をのせてほしい、女子サッカー人口が80％→79.9％に下がってるんだったら解決しなくていいだろ
う。

①まず、大きなメディア（テレビや新聞など）で取り上げられること。そのためには、試合で良い成績、すなわち優勝すれば知名度も注目度も上がる。②共学
の学校のサッカー部に、女子も入部できるようにする。③それらのスポーツを無料でプレーできる施設を作る。④各家庭にゲームハードとゲームソフトを無料
で配布する。



①。なでしこジャパンのようにニックネームをつける。他国と連携をとって規模が大きいぞと宣伝する。駅などの掲示板で紹介。②。サッカーコートを小さく
する。（ルールの改変）サッカーはストレスの軽減に効果があるなどと宣伝する。ハンド有りにする。③。防災アナウンスで宣伝をする。警察のパトロールに
おいてスケートボードで巡回させる。全ての公園でスケートボードを許可する。④。一日中、休みなしで数日やらせると飽きたりトラウマになったりしてやら
なくなる。ゲーム依存の人はゲームに思い入れがあると思うので、知らない人などにゲームの良さを語ってもらう。・依存の人にはゲーム会社にアドバイザー
として就職してもらう。・どこか１つの島をゲーム島とし、依存者を収容する。

①・駅構内や電車の窓・電光掲示板など人の視線がよく集まる場所で宣伝する。・大宮公園の競技場など人が集まりやすい所での練習を増やす②・コートや試
合時間などを通常のルールよりも縮小させる。・試合時間との交流だけでなく、健康や生活などにおけるメリットなどを宣伝すれば良いと思う（男子視点での
意見）③・危険が及ばない範囲で体験イベントを定期的に行い知名度を上げる。④・外に出て運動することのメリットを伝える。

④eスポーツをするのを市民に強制させる（罰金を設けるなどで）税金で大会を開く

①女子サッカー会を全面的にバックアップし、めっちゃ広告を出す②女子サッカーをしている子どものいる家庭にお金をあげる③めっちゃ広告を出す＋それら
のスポーツをやっている人のいる家庭にお金をあげる④一日のplay時間を決め、違反したら罰金・守れたらお金をあげる。

④eスポーツは、スポーツの一種として認められつつあるので、依存してもしかたないと考え、依存してしまった場合はその道を究めることだけを考えれば良
い。

④について。ゲームをプレーする時間に関して、市から注意を呼び掛けたりしながら、ゲームに関連したイベントなどの企画を行えば良いと思おう。ゲーム機
の配布、ゲームソフトの配布などをしていただけるとありがたい。ストレス解消にも良いゲームをできないように制限したり、禁止したりするのは、明らかな
悪影響だと思う。正直、ゲーム依存でも幸せならOK。さいたま市の発展に貢献していると思う。

④「解決」とは具体的にどうするのか。またそのゲームによる弊害をなくすことで何かが変わるのか分からない。eスポーツをして「ゲーム依存」や「ゲーミン
グ障害」になるということは、「野球・サッカーをして怪我をする」ことと同じでそれなりに取り組めば必然的に起こることで、嫌ならeスポーツをやるべきで
はないと思う。ゲームとスポーツを解決するにも関わらず「怪我」をすることを受け入れようとしない。③練習施設を多くする。それを題材にしたアニメがあ
れば影響をされて始める人も増える

①市内の学校などを巡って、サッカー教室などを行って知名度を上げる。練習風景などを動画にしてネットに上げ知名度を上げる。

①道の電灯のところにある、「大宮アルディージャを応援しています」のところに女子サッカーのことについて何か書く。スタジアムで市民無料の日的なもの
を作る。小学校などに選手を派遣する。

①をすすめていくには、やはりホームサッカー場に作ったりファンクラブを作り、かつ地域の祭りに参加したり、ボランティア活動、支援活動を選手一人ひと
りがやっていけば、地元の人に認識されると思うし、ファンクラブ会員も増え、本当にさいたま市全体が盛り上がっていくのではないかと思います。②を広め
ていくには①を積極的にすすめることで、サッカーは男子だけのものじゃないという強い自覚を女子に持ってもらうことが重要ではないでしょうか？

③定期的にそれらのスポーツの面白さがわかる催しを行いさらに体験できるような企画もやる。新規の人が増えれば知名度はどんどん上昇していく④依存して
いると考えるのではなく熱中していると考え今は更に人々を増やしていくべき。

③オリンピックが実施しようとなっている中で、アーバンスポーツがあまり認知していないと思った。そこで、実施される競技場とかで、ポスターなど作成し
てみたり、地元の掲示板に広報として挟み入れてみたら競技があるのは分かる。小学校や、中学校などの学校機関で、この三つがどのような競技か調べるなど
して子どもたちに関心を持たせる

④ゲームをeスポーツとしてプレーする以上、ある程度のめり込んでしまうことは覚悟するべきだと思う。また、eスポーツにふれあう程度の体験をするのであ
れば、シンプルかつ、やりこみ要素や刺激の少ないものをプレーさせれば良いと思う。

②女子サッカー部を作り、学校の中で、女子もサッカー部に入りやすい環境を作る。そして、中学女子サッカーの大会があることを積極的に宣伝する。まず、
最初誰かが入れば、その後は自然と入ってくる。女子サッカーでも活躍できる環境をととのえるべきだ。また、サッカーは男子という価値観をなくさなけれな
ばならない。親や先生などがサッカー部に入った女子を責めたり、変えさせたりすることがあってなはらない。

②について・まず、中学生だけではなく、小学生でも競技人口が男子よりも少ないので、女子対象に小学生の時にサッカーが楽しめるような講義を行う。・女
子中学生にまずサッカー部という部活がある学校が少ないのも原因だと思う。で、女子サッカー部を各学校発足させる。・埼玉のサッカーチームがサッカーに
興味がわくように、好成績を修める

④について、ゲーミング障害や、ゲーム依存というものは、ゲーム内において他者と競い、技術を磨き、能力を上げ、強くなりたいという気持ちが強いことか
らおこっていく。これは、実際スポーツ選手が多くの時間を費やし、自身を強くし、他のライバルに勝つためにやっていることと変わらない。したがって、ス
ポーツにおけるそれらのことが問題とされないならば、eスポーツにおけるゲーミング障害やゲーム依存も問題ではないため、課題を解決する必要はなく、市民
に広げていけば良いと思う。

④eスポーツを広めるには、大宮やさいたま新都心でeスポーツの大会を行えば良いと思う。ゲーム依存、ゲーミング障害を減らすには学校でゲーム依存になら
ないための授業を行えば良いと思う。

④やっぱりいくら競技スポーツとはいえ、ゲームに良くない考えを持っている人も少なからずいると思うので、そのイメージを払拭するためにさいたまの有名
人（サッカーチームの人）などに遊んでもらいその動画を見てもらうようにする。また、大宮やさいたま新都心などの比較的大きめな駅に広告を設置してもっ
と市民に知ってもらうようにする。

①イケメンをサッカーコートに集めてフリーサッカーをする。



③です 大会開けば良い。

③アーバンスポーツのプロモーションビデオやアーバンスポーツを使った企画動画を制作し、各SNS（twitter,you tube等）にアップロードすると市民に普及
すると思う。多くの若者が毎日当たり前のように触れるSNSで上手い具合に宣伝したら、バズる可能性もあると思われる。例えば有名人とのコラボや、シュー
ルかつ面白い動画などを作ってみたらどうか。

③BMXやスケートボードは怖くてなかなかできない人もいると思うから、安全にできる環境を作った上で体験教室などをやったら多くの人が来てくれて良いと
思う。そのスポーツについての魅力、内容がよく分からないからやらない人もいると思うので、上手な人がやっているのを見るのも良いと思う。テレビとかで
そういうをみたらかっこ良いと思える。学校でスポーツを知る活動をするのも良いと思う。

②について：サッカー人口が減少しているのはサッカーに興味がない、サッカーがつまらないと思ってサッカーと関わる事が少ないのも原因だと思いますが他
にもしたくても世の中勉強に重きを置く親が増え、したくてもさせてもらえないという原因もあると思います。（経験談）なので、サッカー関連の本を図書館
に置く、サッカーの授業をもっと取り入れる、楽に入れて楽しくできるサッカーを目的とするキッズチーム的なものを作ったら良いと思います。サッカーのイ
ベントも増やして触れ合う機会を今よりも更に増やして楽しい良い所を知ってもらうべきです。

①電車の広告で女子サッカーの広告を増やす。②女子サッカー選手が公立小中学校に訪問し、魅力を伝えたり、体験授業を行う。その際にストラップなどの小
さなプレゼントも配布する③電車の広告で広める。選手が公立小・中学校に訪問し、魅力を伝えたり、体験授業を行う。その際にストラップなどの小さなプレ
ゼントも配布する。④体を動かして行うスポーツも普及させる。あまり時間がかからないゲームを開発したり、今あるゲームのプレー時間を少なくする。

④について「eスポーツ」は体を動かさないので、スポーツとはいわない。そして、「eスポーツ」はゲームである、これを正式に認めてしまうのは「ゲームを
たくさんしてください」と言っていることと同値だ。ゲームはたまにするから許されるのである。勉強しているから許されるのである。このまま、ゲームを広
めていくと、ますます勉強しない子が増えるだけである。そのようなことは絶対に阻止すべきだ。よって、ゲームを広めること自体が間違いである。

私自身も、eスポーツに興味はありますが、あまり良いイメージを持っている訳ではありませんでした。しかし、自分もゲームをやってみたりすることで、高度
なテクニックと正確な判断力を身につけるのは、とても大変なことだと分かり、好感をもてるようになったし、憧れをもつようになれました。eスポーツはよく
依存などと言われますが、練習は必ず必要だし、努力して身につけた技術を競い合う点をスポーツととらえるなら長時間やることは必須だし、広まれば広まる
ほど憧れる子どもが増えるのは当然だと思います。なので、eスポーツを広めるにあたって、依存の問題を同時に解決することは不可能だとは思いますが、eス
ポーツをスポーツとして捉えているのなら、依存ではなく練習として解釈することは可能だと思います

②私の小学校では男女混合のサッカーチームがありましたが、女子はとても少なかったです。なんとなくですが、女子は入りにくいというイメージがありまし
た。だから、もっと女子も入りやすいように、女子専用のサッカーチームなどが増えれば、もっと女子のサッカー人口も増えるのではないかと思いました。

①男子の浦和レッズや大宮アルディージャの観戦チケットを買うと女子の観戦チケットもついてくるようにすれば、女子のほうも見る人が増えるのではないか
と思う。女子サッカーの魅力をテレビ埼玉などで伝えれば、地域の人の注目度も上がるのではないかと思う。今日のハイライトのような番組で女子サッカーの
結果についても伝えれば良いと思う。②①を行えば、女子中学生のサッカー人口も増えると思う。③北区役所の前の広場で感染対策を徹底しながらデモンスト
レーションを行えば良いと行う。④中学生以下は保護者のもとでゲームを行う条例を施行し、ある程度自立できるようになる高校生からeスポーツを始められる
ようにする。

私は②について、アイデアがあります。女子サッカーをやりたい人が少ないのならばたくさんの人に女子サッカーの魅力を伝えないといけないと思います。例
えば、ポスターを作ったり、コマーシャルを作って放送するなどは効果的だと考えます。

①テレビや新聞で大きく取り上げる、看板にポスターをはる、電車のCMを利用する。②サッカーの魅力を伝える。体育の授業の義務課程にサッカーを入れる③
地元の体育館を使ってイベントを開催する

②で、もっと具体的にサッカーのまちの取り組みがどのようなことをしているのか掲示し、女子でも取り組みやすいように女性のコーチをつけたら良いと思
う。④で、Nintendo Switchの自分の動きに沿って動いてくれるゲームをジムやアミューズメント施設に置くことでゲーム依存をなくしたら良いと思う。

②の課題について、やはりサッカーは男子がメインのもの、という考えが定着していると思うので、まずは女子サッカーを部活として普及させるべきだと思
う。また、主婦層に向けて女子サッカーチームを設立・普及させること、シニアでも安全に行えるサッカーを広めていくことが求められるだろう。学生だけで
なく、子育てを終えた主婦、退職したシニアなど、新たな層に向けた女子サッカーの体験やチームの設立をしていくべきだと考える。

②の女子中学生のサッカー競技人口が減少しているということは、プロ女子サッカーの活躍が身近に感じられないということにつながっていると思う。①に書
いてあるとおり、「WEリーグ」が盛り上がれば、必然的に女子サッカー競技人口は増加するのではと考える。よって、女子サッカーを盛り上げるために、WE
リーグに参加するチームの選手達からサッカーを教えてもらえるサッカー教室や、実際に選手と一緒にサッカーの試合ができるイベントを定期的に行うと良い
と思う。

