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第 10回学生政策提案フォーラム inさいたま 開催概要 

１ 名称 

   第 10 回学生政策提案フォーラム in さいたま 

２ 開催の趣旨・目的 

さいたま市内及び近隣に所在する 12 大学で構成する「大学コンソーシアムさいたま」

に加盟する大学の学生が、本市の発展に寄与する政策や事業について自ら企画・提案す

ることにより、地域が抱える課題を解決する能力の向上を図るとともに、地域社会への

愛着と関心を深めることを目的とする。 

３ 主催 

大学コンソーシアムさいたま（加盟大学：埼玉大学、埼玉県立大学、浦和大学・浦和大

学短期大学部、慶應義塾大学薬学部、芝浦工業大学、聖学院大学、日本赤十字看護大学さ

いたま看護学部、日本大学、人間総合科学大学、放送大学埼玉学習センター、目白大学、

国際学院埼玉短期大学）、さいたま市 

４ 開催日時 

令和３年１１月７日（日）１４時１５分から１８時まで 

５ 開催方法 

  オンライン開催（Zoom） 

※当日は一般向けの視聴についても受付予定（要事前申込：100 名程度） 

６ 発表テーマ及びグループ一覧 

次ページのとおり 

７ 発表方法 

   事前に提出した動画（10 分以内）による発表 

８ 審査 

   発表の後、審査委員が質疑応答を行った上で審査する。 

９ 表彰 

審査委員による採点の結果、得点の上位から最優秀賞１グループと優秀賞３グループ

をそれぞれ決定し、表彰する。 

  ※同点のグループがある場合は、審査委委員長が決定することとする。 



（発表順）

項番
開始
予定
時間

大学名 グループ名 発表テーマ

1 14:25 人間総合科学大学 UHAS VEGETARE
農業を通して健康の輪を広げよう！
～休耕地(遊休農地)を利用した農業プログラム～

2 14:40 埼玉大学 Team A NEXT SDGs――SDGs未来都市さいたま市への提言

3 14:55 埼玉県立大学 押野ゼミ
車椅子ユーザーの生活改善の提案
「見えない壁気づいていますか」

4 15:10 日本大学
福島ゼミナール　Bチー

ム
幼い子を対象とした、ヤングケアラーサポート

15:25

5 15:35 埼玉県立大学 健康幸福ゼミ
はじめの一歩コース　～スポーツクラブ連携で健康的な
体づくり～

6 15:50 日本大学
福島ゼミナール　Aチー

ム
脳を鍛える大人の脳活トレーニング

7 16:05 埼玉大学 斎藤ゼミナール 雨天決行！歩いて健康プロジェクト

8 16:20 埼玉県立大学
フードシェアうすくらー

ず
Food Share Freezer in Saitama City

16:35

9 16:45 埼玉県立大学 久保田ゼミ
さいたまに気づこう！広めよう！
家でも外でも健康アプリ

10 17:00 人間総合科学大学 アッズーリ 食品ロス削減について

11 17:15 芝浦工業大学
最適システムデザイン研
究室

MaaSを想定したコネクティッドバスシステム

第10回学生政策提案フォーラムinさいたま　発表グループ一覧

休憩10分

休憩10分



■令和３年度　第１０回学生政策提案フォーラムinさいたま　審査委員

№ 役職 氏名 現在の職名

1 審査委員長 河村　昌美
事業構想大学院大学
事業構想研究所 教授

2 審査員 吉田　隆宏
生活協同組合　コープみらい
埼玉県本部　参加とネットワーク推進部
企画渉外課　課長

3 審査員 久嶋　耕司
リコージャパン株式会社
マーケティング本部 自治体文教事業部 自治体第一営業部
東日本営業１グループリーダー

4 審査員 長谷　英昭
さいたま市職員
【行財政改革推進部　部長】

5 審査員 大砂　武博
さいたま市職員
【都市経営戦略部　副参事】



グループ紹介 

大学名 人間総合科学大学 

グループ名 UHAS VEGETARE 

発表テーマ 
農業を通して健康の輪を広げよう！ 

～遊休農地を利用した農業プログラム～ 

指導教員 梅國 智子 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

私たちは SDGs の目標 3である「すべての人に健康と福祉を」に注目し、生活習慣病の一次予

防として野菜の摂取量を増加させるための提案を検討しました。 

遊休農地を活用した”べじたーれふぁーむらんど”で、農業をすることで野菜に関心を抱き、

野菜摂取量の増加することにより身体的な健康を増進するだけでなく、幅広い年代の方々と交

流しやすい環境を作り、心の健康も増進することを目指しました。 

別 紙 ２



政策提案概要書 

現状

『令和元年さいたま市民インターネット意識調査』によると、「１日に必要な野菜量

を知っていて、350g 食べることを心がけている人」は 19.7%となっています。また、

『平成 30 年 埼玉県の国民健康・栄養調査』の野菜摂取状況は、過去 5 年間において

国の目標値である 350g に届いていないことが報告されています。

また、さいたま市は、都市の利便性と豊かな自然を兼ねそなえた都市農業地域で知ら

れています。しかし、近年、農家の高齢化や後継者不足により遊休農地が増加傾向にな

っています。

問題提起とその理由

野菜摂取量が少ないと、脳血管疾患や心臓病などの生活習慣病にかかるリスクが高く

なります。さいたま市民が野菜に興味を持ち、手軽に料理に取り入れるようにするため

には、みんなで「農業をしてみよう！」と考えました。遊休農地を活用し、農業を通し

て野菜に興味を持つようになり、野菜の摂取量の増加につなげて、生活習慣病の一次予

防になるのではないかと考えました。

政策概要

遊休農地を活用した“べじたーれふぁーむらんど”は、小さなお子様からご高齢の方

の交流の場にもなるように砂場などの遊び場、座ってくつろげるベンチも用意します。

農地には通路や作業スペース等に余裕を持たせ、1 年間を通して楽しく野菜を育ててい

ただきます。

農地を維持管理するためには、農業に詳しい指導者や利用者の方が安心して利用でき

るようにサポーターが必要となります。さいたま市を中心に、利用者、指導者、サポー

ターを募集していただき、サポーターは市民の方だけでなく、大学コンソーシアムさい

たまに連携している大学の学生やさいたま市内の高校生にも募集します。日々の草取り

や水やりなど大変ですが、小さなお子様連れのお母様達には公園に遊びに行く感覚で利

用していただくことで、楽しんで作業していただけるのではないかと考えました。

効果・展望

“べじたーれふぁーむらんど”を利用することの効果として、野菜摂取量の増加だけ

ではなく、農作業により運動量が増加し、身体の健康につながります。さらに、公園感

覚で利用していただき、さらにバーベキューなどの野外調理や親睦会などを通して