③スポーツを広めるためにはやっぱりさいたま市出身の選手が活躍するのが一番早いと思います。でも、それはなかなか難しいです。そこで、めちゃくちゃオ
シャレな動画を作るのが良いかな、と思います。例えば、スケートボードでは技をしている間スローモーションにしたり、夕日（朝日）でシルエットっぽくす
るのも良いんじゃないかなと思います。ダサくならないようにするのが大変だけど、成功したらかなり格好良いと思います。

②スポーツセンターなどで女子中学生小学生向けのサッカー体験講座を開く。楽しめることが重視の講座にし、少しでもサッカーに興味を持ってもらえるよう
にして、女子サッカーを普及させたらどうか。

③について。埼玉県にはボウリング以外ができるアミューズメント施設が少ないので、増やし、特に学生に対して大きく値下げをすると良いと思う。中学生や
高校生が社会に影響力を持つ今日、多くの学生が③もできる設備をもったアミューズメント施設へ訪れることで、知名度は爆発的に広まり、やがて小さな子ど
もから高齢者までに受け入れられるスポーツになっていくと私は思う。

①について、ツイッターアカウントの開設は必須だと思います（既にあったらすいません）あとインスタグラムやYouTubeで練習の様子や選手の人柄を発信す
るのも良いかと、可能であれば有名な元選手を監督に入れるとより注目されるのではないでしょうか。また、さいたま市内の大きい駅に横断幕を掲げたり、学
校に宣伝付きティッシュを配布すれば若者の目につき同時に女子サッカーの普及も狙えるかと。スポンサー企業の広告がテレビやYouTube、広告付きwebサ
イトに出てくると結構目に止まると思います。



①インスタグラムやTiktokで練習風景などをのせる②男子サッカーの試合で、何人か（１人か２人）までの女子の出場を認める。　女子も体育でサッカーを行
う。上手な人から教えてもらいたい③体験教室や、市民受けするかっこ良い所をまとめて動画を作る④機器を充電している間は、ゲームができないようにす
る。

③、④よりかは元々人気が根強いサッカーの浸透に力を入れるべきだと思います。そのためにはハートフルサッカーなどの既存イベントの他に、学生へのチ
ケットの一部配付、なでしこジャパン（代表）とのドリームマッチなどをオフシーズンに開催するなどの案が良いと思います。なぜなら若者は、携帯でニュー
スなどを見るからです。浦和で言うと、浦和レッズの男子チームが優勝し、当時のスターが輝いていたころは国内のみならず、ACLなどでアジアからの注目が
あった。絶対王者に地元のチームがなったら話題にもなり、それでなくとも有名な選手がいたり先に挙げた親善マッチによりサッカーの知名度を圧倒的に高め
られると埼玉内外から注目を浴びるのではないかと思います。

①大宮駅や浦和駅などに2チームの広告を載せたり、あとはテレビのCMで大宮アルディージャや浦和レッズの宣伝をすれば良いと思います。あとは新聞で特集
を作れば興味を持ち集めたりする人も増えると思います。高速道路には他の県の人々がたくさん来ると思うので、サービスエリアにグッズを売ったりしても良
いと思います。ちょっと実現するのは難しいかもしれないが空港にも広告を貼って外国の方に知れ渡ったら良いなと思いました。

④eスポーツ選手が依存症にならないようにするためには、ポジションなどを言うときに言葉で話して画面で再現しないなど極力画面を見ないというものや、ブ
ルーライトカットの眼鏡等が有効だと思います。依存症に関しては、選手はそのゲームを本気でやっているので、おそらくなっていても気付かない可能性があ
るので、適度に出歩くなど、選手以外に、一般にそのゲームを遊んでいる人も画面から目を離す（ニュースも見ない）時間を作る必要があると思います。た
だ、健康は大事ですが、しっかり自己管理できる人もいます。サッカーや野球を嫌いな人がいるように、ゲームのことが嫌いという人は多いでしょうし、その
中には一定数「健康」がどうのこうの言う人はいて、これには中途半端な知識を持っているせいですが、納得できない人もいると思います。

②（アーバンスポーツ）　テレビでBMXの映像が流れてくるとかっこ良いと思うが、やってみたいとは思わない。スケートボードやストリートバスケなども、
不良の遊びのようなイメージがついてしまっているので、実際にやる勇気はおきない。なので選手はどういう人なのかや試合のルールを分かりやすく教えてく
れる「アーバンスポーツ教室」などを作ってとっつきやすくする。

③各地域の学校の体育や特活（総括）などの時間を用いて、映像を見てルールを確認したり、どのように展開されていくかを理解したりしてから、実際にグラ
ウンドや体育館などでやってみるのが良いと思う。また、子どもたちだけではなく大人達も参加できるような地域活動を休日に開催し、その広告を道路の電柱
やマンション・アパートの壁に貼っておけば自分も含めて参加の有無は考えなくても印象には大分残りやすいのではないかと思う。また、学校において皆が知
らなかったり、知っていてもやったことが無かったりするスポーツを積極的に行ったりする典型的ではない部活を作れば埼玉県で有名になるだけでなく家族や
友人を通して全国に広まることでそのスポーツがさいたまから有名になったといえなくもないのでそうすれば良いのではないですか？

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、外に出るという行為自体に白い目を向けられるため、①～③のようなスポーツを市民に広め、一般的にしていくこと
は難しいと思う。だからこそ④のeスポーツを推し進め、市民に広まるこの絶好の機会に宣伝を繰り返すなどをすれば良いと思う。また、ゲーム依存やゲーミン
グ障害を規制するのは難しいため、「さいたま市」としては何もしなくて良いと思う。

③について　BMXは埼玉県にいくつかBMXが体験できる施設を作ることで一部の県民は興味を持って行くのでないかと思います。スケートボードはそもそも日
常的に公道で使用禁止されていますが、体験をさせてしまうと練習で公道を使ってしまうかもしれないので、学校の授業で十分だと思います。３on３は宇都宮
市が開催しているような世界大会を浦和やスーパーアリーナなど人が集まるような場所でやると良いと思います。

②について　学校の授業で男女関係なく積極的に取り入れていくことで偏見を少しでも減らせたらと思う。また、YouTubeに女子サッカーの紹介ややっている
ところをのせるのも良いと思う。サッカーの体験みたいな所でもコーチが男の人だけでなく女の人もいたら少しは女子も入りやすくなると思う。③について
知名度は高くなってきているが、競技人口が少ないということならば、BMXだったら色々な場所に練習場を作ってやっている所を見てもらう機会を増やすのが
一番良いと思う。実際にオリンピック種目として出たら勝手に増加すると思うので問題は安全面を強調してあげないと子どもだったら親が反対するのでそこだ
けは必ずやる必要がある。また、多くの人にこれらはれっきとしたスポーツであるという意識を持ってもらうために他のスポーツと同様に体験会を活発に開く
と良いと思う。

①、男子チームは強豪として名を立てていて、グッズなども多くあるから、女子もグッズ販売などを積極的にしていくのがよさそう。②女子受けをするため
に、ユニフォームをアレンジしてみたり、女子サッカーの体験イベントとかを全面的に推していく。③3×３バスケとかは特に、手軽に本格的にできると思うか
ら、②のように体験イベントを開いたり、プロ選手などを誘致して大会などを開く。④、ゲームは忌避されがちだけれども、依存などの悪い点を踏まえた上で
一つのスポーツとして認めてもらえるよう、広告していく。（普通のスポーツにもやりすぎての弊害はあるし、割り切っているのも事実）

④「eスポーツ」といえば「運動をしない、ゲームの上手い人のあつまり」といってイメージから「健康的ではなく、若者が中心で活力もあまりない」というイ
メージが定着しているように感じ、このイメージを解決、解消し、参加者などを増やして規模を広げることが必要だと思う。このイメージの解消方法の一つと
して根本である「ゲーム」の新たなジャンルの取り入れを提案すると、例えば「オンラインでできる」というメリットを活かし、「外でできるスポーツ」を中
で対戦したりできる本格的なゲームなど、まさに「eスポーツ」という競技ができれば、「スポーツ」というイメージが定着し、「ある程度動けて、皆が楽しめ
る、従来のスポーツとほぼ変わらない」という印象につながり、規模も広まって、コロナ禍ということもあってますます盛り上がりを見せるのではないかと思
うのでまとめると「オンラインでできる疑似スポーツ体験×さいたま」を感じられるゲームの開発または既存の物の広告をすると良いと思う。

①（＋α）について　Jリーグ、WEリーグなどといった男女でのそれぞれの試合はもちろん、浦和vs大宮のように男女の垣根を越えてのエキシビションマッチ
のような交流試合や、地域の人々に親しみを持ってもらうために、子どもだけでなく、大人もターゲットにしたサッカーに関するイベントを開けば、さいたま
市が、活気あふれる「スポーツのまち」になると思った。また、そのようなスポーツとふれあう機会を多くすることによって、「アーバンスポーツ」への関心
をより高めたり、女子中学生へのサッカーの普及を進んで行くのではないかと思った。そして、オリンピックもある（開けるは分からない）ので、この波に
のって、スポーツに関心を持ってもらうことが良いと思う。

④、〈ゲーム依存・障害について〉ゲームの対象年齢を遵守させるべきだと思う。ゲームにはソフト（アプリ）ごとに対象年齢の定められているものが多い
が、あくまで目安として見られているのが現状だと思う。事実として僕は15歳だが普通に対象年齢16歳以上のゲームを遊べてしまっている。さらには小学生
でもプレーすることができる。ゲームの対象年齢を遵守するよう規制することは、ゲーム依存・障害の問題を解決する上でとても大切だと思う。

④ゲームはすでに子どもには十分伝わっているが、親はあまり好意的に思っていないことが多いと思う。その理由は、目に悪い、などと言うのもあるが主に
は、やるべき事をせずにゲームばかりするのが嫌だからだと思う。逆に言えば、上の問題が解決すればゲームは更に広がっていくはず。たぶん解決はすごく簡
単で、時間制限をかければ良い。これをするだけで、ゲームのみの生活ができなくなり、必然的にやることをする時間ができるはず。その様子を見て、親世代
にも広がっていく。親がつかいやすい制限アプリの導入をするべき。

②幼いころからボールにさわったりすることに慣れれば、競技する人は増えると思う。子ども向けのボールに触れられるようなイベントを開催し、サッカーの
楽しさを知ってもらう。また、小学校などで実際に選手とプレーしたりするイベントも可能なら行うべき。また体育などで、運動を行ったりする時に、実際に
どういうスポーツなのかを理解してもらうために、ビデオを見させたりし、同時にサッカーに興味を持ってもらったりもする。

日本で広がっている「eスポーツ」によるゲーム依存やゲーミング障害を防いだり、治すというのはとても難しいと思うので、日本一スポーツで笑顔あふれるま
ちを目指しているのならば、ゲームを通してでもスポーツの魅力というものをより多くの人に伝えていき、最終的にはゲームよりもスポーツ観戦の方に興味を
持たせていくべきだと思います。そのためには、まずスポーツというものに関心がなかったり苦手意識を持っている人が多いので、少しでも興味を持ってもら
うため、今注目を集めているものにスポーツへの興味を向かせるようなものを付けたり、コンビニなどの身近にあって誰でも行くような場所にポスターなどを
貼って見聞を広めていくことで少しずつスポーツの楽しさを知り「eスポーツ」などのゲームを通してより魅力を感じ取ることができると思います。

③BMX、３×３バスケットボールは、やったことがない人が多く、ルールも全く知られていないと思う。そこで、このようなアーバンスポーツの体験教室を開
くのはどうだろうか。まず面白さを知ってもらえば、自然と興味もわき、関心も高まるだろう。僕も３×３バスケットボールは少しやってみたい。人数が減る
ことで、個人の役割は増えるだろうから、いつものバスケットボールとの違いも体感してみたい。オリンピックでも正式種目に入っているので、上手く活用で
きれば、更に広まるのではないだろうか。



④、eスポーツを広めるには大きな大会を開いたりすることで広まると思う。ゲーム依存をなくすためには学生であったら親と時間を決めたり、大人であったら
節度をもって楽しむべきだと思うがどうしても改善されないのであれば、埼玉在住の人に専用のアプリを入れてもらい時間を制限するしかないと思う。

私の家にもゲーム機があり弟がゲームをしすぎて母親に時間を決めるアプリをダウンロードされていました。任天堂のゲーム機は保護者がアプリをダウンロー
ドすると子どものゲームプレー時間を見ることができたり、何時間までなどとゲームプレー時間を設定できるようになっているので、小学生や中学生は予め保
護者がそのようなアプリをダウンロードして依存症にならないように管理した方が良いと思います。そうすれば適度に楽しくあそべて、身体に悪い影響を及ぼ
すことはありません。保護者が小さい子どものゲーム時間を管理できない場合はゲーム機は悪い影響を及ぼすのでない方が良いが、それでもどうしてもほしい
子どももいるので学校でもゲーム機の使い方・ルールなどについて教えたらもっとeスポーツの人口が増えると思います。

③スポーツ施設にアーバンスポーツができるスペースを作り、地域の新聞などで宣伝する。また、そのスペースで定期的にプロのアスリートを呼んでイベント
を行い、そこでみんなに興味をもってもらう。②「男子サッカー部」以外に「女子サッカー部」を各学校（無いところは）に作り、女子サッカーの大会なども
開催する。①練習風景の見学会を開いたり、練習や試合時の写真をまとめた雑誌を作ったりして、新しいチームの知名度を上げられるようにする。④ゲームに
興味がない人や、良く知らない人に認知してもらうために、ネットやテレビなどで大会の中継などを、流すと良いと思う。

①選手と市民の人達が触れ合えるようなイベントを開くのが良いと思う。イベントで話したりした選手が実際に活躍したのを見たりすれば、みんなその選手を
応援すると思うし、チームも応援してもらえると思う。②学校に女子サッカー部があるところが少ないので、サッカー部を作る。③知ってもらうには、実際に
体験したり、選手達のプレーを直接見ることで、刺激を受け、やってみたいなどと思う人も多いと思う。②そもそも女子サッカー部がある学校がそこまで多く
ないと思うので、サッカー部を作る。サッカーはどうしても男子のスポーツというイメージが大きい気がするので、その概念をなくすために女子のサッカー選
手がたくさんいるということを知ってもらう

②を選択します。私の友達で小学校の頃サッカーをやっていたが、中学校で仕方なくやめた女の子がいます。なぜなら私の中学校のサッカー部は女子は所属で
きないからです。そして、私は男女別で体育を受けていますが、男子は現在サッカーを練習しているのに女子はサッカーの授業を受けていません。サッカーを
やりたい女子がいても、そういった理由でサッカーをやめてしまうのではないでしょうか。まずは中学校でそのような区別を無くしたらどうでしょうか。

①全国で放送されるテレビのニュースで紹介されれば、色々な人に知ってもらえると思う。その為に、例えば、サッカーに関するギネス世界記録に挑戦した
り、面白いイベントを開催したりすれば良いと思う。④ゲームをしたら、お金がもらえるという制度にしたら良いと思う。しかし、それだけだとゲーム依存が
増えるだけなので、決められた時間以上やると罰金、ペナルティをつければ良いと思う。

④についてですが、プロゲーマーの方々はゲームに命をかけています。ゲーム依存症を無くす為には、埼玉県でゲームは１日何時間などと条例を決めれば良い
と思います。また、市民に広めていくには、興味を持ってもらえるようテレビで特集をしたり、まだゲームに慣れていなかったり、固定概念を持っている人向
けに楽しくできるゲームの良いところをまとめて初心者にもできるゲームを紹介していけば、人気は上がるのではないかと思います。

①Jリーグの時にお邪魔させてもらう。ZIPやめざましテレビなどに取り上げてもらう。②女子サッカーの日を作る、女子サッカーに見学してきてくれた子にお
菓子などをあげる③スケートボードならぬ助っ人ボードで人命救助をしたりする。自転車の番組「チャリダー」などと交流する④任天堂スイッチでeスポーツを
できるようにするアニメのキャラなどの推しが数学を解説する、この際ゲームの文字を全て英語にする

④eスポーツは、国民的にメジャーなスポーツというわけではないけれど、多くの人に名が知られているスポーツだと思います。eスポーツはやるのが難しい、
やってみたいけど専門的な知識がないとダメそうというようなイメージがあります。だから、初心者向けのeスポーツをやってみる動画をYouTubeなどで配信
したり、実際に体験できる場を期間限定で設けてみるのが良いと思います。また、初心者向けのものではあまり魅力を感じない人もいそうなので、世界のトッ
プレベルのeスポーツの対戦している動画もYouTubeで配信したら良いと思います。そして、eスポーツができる場所、時間、かかる費用などを明記すること
も必要だと思います。eスポーツは、専門的な道具がないと出来ないと思うので、ゲーム依存の心配はあまりないと思います。スマホゲームをしている人にもe
スポーツを勧めたら良いと思います。

②中学校の部活で女子サッカー部があるところが少ないと思うので増やしたら良いと思う。また、女子サッカー選手のかっこ良いプレーの様子や姿が普段の生
活の中で目に入るような場所にあると興味をもつ人も増えると思う。③「アーバンスポーツ」を初めてやる人でも楽しめるような体験場所があると良いと思
う。①男子のサッカーは知っているけど女子は知らない人も多いから紹介できるようなものを作ると良いと思う。

④について　eスポーツの休止日を設けて、使えない日を作ったり、時間制限がつけられるようにすると良いと思います。又、朝起きる時間、寝る時間を設定
し、守れるようアナウンスやゲームへ取り込んだら良いと思った。②について　女子が参加しにくい雰囲気があるのが問題だと思うので、女子サッカー部、や
男女混合でサッカーをする機会、場所を作ると良いと思います。

②について　私の友人も女子サッカーをやっていたが、入れるチームがなく困っていた。だからまずは地域にチームを増やすと良いと思う。チームを増やすこ
とで興味を持ってくれる女子が増え、競技人口も増えると思う。それに加え、SNSやYouTube等を使い地元の人に女子サッカーの良さを発信していくと良い
と思う。特にYouTube等の誰でも見られる動画サイトに、例えばサッカーの仕組み、女子サッカーの歴史など興味を持たれそうな内容を分かりやすく説明した
動画（アニメ風などだとさらに効果があると思う）などを上げることは競技人口の増えそうな方法だと思う。

①サッカーをもっと身近に感じられるようにするため、サッカーボールや選手、チームのキャラクターなどのキーホルダーを作る②サッカーの魅力が伝わるＰ
Ｖを作ったり、タオルやバッグだけでなく、ポーチやヘアバンドなど、女性も使いやすいグッズを作る。③選手や経験者が来るイベントを開催し、実際に体験
できるような場を作る。

③それぞれ、地域ごとにチームを作ると良いと思います。例えば、バスケットボールだったら、小学生以下であればミニバスケットボールチーム、中学生以上
はレギュラーのバスケットボールチームを作って、地元の人が集まってやるので、周りに知らない人ばっかりでやめますという人が少なくなると思います。ま
た、私が小学生の頃入っていたミニバスのチームは「スパイダー」というかっこ良い名前で、地域同士で練習試合をやったりチーム内で親子試合などをやって
いたので、そういう気を引くユニーク名前や、イベントもたくさん行えば、楽しいという考えが浸透して、市民の間に広がっていくと思います。

②について、学校の授業等でプロのサッカー選手にサッカーを教わる機会があると良いと思いました。実際にボールに触れ、プレーすることで、サッカーに対
する興味がわくと思います。また、プロのサッカー選手に教わることで、プロの方しか知らないようなことを知れたりしたら、よりサッカーの楽しみを味わう
ことができると思います。また、そのプロのサッカー選手として、さいたま市の２チームの方が参加したら、認知度も上がり、①にもつながってくるのではな
いかと考えました。

①に関して、注目を集めるには、試合を見てもらうことが一番だと思います。さいたま市には試合ができる環境は整っていると思うので積極的な試合の開催が
良いかもしれません。②に関して「サッカーは男子が主にやるスポーツだ」とか「球技系は怖いから無理」などの意見が背景にあると私は考えます。私はサッ
カーを習ったことが無いので少し分かりませんが、人を呼び込む段階で「サッカー」から始めるのではなくもっと初心者が楽しみやすいものから始めるのはど
うでしょうか。④に関して私は趣味でよくゲーム実況の配信や動画を見るのですが見ていると環境作りが大事だと思います。時間を決めたりとかブルーライト
カットの眼鏡をかける…など。適度にゲームができる環境を作るのが良いと思いました。

④市民の前でeスポーツのプレイヤーが実際にゲームをするのを見せることで、ゲーム障害やゲーム依存になっていないことを市民に見せ、それに加えてゲー
ム、プレイヤー自体に興味をもってもらうことができると思います。また、新聞やニュース、ポスターなどでeスポーツをとりあげることで、市民の目に留ま
り、何回も目にすることでイベントなどへの参加も増えていくと思います。ゲームにあまり縁がない若い女性層にも知ってもらうために、可愛らしいキャラク
ターを使ったり、有名なアーティストの歌をイメージソングにするなどすると良いと思います。YouTubeなどのアプリで気軽にゲームしている姿が見られるよ
うにするのも良いと思います。

私は③の意見について書きたいと思います。「オリンピックのスポーツを地域で体験してみよう」というイベントを作ってみてはどうでしょうか。オリンピッ
クでの形式と同じようにし、地域でも体験できるので、興味をもつ人が多いのではないかと思ったからです。もし、余裕があるのならば、有名な方々に指導や
ゲームのルールを教えてもらいつつ、地域の人々で楽しめるようにするのも良いのではないかと思います。そうすれば、「このスポーツは楽しい」という印象
が広まり、市民の間でも楽しいスポーツとして定着していくのではないかと思いました。



③番について考えました。自転車などの種目は見ているだけで格好良い技が多く、そういった技術に若い人は惹かれると思うので、技を撮った動画を動画投稿
することで、若者の興味を今以上にそそることでこういった種目の良さが伝わるのではないかと思います。また、自転車に関しては今は生活の中で使っている
ものですが競技としての良さもまた広めていくことで、今はあまり競技として有名ではない自転車が、日本を代表するものになることができるかもしれないと
考えています。

①テレビで放送する、ポスターなどを作る全ての学校で校外学習にサッカーの試合観戦を行う②小・中学校や幼稚園・保育園を中心に学校や園で交流会を行う
サッカーをする機会を増やしたり、勧誘活動を行う。女子だけのチームを作り、入りやすくする（クラブ、部活など）③街中（ショッピングセンター、公園）
などでイベントを開く　ポスターを掲示する　体育の授業で取り入れる④ゲームする時間を決めながら行い、テレビやイベント・CM、広告などで宣伝する。学
校でも技術の時間に「eスポーツ」の授業を取り入れる。

③地域スポーツ交流会などを開いて、スポーツを市民にも体験してもらう①選手たちが地元の学校を訪れて、生徒と一緒にスポーツを楽しむ②女子サッカー部
の普及や女子サッカクラブチームなどの設立④ゲームのアプリで１日にできるゲームの量を制限するなど

①サッカー（スポーツ）の試合観戦という新しい校外学習を全ての学校で作り、多くの学校の生徒にサッカーを知ってもらう。（②その中で興味を持った人中
心に、女子サッカー部ができたら良いと思う。）③市民がそれらのスポーツを体験できる（気軽に）ようにすれば興味を持つ人も増えると思う。

①，②学校にプロサッカー選手を呼んで、講習会を開く③初心者でも、新しいスポーツが体験できる施設を作る④eスポーツの１日にできる最高時間を決める。

①テレビなどで紹介していく。②，③学校でサッカーにふれあえる時間を作る。④eスポーツに出場する人でもゲームの時間を制限する。

②私の友人にサッカーが好きな女子がいます。ただ学校には女子サッカー部がないので、できないと言っていました。私の学校にはサッカー部があり、女子で
も入れるかもしれませんが、そのサッカー部は男子で構成されており、入りにくい状況です。そこで、女子サッカー部を中学校に作ることで興味を持つ人や実
際に入部する人が増えると思います。

①イベントを開いてグッズを売ったり広めたりする②小学校か、中学校に女子サッカー選手を講師として迎える

②女子サッカーは世界でもそんなに注目されていない。しかも、埼玉はなにもない。よって普及することは不可能と思われます。現実を見ましょう

③今、公共の場にバスケットコートやBMXのコースがあまりないので、もっと増やした方が良いと思う。バスケットコートは砂利のコートよりはゴムのコート
の方が人気が出ると思います。リングは3つ以上は必要だと思います。また、時間を決めないと、独占が起こってしまうので、15分交代くらいがちょうど良い
と思います。BMXやスケートボードは体験イベントを多くやれば増えると思います。特にスケートボードは人気が出ると思います。

①について　・男子サッカーは人気があるので、男子サッカーと同日に、同じスタジアムで時間をずらしてやれば男子サッカーのついでで見に来る人が増え、
そこからファンになる人も増えるのでは。・テレビ中継をもっと増やす。③について・学校の体育の授業の内容で取り扱う。・メディアでの発信を増やす

④、僕はeスポーツに賛成している。しかし、今回は反対の立場になって意見を述べていきたいと思う。eスポーツは書いてあるとおり、ゲーム依存症等になっ
てしまう可能性がある。ゲーム依存症とは、ゲームに熱中するあまり、ゲームを離れると、孤独感や絶望感にさいなまれ、睡眠障害や生活リズムの崩れなどの
症状に陥るという状態のことを言います。これからどんどんeスポーツが普及していってしまうと思う。つまりゲーム依存に陥る人も増えていくことになりま
す。僕から言わせてしまえば、「ゲームなんかするな」ということになってしまうのですが、どうしてもやりたいのであれば依存しないよう、なにか他のもの
にも興味をもてば良いと思う。

①埼玉の子どもサッカーチームとの交流を盛んにする。②学校でサッカーの体験などのイベントを積極的に行う。③それらの競技ができる施設を作って、気軽
に練習に参加できるよう環境を作る。④ゲーム依存症の怖さも含めてゲームの良さを伝えられるようなイベントを開催する。

②CMなどで女子サッカーの良い所を宣伝する。体験とかを運動場でする。←この2つをして女子サッカーを広めていく！①テレビに選手の人がでて宣伝する。
地元でポスターとか旗とかを利用して宣伝する。③学校と協力して生徒に体験させる④スマホなどの会社が制限をかける。　※年齢別に制限時間を決めたり…

①SNSで試合のかっこ良いプレーシーンとか、技とか、顔とかを見せた動画を作る。で、投稿する②女子の体育の授業にサッカーをたくさんとりいれる③試合
を見に行ったりする課外授業を取り入れる④人とのゲームでの関わり会を設けて、人と対戦・協力することを、オンライン上だけではなくて実際に会って行う
ことでコミュニケーションをネットを通じないで行う。

②「サッカー＝男性」という固定概念が世の中に広まっているため、もっと女子中学生がサッカーができる場所が増えるべきだと思う。その為に、女子中学生
だけが集まれるサッカーのできる施設を作る。そうすることで、女子中学生にもサッカーの魅力が伝わると思う。

④ツムツムのようにゲームをする時間や回数に制限を掛けて、時間が経ったらゲームできるようにする。②サッカーの授業をする。（学校で）

③土日など市民の人たちが休みの日を利用して、実際にアーバンスポーツの試合を行いそれを見てもらい、そのアーバンスポーツの良さを伝える。今現在、
アーバンスポーツを行う習い事が少ない（ピアノや水泳などに比べて）から習える場所を増やす。



④についてです。確かに、ゲーム依存は、深刻な問題です。例えば、ゲームを30時間連続でした結果、そのまま、死亡するという事例や、26時間連続でゲー
ムをして、そのまま、倒れ脳こうそくになるというような事例が発生しています。このようにゲームをしすぎるとかえって体をこわし、最悪の場合、一生ゲー
ムができなくなる可能性があります。なので、このようなことを広めていく必要があるのだと思います。

③SNSやインターネットなどを通じて、PR動画を出したり、体験教室を開いたりして、市民に知ってもらう。オリンピックで競技をすることが、１番広がりや
すいと思う。メディアを通じてテレビ放送してもらったり雑誌に載せてもらったりする。

④ゲーマーは副業としてやる人しか認めなければ良い。本職でやるとゲーム依存とかになってしまう。大会の賞金を高額にしたほうが盛り上がる。eスポーツは
今流行りなのでもっと発展させたい。

③公開の試合を行う　自転車など専用の施設を作る

④について、実はゲーム依存症などというものは存在せず、ただ健全に毎日スポーツをしているのと何ら変わりはないという建前のもと、eスポーツを推し進め
る。

①Jリーグの人気のあるチーム（浦和レッズや大宮アルディージャ）などとコラボしたり、Jリーグの試合でエキシビジョンマッチを行うことで知名度を上げ
る。

③アーバンスポーツを普及させるためには、それらを体験できるイベント（例えば、“BMX体験会”なるもの）を開き、また、そうした施設を作るのを援助す
る（例えば、助成金を出す）ことで普及を助けられると思う。

③まず、オリンピックの種目として採用された「アーバンスポーツ」がどのような種目なのか知らないという可能性があるので、知る機会を増やしていけば興
味を示す人が少しずつ増えていくのではないかと思う。

④まずeスポーツを広めるべきなのかについてです。eスポーツ選手として生計を立てるには、誰よりもゲームをやり続けるしかありません。ゲーム依存になっ
たとしてもそれは仕方がないことです。さいたま市さんが懸念していることは何なのでしょう？eスポーツが広まる、それに伴ってeスポーツ選手を志す人も増
えていきます。仕方がないです。そうはいってもeスポーツの経済的恩恵はこれからどんどんふくらんでいくので、市としてそれを取り込んでいきたいのも分か
ります。ゲーム依存者の増加と経済的恩恵を天秤にかけて、eスポーツを広めるか広めないかをさいたま市が決めてください。

①②③は全て、電柱などにちらしを貼っていけば良いのではないかと思う。④は、ゲーム機単体でやるのではなくテレビと接続し、画面を大きくして人を呼ん
で一緒にやれば、あんまり、依存症にはならないと思う。みんなでやると楽しいゲームを増やしたり、ゲーム機に、一日何時間という制限を心配な人は無理や
りかけられるようにすれば良いと思う。

①人目のつくところにポスターを貼って宣伝する。②コーチなどの部活関係者を全員女性にし、女子サッカーとして女子だけの部活、チームにして入りやすく
する。③体験会を開く④ゲームを趣味でしかやっていないけど上手い人にeスポーツを知ってもらうため、もっとCM広告で宣伝する

③体育の授業でそれらのスポーツを体験できるようにする。④ゲームをする分、きちんと運動するようにさせる。学校でも技術などの時間に「eスポーツ」の授
業を作り、体験できるようにする。

女子サッカー部がある学校が少ないから女子サッカー部を作って女子サッカーに親しみやすくする。

②女子中学生のサッカー競技人口を増やすために、女子サッカー部を取り入れている学校がほとんど無いから、女子サッカー部を取り入れる学校を増やす。③
「BMX」は難しいかもしれないけど、「スケートボード」や「3×3（バスケットボール）」などを新たに中・高学校の体育の授業で取り組むことで、多くの
人に「アーバンスポーツ」を知ってもらえるのではないかと思った。

③気軽にこのスポーツを習える施設を作る。オリンピック選手（プロ選手）が各学校に出向してそのレクチャーをする会を開いてあげれば興味をもってもらえ
ると思う。④eスポーツはプロになるような人はゲームを暇な時に常にやらないとなれないと思う。だが、依存するのは良くないのでプロゲーマーは副業として
やるべきだと思う。

＜①について＞大宮駅などで、サッカーチームを紹介するパネルを設置する。＜②について＞小学生向けにサッカー講座をひらいて中学生になっても競技しつ
づけてくれる人を作る＜③について＞初心者には難しいので、「アーバンスポーツ」の元となる簡単なものから紹介する。それ関連の産業をする。＜④につい
て＞ゲーム機などにタイマーを設定する。

④について、オンラインでの大会だけではなくオフラインの大会を増やし、また一般の人でも見ることができるようにする。

③埼玉県が主催してBMXやスケートボード、3×3のバスケットボールの大会をたくさん開き、住民の人たちの関心を集める。

①私は今、この提案書の項目を見て初めて、女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」の設立があったことを知りました。まず、この存在があることをみんなに知
らせて、女子プロサッカーの試合を埼玉県又はさいたま市で行えば、皆が注目すると思います。また、女子プロサッカーを目指すような教室などを、さいたま
市内で開いて、市内の子どもに興味を持ってもらえるようにするのも良いと思います。



①テレビなどでプロ男女サッカー選手混合の企画を作って放送する。②体育にとり入れる。④eスポーツの大会をさいたま市で開く。（景品とか商品とかを入れ
て人を集める）テレビ放送する（みんなが見るちゃんねるで）プロゲーマーを司会者として呼んで人を集める→サインなどももらえる！

①、②について、「サッカーの町」としての取り組みとしてだれでも（サッカー経験）のない人でも気軽に参加できる「フットサル大会」を考えます。まず、
経験ありきなので、そこを提案し、そのフットサル大会に女子プロ選手も参加して広まるきっかけになる　あとは　JリーグやWEリーグの試合を無料で招待し
たりして知名度を広げるのも良いと思う。僕は他チームのファンで言いにくいですが、大宮アルディージャ・浦和レッズのホームタウンにJリーグやWEリーグ
の両チームを訪れて地元の特産物をPRするのも良いと思います。

③競技を行える場所がないのでパークなどを作る。体育の授業に取り入れる。簡単に道具をレンタルできるようにする。

②体育の授業で、サッカーは女子であまりやらないので、まずそこから増やしていくべきだと思います。また、習い事でサッカーをしたくてもクラブに男の子
しかいなくて、なかなか入りずらいということも多いと思うから女子のコーチを増やすとかできたら良いと思います。

③アーバンていうのは都市だからこういうスポーツが都市や町中でできる場所を作らなければいけないと思う。アメリカとか海外の国は結構こういう施設があ
るので日本でも増やしたらオリンピックで他の国と競えると思います。

④市でeスポーツの大会を開いて、宣伝したりすれば、もっと広がると思う。会場を借りて、大きく開くのも良いし、オンラインの小さな大会も開く。それを、
テレビとかで中継したりしてみんなが見れるようにする。

③バスケットゴールや、スケートボードの台をもっと色々な場所に設置する。（公園とか）自転車の貸出しを増やす。大会を開催する。体育の授業でやる。

②について。中学校に女子サッカー部を作ると、良いと思います。体育の授業でサッカーを扱う。サッカーを体験してその魅力を知ってもらう機会を作る。
コーチなど、充実した設備を作る。④オンラインで大会を開けば良いと思う。ゲーマーは少なからずいるので、開催するだけで人は集まると思います。それを
ネットで配信するのも良いと思う。学校の休み時間にゲームをできるようにする。ゲームのサークルを作ったりする。

「eスポーツ」は人との対戦を主にするものが競技化されたものである。それらは対戦人口を増やさなければならない為、まず無償化して多人数でも一人でもで
きるような機能としてのものを追加し、さらに大手ゲーム会社と連携したものを開発して広げていけば、より多くの人に認知されるようになる。そして、現実
をあまり良く思ってない人ほどゲーム依存症になりやすい。

④学校の部活動として「ゲーム部」を作る。（人が集まれば）試験的に一部の学校でやってみる。

④eスポーツの広告を出す。「ゲーム障害」という言葉やめよう。

④街に対決できる場をいくつか設けて、買ったら次の場所まで歩いて移動する。体を動かせば依存しないのでは？さらに、建物内ではなく、外でやることで通
りがかる人にも宣伝になると思う。

③学校の授業で取り入れたら良いと思う。私も、このアンケートで初めて知った競技があったので、学校の体育で行うことができたら、もっと多くの人に広ま
ると思う。子どもが体育で取り組むことで、親も話を聞く機会が増えると思う。また、その競技の大会をさいたま市で行うことも大切だと思う。それを機に、
目標を立てて取り組もうとする人も増えるだろうし、私も、大会があったら見てみたいと思う。スポーツは健康にも良いし、だれでもできるものなので、もっ
と市でも、世界全体でも広まってほしいと思う。

②女子サッカー部を作る。サッカー部に入ればサッカーが上手くなり体育の試験の合格も容易になると伝える。そうすれば運動部に入ることを保護者に強要さ
れている女子中学生などがたくさん入ってくれると思います。

①・地域の慈善活動、ボランティアに参加する。・女子サッカーの大会で優勝する。・テレ玉にでる。・マスコットキャラを作る。・サイン会を開く。・有名
な監督を招く。・有名なチームと試合して勝つ。

①さいたま市の街中にポスターを貼り、宣伝をしたり公立の小学校や中学校と連携をして交流会などを開くことで、若い世代などに普及させる。

④最近では小学生でも「フォートナイト」などのFPSゲームが人気になってきているので、まずそういった人気のゲームの大会を開けば良いと思います。また
そういった育成講座をプロゲーマーを呼んで開けばそれなりの人が来ると思います。

②小学生などにサッカーを体験をさせてサッカーの楽しさを分かってもらったり、埼玉県内でサッカーの試合などをする。

③コミュニティセンターなどで「アーバンスポーツ」のイベントを行い、子どもでもできるようなBMXやスケートボード、3×3バスケを体験できるようにす
る。また、小学校や中学校で年に何回か「アーバンスポーツ」についての活動を行う。



①僕は、女子プロサッカーリーグが設立したことも知らなかった。世の中にはそういう人が多いと思うので、例えばゴミ拾いなどのボランティア活動をしたり
して、まずは地元も人に知ってもらうのが良いと思う。男子のプロサッカーチーム浦和レッズなどは小学校などに行って知名度を上げている。それをまねして
小学校などにサッカーを教えに行くのも良いと思う。2チームの参入が決まったのだから、2チームの練習試合などを誰でも見に行くことができるようにするの
も一つの手だと思う。

②番についてのアイデアとして、現代はインスタグラムなどのSNSが女子の間で流行しています。そこの広告にサッカーを取り入れてみたら良いと思います。
また、現在韓流ブームでダンスが流行っているように、流行を取り入れた広告を出すことで女子の注目の的となり、人気が出ると思います。また、③について
は小学生や中学生に実際にアーバンスポーツを体験してもらうことでその子どもから親に伝わり、広まっていくと思います。私も小学生の時に車椅子バスケを
体験して、印象に残っているのですごく効果は高いと思います。

④ゲームをプレーし、それを「eスポーツ」として競技としている今、ゲーム依存症はまぬがれることは出来ないように思える。これは、さいたま市がプロゲー
マーとして活躍のできる人のプレー時間の縛りを設けるべきだと思った。また「eスポーツ」を広めるためには、さいたま市が積極的にゲームの大会を開くべき
だと思う。また、さいたま市が賞金の高い大会を定期で開けば市民に広がっていくと思う。

④さいたま市が開催する。家から参加する。さまざまなジャンルで行う。みんなでできるよう部門を多くする。

④について・さいたま市の中心地で、試合を行う・新しいゲームから、少し古いゲームまで、幅広い領域でやる。・試合だけでなく、話したり、共にゲームし
たりするだけの集まりをする。

②小学生の頃サッカーをやっていた子でも、中学で女子サッカー部がないからやめてしまう人がいます。電車で通っている人たちは地元のサッカークラブに入
るというのも難しく、やはりやめてしまうでしょう。なので学校に女子サッカー部を作る取組を推進するのが良いと思います。他には、コロナ禍では難しいか
もしれませんが近くのいくつかの学校でチームを作るなども良いと思います。

③「さいたまスーパーアリーナ」など、たくさんの人が集まれる（コロナ対策はしっかり。）競技場を使って、大会を開く。→全国の色々な人に見てもらえる
ように、オンラインでも見れるようにユーチューブなどで、ライブ配信を行う。アーバンスポーツができる専門のクラブをたくさん作って、身近で見たり、プ
レーしたりできるような環境を作る

④ゲーム依存になってしまう人の治療をちゃんとやらないと学生とかで親に「ゲームは依存になるからダメ」と言われて始められない人が増える。今やらない
と他の人に抜かされるっていう考えからやめられないからゲームを誰もやらない時間・日を設定する。学校で配るPCを高性能にして、ゲームもできるようにす
る。（学校でゲーム時間を管理or見ることができるようにする）

②小学校でサッカーを教えにきてくれる選手を女性の選手にする。女子はサッカーをやらないイメージがまだあるので女性選手の活躍をアピールし、サッカー
教室を開いた方が良いと思う。安全に楽しめることを女子中学生に伝える。

②現役の選手を招待して年代ごとに分けて女子・女性対象に体験教室を開催する。小・中・高で積極的に女子サッカー部を立ち上げるように推進するか義務化
する。現在流行している鬼滅の刃とコラボしたポスターを掲示し宣伝する。

②小学校の授業にサッカーを取り入れてサッカーの楽しさを伝える。④休日でも学校で学習できる時間を設ける。

③アーバンスポーツを体験できるような場所と機会を設け、実際にプレーして楽しんでもらうことで、少しでも興味をもってもらえるようにすると良いと思
う。

②小・中学校や高校の部活動に女子サッカー部を作る。地域の女子サッカーチームを作る。女子対象のサッカー体験ができる機会を設ける。

①インパクトのあるキャラクターを作って、PVをとってSNSに公開する　YouTubeの広告を作る　駅前でスゴ技披露をする。

③街中にそれらのスポーツができるような場所を作る。特にBMXができるような専用の公園を作って多くの層の人々がアーバンスポーツになじんでもらえるよ
うにしていく。

③広い公園などで体験できたり、パフォーマンスが見られるようなイベントをすれば良いと思う。①さいたま市が出すCMなどに選手を出す。

④ゲーム依存症の対策を地域の人全員で考え、時間制限、ブルーライトカットなどを対策したうえで、楽しくゲームをすることができるような環境作りを支援
してeスポーツの後押しをしていけるようにすれば良いと思う。

③BMX、バスケットボール、スケートボードも何となくイメージはできますが、ルールはほとんど知られていないと思います。また、バスケットボールは体育
館などでできるかもしれませんが、BMXやスケートボードは少しだけ遊ぶぐらいは道路や公園でできますが、少し本格的にやってみようと思ったら専用の施設
に行かないとできないと思います。なので、専用の施設を作ることも大切ですが、まず、テレビや広告、チラシなどでこのスポーツのルールや楽しさを知って
もらってからの方が良いと思います。自分も、今まで知らなかったスポーツをテレビの特集や電車の広告で見ておもしろそうだなと思ったので、きっとこのス
ポーツも面白さを分かってもらえると思います。

①最近話題になっているYou tubeをやれば良いと想う。ネットが発展しているのでそれをうまく使えば良いと思う。②サッカーは男子がするものという偏見を
なくせば良いと思う。そのためにも学校で女子のサッカー部を作れば良いと思う。③そのスポーツのイベントを行う。④eスポーツと言われているせいで「それ
はゲームじゃないスポーツだ」と言う人が増えて、そのようなゲーミング障害や依存症になるのだと思う。だから「eスポーツ」ではなくそのまま「ゲーム」と
呼べば良いと思う。そもそもゲームほど無益な時間の過ごし方はないと思うので市民のためにも広めないべきだと僕は思う。



③・国内の大会や世界規模での大会の数をもっと増やしてテレビ中継などで放映すれば良いと思う。・ガチの大会だけではなく誰でも気軽に参加できるイベン
トをたくさん行えば良いと思う。・プロ選手や上級者のスーパープレーをユーチューブなどのSNSに投稿して一般の人に「自分もこんなのやってみたい」とい
う気持ちにさせる。・競技の広告を増やす。・芸能人や有名人にプレーをしてもらい、知名度を上げる。

④について　まず、eスポーツとは何かを今一度知らせる必要があると思います。ゲーミング障害やゲーム依存という課題以前にそもそもeスポーツがなにかす
らわかっていなかったり、子どもがゲームをやるための口実としか思っていない大人が大勢いることを分かってほしいです。またゲームプレイヤーの中でもeス
ポーツとしてゲームをしている人はごくわずかです。たいていはただの趣味としてゲームをしておりスポーツ性を感じてはいません。ですのでeスポーツの体験
などを通してただの遊びではないと理解してもらい、その上で初めてゲーム依存やゲーミング障害の危険性を伝えるのが筋だと思います。最後に、闇雲にゲー
ムは1日1時間以内等の条例を出すと反感を買うだけで逆効果なのでやめてほしいです。

③について　市内の広告などにアーバンスポーツのことを載せる。また、アーバンスポーツの体験会や、専門のクラブを作る。新聞やネット広告に体験会への
参加を呼び掛ける内容をのせる。

③その競技をできるような施設を作り、その施設を自由に使えるようにする。また、その施設で習い事を行いその競技を気転にできるものにする

②オリンピックに採用されたスポーツなら、今は広める必要がないと思いました。オリンピックでの大会を放送することによって広めることは可能だと思いま
す。あえて、今努力して広めても、成功する確率はあまり高くないと思います。しかし、全世界で放送されれば、どこかの国では人気になるでしょう。SNSが
普及している時代です。一度人気になってしまえば、例えそれが地球の反対側のブラジルだとしてもその波は日本にもくることでしょう。水泳は水の流れに逆
らうのではなく、抵抗を減らし、水を味方につけることで初めて早く泳げるようになります。時代の流れに合わせて゛どさくさにまぎれて゛人々の生活に゛浸
透゛する事が良いと思います。

②をするために①の女子プロサッカーチームを積極的に宣伝することで女子でもサッカーをやるのは普通なんだなということを広める。

③さいたま市内で、「アーバンスポーツ」の大会を開いて、興味をひかせる。あとは、子どもにも興味がわくように、学校のイベントなどで「アーバンスポー
ツ」に取り組んだり、例えばBMXだったら、男子が憧れるような、迫力があってかっこ良いデザインの自転車を作る。３×３バスケットボールは、公園にバス
ケットゴールなどを設置することで、少しでも市民の身近にあるようにする。スケートボードは、転んだら痛そうなのでやる人が少ないイメージがある。だか
ら、安全にスケートボードをするやり方の動画を、YouTubeやさいたま市のホームページであげて見てもらう。スケートボードのかっこ良い技の動画も見ても
らうと、より市民にも興味がわくと思う。

③学校の授業に取り入れる④ゲームは家庭等で楽しくやるものというイメージを植え付ける②女子サッカー部やサッカーの教室の女子専用校等を造る①選手自
ら宣伝や呼び掛けをする。②まず女子がサッカーに触れること自体が少ないから関心を持たせる活動をする。

④を選びます。ゲームは楽しいものですが時間を決めてやらなければいけないことを子どもに再認識させるべきだと思います。子どもは制限されると逆にやり
たいという気持ちが増し、逆効果なので子ども自身でやめさせる方法は罪悪感を持たせ、時間を守らなければ親もしっかりとしかることが大切だと思います。
このことを知らない親は多いと思うので埼玉県がパンフレットなどを作っていくことで自然と子どもたちも素直に聞くと思います。

④今現在、ゲームへの依存が問題になる一方、政府や県の対策が古いように感じる。最近では香川県のゲーム禁止条例が注目されたが、その条例が、県の議員
による不正投票が後に明らかになった。その事件より、僕は、国や県の上層部の人はゲームに対する知識が足りないと思った。そして、ゲーミング障害を問題
視しているのならば、警察に、その分野に対する専門の人がいるのだから、募集をすれば良いと思った。最初はアルバイトの様なスタイルで始め、それが成功
したら、正式に採用をすれば良いと思った。

①広告をいっぱい目のとまるところに作る。

④の解決案　eスポーツのイベントを開き、その際にこまめに運動をする事も推奨すれば、eスポーツの知名度も上がり、普段eスポーツをやっていて人とあまり
接していない人もいろいろな人と関わることができたり少しでも運動をゲームの練習の合間にしてみようという気になってもらえたりすると思います。②の解
決案　普段からサッカーを少しでも感じる事ができれば良いと思うので、テレビで女子の試合の中継などをすれば良いと思います。

①そこそこ知名度のある２チームの男子チームが、女子チームを宣伝すればそれだけで皆ある程度は注目すると思う。その２チームが勝てるよう願う。④障害
や依存などの言葉を使ってるのはあまり良くないと思う。ゲーミング障害、依存などと聞くと悪いイメージしか持たれないと思う。それだとeスポーツが市民に
広がっていくのはまだまだ先になるのではないかと思う。今の大人たちは高齢者の方々か子どもの頃あまりゲームをしていないから理解されていないのは仕方
ないと思う。今の若い人たちが大人になれば自然とeスポーツは広まっていくとは思うが、今の大人たちがゲームに関心を持つにはどうすれば良いのだろう。

②女子サッカーのイベントをショッピングモールの前などで催す。ショッピングモールの前には多くの人が集まるので、興味を持つ人が出てくる。またショッ
ピングモール内で洋服店にチラシを置くなどして、興味を引く機会を多く作ることが大事であると思う。ショッピングモールに限らず、学校や団体施設でイベ
ントを催すのも効果的だと思う。イベント内容としては、有名な女子サッカー選手に指導してもらうなど。

④ゲーム依存、ゲーム障害について、こういったゲームがもたらす健康被害については、度々議会等で議題に上がる程近年重要視されている。どうにかして治
そう治そうというが、ゲームというものは、のめりこめる人はとことんのめりこめ、無理な人はとことん無理である。だから正味ゲーム少年養成所なんていう
のはぶっちゃけクソだと思っているが、きちんと生活リズムを乱さず学力維持も可能であるのならば、ゲーム楽しんでる人には何言っても意味なんか毛程もな
いんでしょうがないと思います。メガネもコンタクトもあるわけだし。人生捨ててゲームしてる人はダメ。あとやってない人は多分もうゲームしないんで広め
ても意味ないです。

④「ブルーライトカット、定期的にパソコンの電源がおちる。」徹底的に問題を解決した上で、市民に安全なものだと分かってもらうゲーム依存については、
ゲームを自由にプレーできる環境があるからなってしまうので、決めた時間以外はやらないよう自動でシャットダウンする仕組みを搭載してみる。

③BMXやスケートボード等のスポーツを、私はどこでできるのかが分かりません。そのような人はたくさんいると思います。アーバンスポーツを広めるために
は、たくさんの人に体験してもらうことが大切だと思います。最初に書いた通り、どこでできるのかが分からないので体験もできません。そこで私が考えたの
は、ショッピングセンター等で軽く体験できるイベントをやることです。その時にいつもやっている場所等を知らせます。気になった人は来ると思います。



③普段生活していて「アーバンスポーツ」に触れることが無いので、コロナウイルスの影響で制限があると思いますが、少人数で体験できるイベント企画を積
極的に行うと良いと思います。まずイベントや企画では、名誉ある選手やコーチなどに来ていただけるとより多くの参加者が集まるようになると思います。ま
た、私の住んでいる身の回りで主にどこで「アーバンスポーツをを体験できるかを知らないので、さいたま市の公式サイトなどで「休みの日にオススメするレ
ジャー施設」という特集を作ったり、市民に向けてより積極的に情報を発信したりすると良いのではないかと思います。来年、オリンピックが行われるかは曖
昧ですが、これをきっかけに地域全体がスポーツと触れ合うようになってほしいなと思います。

①学校などで体験イベントやサッカーの試合を間近で見れる招待券を配布したら良いなと思います。学校の部活動でも男子のサッカー部しかないところが多
く、女子がサッカーをやることはあまりないので女子サッカーが注目を集めるためにまずは女子がサッカーをすることを知っている人を増やす、楽しさを伝え
ることをするべきだなと思いました。また小学生くらいの女の子が幼い時からサッカーを練習すれば選手として強くなるし、強くなると注目を集めるのでサッ
カーをしてみたい。試合をみてみたいと思う女の子も多くなると思います。

②女子より男子のサッカーという“イメージ”の方が多かったりするので女子サッカーの試合を身近で感じられるように、地上波で少しだけやったり、各中・
高の学校に女子サッカー選手が出向いて講習をやったりと、身近に女子=サッカーというイメージがないから、やりたいな、とか、興味があるなと思う人も少な
くなってしまうのではないかと思います。女子サッカーのそれぞれのグループが所属する市、さいたま市でも駅や、街灯などにポスターや旗など宣伝できるよ
うなものも増やしていけば良いと思います。

①の女子プロサッカーチームに注目してもらうためには、チームのポスターに女子を載せて、それを町の色々なところに貼る。そのことでそのポスターは何度
も見る機会があると思うので印象づいていくと考えた。また、そのことでサッカーに興味を持った子どもたちが増えていくことによって、競技人口が増加し、
広まるのではないかと考えた。④のeスポーツのゲーム障害については年齢に制限をつけるべきだと考える。eスポーツなどは長時間でやるものであるから、発
達途中の子どもなどがやると習慣づきやすくなって、危ないと思った。またeスポーツを市民に広めていくには、役所などの一部に特設コーナーの様なものを作
り、体験できるところがあると楽しめると考えた。しかし、それにも「一度やったら交代をする」などといった、一人が長い時間やることが無いようにするた
めの時間におけるルールを作るべきであると思った。

③・気軽に入りやすいBMX、スケートボード、3×3の体験教室を作る・「アーバンスポーツ」という名前を知らない人も多いと思うので、親しみやすくて分
かりやすい名前にしてみる。・公園などで選手が実際にプレーしているところを、みんなが見れるようにする。・テレビなどで特集を放送してみる。・地域で
運動会を行う。

②はサッカーに興味を持つ女子が増えるように体育の授業でサッカーの導入をする。サッカーの楽しさが引き立つように工夫した体育のカリキュラムを作るこ
と。そして①の女子サッカーチームを注目してもらうためには有名な男子サッカーのチームと最初は出てくるのが良いと思った。そうすれば男女チームで応援
し合うことができ、注目もされると思った。私のイメージではサッカー=男子というイメージもあるのでそのような偏見をなくすために上記で書いたことが実践
されると良いと思いました。

③地域の人たちが多く来る公民館などで、そのスポーツの紹介や体験レッスンなどを行う。④eスポーツを広めていくためには、ゲーム依存などの問題も解決し
ていく必要があるので、ゲームをする時間が長すぎると、体に負担がかかるということを広く知ってもらう必要があると思う。①駅など多くの人が集まる場所
に「WEリーグ」のポスターを掲示する。イベントを行う。②サッカーは、男子がするスポーツというイメージが強いので、女子のサッカー選手の活躍を見るこ
とで、女子サッカー競技人口が増えるのではないかと思った。

②どうしてもサッカーは男子がやるスポーツという印象が一般的についてしまっていると思うので、学校の体育や習い事でもっと女子がサッカーをできるよう
にする。テレビなどで取り上げてみる。地域のスポーツフェアなどがあった時に女子専用のサッカー体験などができる場を設けたりすれば、男子がいるから入
りにくいなどの抵抗感がなくなり、女子でも気軽にサッカーを楽しむことができるようになると思う。

②女子サッカー部が無い学校が多いのも一つの原因だと思うので、女子サッカー部を作ると女子サッカーを始めてみようかなと、興味を持つ人が増えると思
う。③そもそも目にしたことが無かったり競技内容を知らなかったりする人が多いの思うので、学校で特別授業などを開いて、そこから興味を持ってもらえば
良いと思う。④eスポーツ自体を広めるには③と同様の方法をとるのが良いと思う。ゲーム依存は、ある一定の時間で使えなくなるような機能をつけたら良いと
思う。

②学校の部活で女子サッカー部を作る。だけど、中学生になって、サッカー未経験者がサッカー部にたくさん入るとは思えないので、幼稚園や小学校の時に、
サッカーをする機会を増やしたり、習い事も女子サッカーのようなものを作ったりすることで、小さい頃からサッカーに興味を持ってもらえると思う。

③体験会などを開き、気軽に参加できるようにする。また、無料でBMXやスケートボードができる場所を作る。

②ユニフォームをかわいくしたり、女子が参加しやすいような、女子だけのサッカー教室を開いたりする。本格的なサッカーばかりやるのではなくVS嵐のよう
に気軽に楽しめるゲーム感覚のような場所を用意したりすると良いと思う。また、女子はおしゃれなカフェなど、かわいいものなどが好きなので、サッカーの
体験ができるカフェなどを設置すると注目をあびて人気が出ると思う。

私が考えたのは④の意見についてだ。最近、有名になってきたeスポーツを依存などにならずに楽しむ方法は、自分1人で部屋に閉じこもってやるのではなく家
族など自分以外の人もいる部屋でゲームをするのが良いと思う。そう考えた理由は、例えば、ゲームの使用時間などルールを決めていても自分1人しかいない部
屋では時間がきても誰にも言われないので少しくらいなら良いやという気持ちになってしまい、ずるずるといつまでもゲームを続けてしまうと思うからだ。他
の人がいれば時間が来たときに教えてくれるのですぐに止められると私は考えている。

①について、大宮アルディージャの選手たちは大宮駅、浦和レッズの選手たちは浦和駅などでプロリーグに参入することが決まったことや、そのチームのそれ
ぞれ良い所などを積極的に市民の人たちに広めていったり、そこで交流したりすることによって、そのチームを応援しようという気持ちになったりすると思う
のでそういうことをしていったら良いと思います。また、大宮駅、浦和駅だけに限らず色々な所でそういった活動をしていけばさいたま市がより、スポーツの
まちになると思います。

②について毎年どの学年もサッカーの授業を行い、一年に数回違う学校と試合する機会を設ける。

③について思ったことは、アーバンスポーツを体験できる施設を何か所か作れば良いと思った。

①、③→地元のテレビ局での特集や、インターネットでの広告。④eスポーツを自宅で手軽にできるような機会を市民に提供する。

③について書きます　私はその競技（アーバンスポーツ）についてのアニメを作れば良いと思います。バレーについて書かれている「ハイキュー」というアニ
メではバレーの細かいルールやポジションなども分かるようになっていて、そのアニメを見ただけでバレーの良さが分かったり、バレーがやりたくなってしま
います。実際に、ハイキューを理由にバレー部に入ったりしている子もいるほどです。なので私はアーバンスポーツのアニメを面白い要素もいれつつ、そのス
ポーツの良さが分かるようにして、作ったら良いのではないかと思います。



④、eスポーツに関して、　eスポーツはゲーム、基盤は娯楽です。娯楽なので広げるために何か特別なことをしなくても楽しみたい人は寄ってきます。eスポー
ツで結果を残す人はゲームのプレイヤーの中でもごくわずかな数しかいませんし、日本ではプロゲーマーを将来目指す職業にできるほどeスポーツは発達してい
ません。体を動かすスポーツとは違い視力の低下や依存性などのデメリットがある上、将来的な見通しの立ちにくいeスポーツを広める利点は無いと思います。
ゲーム依存に関しては学校にしっかり行くことが大切だと思います。私自身依存していた時期がありましたが、しっかりと学校に行っていれば勝手にゲームを
やって順位を上げなきゃという義務感は薄くなりました。まとまった時間、電子機器を触らないようにすることで冷静になってゲームについて考えられるのか
もしれません。

②さいたま市で活動しているサッカーチームの紹介とともに、サッカーの基本的なルールや、さいたま市でサッカーを観戦できるところ、実際にサッカーがで
きる場所を書いたパンフレットを作成して配る。チームの紹介だけでなく、ルールや実際にできる場所が分かればあまり競技人口の多いイメージがない女子
サッカーに関心をもって、自分もやってみようという気持ちになると思う。④ゲームを1日でやって良い時間を決めることを市民にすすめた上で、さいたま市出
身の芸能人や著名人がeスポーツをする動画をCMとして放送したら、身近に感じられるので良いと思う。

③について、これらのスポーツが行える、だれでも使える施設を作ることが良いと思います。例えば、駅までの道のりの間に公園を挟み、その公園にBMX、ス
ケートボードのコースなどを作れば、アーバンスポーツの選手は都市部で楽に練習できる場所ができて、またそれらは公園の利用者や通勤などの人の目に留ま
り、より多くの人に関心を持たせたることができるようになります。また、定期的に教室を開いたりすれば、関心だけでなく、実際にBMXやスケートボード、
3×3をプレーする人が出てくることでしょう。簡単に見に行ける、プレーできることが大切です。

③はそもそも、体験する機会があまりないのでそれらのスポーツを広めたいのであれば環境を整備したりイベントを行えば良いと思います。学校単位でプロ選
手を招いて話をしてもらうのも良いかもしれません。また近年では路上でスケートボードをする人も多いのでスケートボードに対するイメージが悪化していま
す。スケートボードのできる場所を確保することでスポーツとしての価値が認められ、悪い印象の改善にもなると思うので一石二鳥だと思います。僕はバスケ
部なので3×3のコートも多く設置してくれれば放課後などに利用できるので喜しいです。

②サッカーを身近に感じられるような期会を設ける。（体験や講習会を行う）子どもから憧れてもらえるような存在になる。魅力を作り、発信しないと伝わら
ないと思った。SNS等を使い、アピールする。

②日頃から気軽にサッカーというスポーツに触れられるよう、誰でも使えるサッカーコートを作れると良いと思います。市民体育館のサッカーコート版です。
そうすればサッカーとの距離も近くなり、より興味を持ちやすくなるのではないでしょうか。④eスポーツというコンテンツはその性質上、他の人との交流を
絶ってしまいがちのように思えます。そのため、同じゲームをやっている人同士などで集まり話せる機会などがあれば、選手のコミュニケーション能力の面で
も、eスポーツの活性の面でも良いのではないでしょうか。

①学校に女子プロサッカーの選手がサッカーを教えにきて実際にサッカーをし、自分たちの凄さを知ってもらう。②女子も体育でサッカーをやるなどして、
サッカーを身近に感じさせる。③ポスターを貼ったり、オリンピックについて詳しく知る会などを開き教える。④ゲームの大会があったとしたら、出場条件
に、1日～時間のゲーム時間を超えていない者のみなどと、加える。④定期的に運動をするイベントを開き、地域の人たちとの交流を深め、ゲーム依存を減ら
す。

ゲームによる病気には二つの原因があると考えています。一つは生活の一部がゲームによって作られる事です。一見、悪い事ではない様に見えますが、「～時
になったから遊ぼう」となってしまうとその事が毎日続き、いずれ何かしらの問題となります。もう一つは楽しむ事です。「ランキング」というのが関わって
くると人間はつい本気になり、且それにより人気者にでもなれば止め時を見失います。（私も今、「第五人格」というゲームで世界で上位にいるので人の事言
えませんね。）対策は、まず一日中競い合う時間を作らない事です。そして、他にゲーム以上に打ち込める物を探す事です。又、現実を見せるとたいていは
ゲームのやる気をなくせるので効果的です。中には一日中ゲームを配信してお金をかせいでる人もいます。それは他者に見られる事によってある程度制御でき
るからです。ゲームは人気です。なので勝手に広まっていきます。

②の内容についてです。まず、女子中学生のサッカー競技人口が減少してしまっている理由の一つに、部活動の中に女子サッカー部がないこと、また、男子の
多いサッカー部に女子が入部しづらいことがあげられると思います。それを改善するために、まずは女子サッカー部を設立してみるのはどうでしょうか。

④についてゲーミング障害やゲーム依存は子どもであれば親御さんに長時間のプレーを制限してもらうように促してもらったり、スポーツなど運動に魅力を感
じてもらい、ゲームばかりに意識がいかないようにするのも良いと思う。ゲーム依存の怖さを小・中学校で教える。eスポーツに関しては、最近だとだいぶ認知
度が上がってきているので、YouTube等での動画配信や、スポンサーに皆が知っているような名のある企業がつくことでより市民の目にとまりやすくなると思
う。

③アーバンスポーツを広めるために、街のいたるところにアーバンスポーツができる様な所を建設すると良いと思う。特に3×3のであれば土地も小さく済みそ
うなので良いと思う。

③通勤通学・昼時・帰宅時間等に駅前でアーバンスポーツの大会を行う。例えば川口にはキュポラ広場が、さいたま新都心にはけやき広場がある。そこでBMX
やスケートボードの大会を行えば、学生・社会人への周知ができる。④広告塔に著名人を起用し、さいたまスーパーアリーナでeスポーツの大会を開催し、それ
を各地の映画館やテレ玉等でライブビューイングを行う。また、ゲーミング障害やゲーム依存に関しては、それ専門の病院を設立する等して対策をとっている
ことを広くアピールする。また、埼玉の体育大学にeスポーツ学科を設立する。

②最近の女子中学生はサッカーや野球などは男子が行うスポーツと認識してしまいがちなのでまずはサッカーについて興味をもってもらうために地域のスポー
ツ団体などを作ると良いと思う。またサッカーは広い運動場が必要であり、さらにそれらを建てるのにも多くの費用がかかってしまう。そのため、広い公園の
一角にそのような施設を設けてサッカーに興味を持った女子中学生がいつでも楽しくサッカーができる環境をととのえるともっと良くなると思う。公園の中に
運動場があることで公園を訪れた人もサッカーを見て楽しめるので、まちとしても活性化するのではないだろうか。

③でのオリンピックでの新たな競技として、採用された「アーバンスポーツ」を広めるには、しっかりとそのスポーツができる環境を作った方が良いと思いま
した。スポーツは、聞くよりもする方がずっと覚えやすいと思います。しかし、このスポーツの認知度を上げるためだけにコートを作ったりするのは、費用が
かかると思います。かといって、宣伝だけでは、結局みんな実戦しなかったり、覚えようとしません。なので、本格的に広めるのであれば、学校の授業で取り
上げてもらったりすることで、普段スポーツに関わらない人でも、触れることができると思います。これも費用がかかりますが、その新しく入ったスポーツに
関するゲームや、他のゲームとのコラボ等、いつも、みんなが身近に使っているインターネットでの拡散も効果的だと思います。自転車や、スケートボード等
普段できないようなスポーツもありますので、やはりインターネットでの拡散や、学校でその環境を作ってもらい、実戦するかのどっちかが効率よく広められ
ると思います。

③番について書きます。スケートボードについてはともかく、バスケの3×3のがオリンピック種目であることやアーバンスポーツが自転車についての種目であ
ることは初めて知ったので、その競技がどのようなスポーツなのかが簡単に分かるように4コマとは言えなくても新聞にある4コマ漫画のような漫画を作ってみ
れば良いと思います。また、その時にオリンピック種目の、などのキャッチコピーやフレーズなども入れると市民の認知度が上がると思いました。

④eスポーツの試合などで、使用時間の制限を設け、どんな人でも平等に楽しくプレーしている様子をYouTubeなどにライブで放送する

④まずは、地域の人々や子どもあるいはその子どもの保護者にゲーム依存への危機感を感じてもらうために富山県のように条例を出し1日のゲームの目安を示
す。それでも効果がない場合は子どもがいる家庭を職員がまわり注意を促す。

②についてです。女子サッカーの競技人口が減っているのは部活動で女子サッカーがないからだと思います。勉強をして、違う部活に入ってまたサッカーをや
ろうとはたぶん思わないです。私たちの学校にもなく、女子サッカー部を作ってほしいと生徒も言っています。だから、中学校で女子サッカー部を作ると良い
と思います。③は、まず初めに興味をもってもらうため、プロとして活動している人と交流してもらい、楽しさなどを広め、怖さなどをなくせられれば良いと
思います。また、小学校や中学校にプロの人にきてもらったり、そのスポーツをやっている場所を多くすれば良いと思います。



④今はeスポーツといえばただゲームをやっているだけでスポーツではないと考える人が多いと思うので、eスポーツが高度な頭脳戦であったり、体力や精神力
も必要とする立派な競技だとアピールしてみる。また、障害や依存などは親と相談してやれる時間を決める他、タイマーなどを見える所におくと効果的だと思
う。

③について、アーバンスポーツについて知っている人がとても少ないと思うので、それについての魅力が市民の人に伝われば良いと思います。魅力を伝えるた
めには、アーバンスポーツの選手たちにお願いして、市内の小中学校や市民の人々を集めて、アーバンスポーツを披露してもらう。④について、eスポーツ
ミュージアムみたいなものを作れば良いと思います。（市内の人限定とか市内に住んでいる人は割引される）。そうしたら、ゲームをやらなくて良いし、楽し
く運動ができて効率が良いからです。

③県が運営する施設としてBMXやスケートボード、3×3バスケットボールの練習場のようなものを置く。④ゲームは一種類だけだと飽きてしまい、多種類あ
ると飽きずに楽しめるため、子どもにゲームばっかりやってほしくない場合は、ゲームの種類は一つだけと決めておく必要がある。

②…学校でサッカーの授業をとり入れるよう、さいたま市全体に呼び掛けてみるのはどうでしょうか。また、私の学校には男子サッカー部しかないので、女子
サッカー部もあれば良いなと思います。③…簡単なショートムービーなどを作ってみてはどうですか。「アーバンスポーツ」と言われても、どのような種目な
のか、分からないので、ルール等をまとめたものをネットに載せると良いと思います。

②「サッカーのまち」としての取り組みを進める中での課題である女子中学生のサッカー競技人口の減少の解決にはまず、学校の体育の授業で女子もサッカー
の授業を受けるようにするのはどうでしょうか。そうすることによって、サッカーへの興味・関心が高まるのではないかと私は思います。他にも、部活動で女
子サッカー部を導入するなども良いと思いました。

①について　女子のプロサッカーチームに目を向けてもらうためには、今停滞しつつある日本サッカー界に有名な女優などを起用すべきだと思う。高校サッ
カーでリポーターとして新垣結衣さんなどが起用されたように、プロサッカーでも同じようなことをすべき。2つ目に、女子のみの小学生や中学生のチームを
もっと作るべき。自分が所属していたチームは男子がメインで、サブとして女性部門のチームをやっていた。それでは中々厳しいと思った。3つ目に、プロサッ
カーチーム仕様の電車を作るべき。埼玉西武ライオンズの電車はあるのに、なぜアルディージャやレッズの電車がないのか不思議に思っていた。

①～③埼玉県（さいたま市）出身の有名人を広告に使う。④ゲーム時間に関する条例を決める。

②サッカーというと男性が行うスポーツという印象が強いので女子サッカーの魅力を広告や動画で伝えていけば良いと思った。それで部活動なので女子サッ
カー部を作ったら、たくさんの人数が入部して、女子中学生の競技人口が増えていくのではないかと思いました。

②女子中学生のみのサッカースクールや大会などを設けて、気軽に参加できるような環境を作る。③どのような競技であるかというのを知ってもらうために誰
でも参加できる体験できるような場を作り、興味を持ってもらうようにする。

③市が積極的にそのスポーツに関するイベントなどを開き市民が気軽に参加できて、興味を持ってもらえるようにしたらどうか。④市が呼び掛け、ゲームをす
る人々に自覚を持たせるようにしたらどうか

①番、大宮駅などの大きい駅にチームをアピールするコーナーを作る。

③はテレビで放送したりするのが効果的だと思う　テレビで放映することで多くの人が見て理解を深められると思う。

④について、ゲーム依存症になる人とプロになる人には明確な違いがあると思っています。ゲーム依存症の人はただゲームをしたいだけで、プロになる人は
ゲームを通して、世界に認められるような人であり、常にそのゲームのスキルを上げようとしている人だと思います。だからプロライセンスを取るためには一
定基準が必要だし向上心がない人は大会などで勝つこともできず、辞めていきます。だから依存症になりそうな人がどういう人なのかを研究した上で、注意喚
起するしかないと思います。結局香川県のように一時間までと決めても管理法がないだけに、守る人もいないし、あんなものを気にする人もいるとは思えませ
んので、リスクを伝えた上で自己責任にすれば良いと思います。

④ゲーム障害がどのようなものか良く知らないが、ゲーム内でのフラッシュや暗い所でゲームすることによる目への負荷だとすると、ゲームをしていると怒ら
れるということによりバレないように隠れてするのだから親より上の世代の「ゲームはいけないもの」という概念を払拭することが必要。長時間ゲームへの対
応は子ども達が良く見ているYouTubeやゲーム配信と市が手を組み、長時間ゲームの身体への影響やデメリットを伝える。市民への普及は市でゲームの大会な
どを開き優勝賞品などを用意することで注目が集まる

③アーバンスポーツを広めたいのであれば、体験させるために、学校で買わせるのではなく、県の方でメーカーと協力して、安価なものを作り、普通よりも安
い値段でスケートボードなりマウンテンバイクなり売れば良いと思う。あと、自転車通学だけでなくスケートボード通学OKにすれば、すごい人が出てくる可能
性がある。

②女子のサッカー部をどの学校でも作る。女子でもやりやすいサッカーを作る。野球でいうソフトボールのような形で。地上波でも女子サッカーの中継とか流
して、関心を深める。

④時間を決め、画面と目の距離を広げてくなどのことをすれば、中毒、視力低下にはならないと思う。ゲームだけではなく、外へ出て運動したり、コミュニ
ケーションをとったり、ゲームをするとしても一人ではなく多人数（インターネット）ですれば良いと思う。

③バスケットボールや自転車などのアニメ、漫画などを広めて、そのスポーツに対してかっこ良いと思えるようにする。

②サッカーの試合などで女性特別価格のチケットを用意すれば少しは増えると思う。



①選手の個性を磨くと色のあるチームになると思う。②人気な俳優や芸人などの著名人やプロ選手との交流する機会を作る。③競技ではなく遊びとしてプレー
する人口を増やすため、遊びのできる場所を作る。④eスポーツの教科書を作る。

③スケートボードなどのできる施設を作る。④市の大会などを行う。

①学校の授業などで地元チームとの交流をするなどして地元密着のチームを作り、地元と親しみやすいチームを作る。①ポスターなどを作り色々なところに貼
る。

①元日本代表がコーチになれば人気が上がると思う。②サッカーというスポーツ自体男子のスポーツのイメージが強いので偏りをなくすべき。③地域活性化の
一環でスケートボード練習場を作る。

①下手に宣伝したりせずに、実績をちゃんとあげる　②まず、何故女子中学生のサッカー競技人口が減少しているかを調べる。

③街中に気軽にできる場所を作る。

③市内に何ヶ所かBMXやバスケットコートを設置し、誰でも気軽に楽しめるようにする。部活も作り、市が主催の大会も作る。学校に通っている生徒1人に1
つバスケットボールを配り、みんながバスケをできる環境にする。BMXは生で見た方が楽しいと思うのでプロの選手が学校にきて実際にやってもらう。体育の
授業でも積極的に振興させたい種目をやれば良いと思う。

③オリンピックの種目を体験することができるイベントを開き、そのイベントで体験した種目の数にもとづいた景品で県の特産物などを準備し、オリンピック
の種目を知ることを推進すると共に景品で埼玉県のことをもっと知ってもらえるようにする。（県外からの来場も可とすれば、埼玉県の良さも伝わると思うの
で良いと思います。）

③無料で体験できるスポーツイベントを行い、子どもだけでなく大人にも興味を持ってもらいそのスポーツを広げていく。テレビや雑誌などで色々なスポーツ
を宣伝し広めていく。②サッカーや野球など男性が中心のスポーツをもっと女性に宣伝して活動を広げていく。そのために今、プロとして活動している女子選
手が学校に来たり、テレビにたくさん出たりして女子選手を増やしていく、練習のする場所が少ないスポーツなどの練習場所を増やす①女子プロサッカーチー
ムがスポーツテレビにでて子どもたちにたくさん知ってもらう。④子どもたちに外で遊ぶ（スポーツ）楽しさを知ってもらうために、友達と一緒に参加できる
イベントを作ったりしてスポーツをすることに興味が持てるようにする。

②体育の授業で男子しかサッカーをやらず、やりたくてもできない人がいるので女子も体育でサッカーをやるべきだと思う。①女子プロサッカー選手が学校に
きてサッカーの技術などを教えてくれたら興味がわく人も増えると思う。②学校の部活で男子はサッカー部があるのに女子サッカー部があるところがほとんど
ないのでクラブとかよりも身近な部活をまず作るべきだと思う。②どのサッカークラブも小さい頃からサッカーをやっている人が多いので初心者が入りやすい
クラブがあると良いと思う。

私は①についての提案をします。インターネットのサイトや町なかにポスターを貼ったりして色んな人に見てもらえるようにするのが良いと思います。自分た
ちがどういう活動をしているのかなど具体的に書くと良いと思います。

①②まず、サッカーを観戦する機会をもうける。（社会科見学などでそういうのも取り入れたら楽しそう！）授業でもサッカーをやる。（興味をもたせるた
め）サッカーは男の子っぽいという偏見を取り払えるように、部活を男・女分けて作る。④勉強や運動と両立して“eスポーツ”に参加する。もっとたくさんの
人に“eスポーツ”を理解してもらう。

私は④を選びました。「eスポーツ」が人気、有名になるのとともに問題に上がるゲーミング障害やゲーム依存などは「eスポーツ」を紹介するときに、その危
険さも同時に説明するべきだと思います。ただ楽しさや凄さを伝えるだけではなくてリスクを負わなけらばならないという緊張感を失ってはいけないと思うか
らです。世の中にあるどんな仕事もただ楽しいだけでななく何かしら苦労をするものだということもゲームをやる上で理解しておく必要があると思います。

女子サッカーの競技人口を増やし、女子サッカーを浸透させるには、まず体育（小・中学校）の授業でもう少しサッカーのコマを増やすのと、女子のための
サッカー教室を作るのが良いと思います。サッカーは男子がするものと思っている人が多いので、女子のサッカー教室の広告や宣伝を増やし、やりたいけど男
の子ばっかりでできない子などを集めた方が良いと思います。また、小・中学校の女子の体育のコマ割りの中でサッカーの数が極端に少ないと思うので、もう
少し増やせば良いと思います。

④「eスポーツ」を広げていくために、ボーリング場のような手軽な値段で様々な「eスポーツ」をプレーできる場所を作るべきだと思う。ゲーミング障害や
ゲーム依存に対しての解決策はできるだけ友達などの複数人でeスポーツをしに来てもらえることが大事だと思う。1人だと自分で好きなだけプレーできてしま
うけど複数人なら遊ぶ時間もある程度少なくなるため、複数人が遊びに来ることを目的とした政策を増やせば良いと思う。

②・女子中学生が好きなもの、人とサッカーをコラボさせる・女の人がやっているサッカーをたくさんユーチューブやテレビで流し、「女子はサッカーをやら
ない」、「サッカーは男の人がやるものだという偏見をなくす。・学校の授業などでサッカーをやり、偏見のある人たちも1回はやってみるようにする。・サッ
カーでけがをしたくない人のためにサッカーコートをより安全にする。・サッカーのルールをより簡単に知れるようにする。

私は①についてです。新しいプロサッカーチームを注目してもらうために今コロナウイルス感染拡大の影響でイベントを開くことは難しいと思うので、ユー
チューブを用いて練習風景やオフの日の様子をたくさんの人が知れるようにしたら良いと思います。また、たくさんの人が利用する駅や商業施設などにポス
ターを貼ったり、大きなテレビで紹介動画を流したりすると良いと思います。コロナウイルスが少しおさまったら、地域のサッカークラブや学校に行ってサッ
カーをする、みたいなイベントを開くともっと知ってもらえると思います。

私の学校の友達に「サッカーをやりたいけれど男子サッカー部しか無くてできない 」という人がいます。その子が言う通り私の学校には女子サッカー部があ
りません。また、私の学校以外でも女子サッカー部がないという学校は多いと思います。きっと女子でもサッカーをやりたいと思っている人はたくさんいるは
ずです。女子サッカーを普及させるためにはまず、サッカーができる環境にするために、女子サッカー部がある学校を増やすべきだと思いました。



③市民が参加するイベントを開催し、そのイベントで体験してもらったり、小学生のころ、体育の授業で、あるスポーツの日本代表の方が来てくれ、その前
は、全く興味なかったけど、本格的な選手が教えてくれると、興味がわいたので、本格的な方を呼んで教えてもらう授業を少しでも作ってみたら、もっと広が
ると思う。

①新しい女子プロサッカーチーム代表のロゴやマスコットキャラクター等が記載されたグッズの販売、背にプロサッカーチームの広告がはさまれたポケット
ティッシュの配布。練習の様子などをSNS上に挙げたり、実際に女子サッカーをやっている中学校などにその動画を見せたりなどする。

②女子サッカー部を作る。

③について、最近ではあまり有名ではないスポーツなどを中心にスポーツのイベント的なものを作って、誰でも、いつでも参加できるようにする。そこにプロ
の選手なども呼んで、話をしてもらうなどをする。そうすることにより、市民の興味、関心を引くことができる。

③市で定期的に無料でイベントを開き、そこで選手を招いて競技を見せて、おもしろいと思わせることで、競技人口が増えていくのではないかと思う。

④市内の小・中学校生に一人一台タブレット端末などを配布し、通常の授業でも使用するのと同時に、パソコンの授業で何かしらのゲームに取り組む。ただ
ゲームに取り組むだけでなく、ゲームのデメリットや気をつけなければいけないことなども授業で取り扱う。

①女子プロサッカーチームのメンバーが一生懸命練習して、大会で優勝して有名になる。

③「アーバンスポーツ」や「スケートボード」や「3×3」などのスポーツの良さを市民に伝え、その体験ができる場所やパンフレットなどを配り、東京オリン
ピックで見に来てもらえるようにする。学校で体験をしてもらう。

③のアーバンスポーツについて　BMXやスケートボードをできる場所を増やす　それらのスポーツの魅力を広める

④簡単なゲームを作る。

④について。ゲーム依存やゲーミング障害というのは、部屋にこもり、オンライン上での関わりが主となって起こる事だと思うので、市がeスポーツの大会を開
くことによってそのような人たちも面と向かった人とコミュニケーションをすることになる。さらに、メディアを通して市民にも広めていくことが可能だと考
える。

③世界に通用するスーパースターをさいたまから輩出する。スカウト、育成の推進。オリンピック、ワールドカップで結果を出す。公園など、よりスポーツを
しやすい環境を作り出す。

④学生でeスポーツをする人を集めた学校を作り、普通の学校と同じ教科に加え、ゲームの授業をするようにする。

①PR動画やポスターなどを作って、宣伝し、広めること。

③の項目について提案します。オリンピック種目である「アーバンスポーツ」の世間的浸透はまだ薄いと思います。そのために、さいたま市でのアーバンス
ポーツの体験会を増やすことが理想だと考えます。そしてもう一つは、さいたま市のユーチューブでアーバンスポーツを大きく取り上げ、ルールの説明等を行
い誰でも気軽にできるということを示せば多くの市民に知ってもらえるきっかけになるのではと思います。

③さいたまで、人が多い、例えば「大宮」などの駅周辺で宣伝すると良いと思います。

②駅で広告をして流す。多くの人が見るようになる。

③それができる場所を増やしたり、HPなどがより多くの人に見てもらえるように工夫する（例えば、YouTubeの広告に付けてみるなど。電車のポスターな
ど、より目を引くようなものにする）やってみたくなるような楽しさ、手軽さを重視！！それができる場所をもっと人々の身近にする。

①姉妹チームのような存在のチームを作る。妹軍みたいな。②アニメやマンガなど身近で内容が入りやすいものに女子サッカーを取り入れる。ドラマや視聴率
が高いTV番組やバラエティ等で取り入れる。③市の広場などにアーバンスポーツができる様な場所や、施設を作る。自転車などは貸し出しなどで時間単位で料
金を払うシステムを取り入れる。④ゲームをするに当たって、最適な環境作りをする。ゲームをする時間や、健康面などを考慮してゲームを行う。これ以上
ゲームをしたらどういうことになるか、など情報を提供する。



③「アーバンスポーツ」の種類や詳細や実際にスポーツをやっているところの動画などをインターネットやチラシやポスターなどを使って広める。また、
「アーバンスポーツ」に関するイベントや体験会を開いて、多くの人に知ってもらえるようにする。

項目③について、そのスポーツができる場所を増やしてみるのはどうか。バスケットボールは練習をするのにもコートが必要だから、気軽に練習に立ち寄れる
場所があると広まりやすいのではないかと思った。また、自転車やスケートボードも道路で練習できるが、車や通行人が通ると危ないので安全に練習できる場
所があれば良いと思った。

さいたまにあるスポーツ関連の場所（ドームやサッカー場）などでスポーツ選手をお招きしてイベントを行ったり、スポーツ体験コーナーなどを作って一人で
も多くの人がスポーツに興味を持ち始めてくれたら良いと思う。また、県大会などをもっと頻繁に行い。県全体のスポーツのクオリティー・技術を上げる。そ
したら全国大会などでも強いのが目立ち、県としても注目を浴びることになり更にスポーツの関心が高まると思った。

②女子中学生のサッカー人口を増やすには、学校に女子サッカー部を作れば良いと思う。人数がいなくて女子サッカー部が作れない場合、実際にサッカーをし
ている女子サッカー選手などからお話をもらい、女子にサッカーを興味を持つようにすれば良いと思う。サッカーは男子のスポーツというイメージがあるの
で、まずはそれを崩す必要がある。ニュースの人々がもっと女子サッカー選手に取材してほしいと思う。そして、たくさんの人々に女子も男子もサッカーをす
るという感じを出せたら良いと思います。

①について、男子の大宮アルディージャや浦和レッズは人気だと思うので、交流会かつ、試合という形で男子の試合と女子の試合を行い、男子目当てで来た観
客の人々が女子サッカーも見ることによって、注目を集められるのではないかと思います。②について、部活やクラブ活動を増やしたり、イベントなどを行う
とサッカーをする女子が増えるのじゃないかなと思います。習い事などで幼稚園児などの小さい子が小さい頃からやることは良いと思います。そのため、幼稚
園の授業などでやるのも良いと思います。

②サッカー部に入りたいけれど女子という理由で入れなかった人もいるので、まず、女子がサッカーをすることに対する違和感を感じないようにするために、
体育や球技大会などに積極的に取り入れて、女子も接する機会を増やす。小学校は男女が一緒にサッカーをするけれど、中学になると体育も男女別になるし、
授業でやらなかったりするし、男女の暗黙の了解をなくすのが大切だと思う。

※公表に当たり、表記を一部修正・削除しております。

問合せ先

テーマ

【健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」

～日本一スポーツで笑顔あふれるまち～の実現に向

けて】

スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室

直 通 ０４８－８２９－１７３７

ＦＡＸ ０４８－８２９－１９９６

E-mail：sports-seisaku@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


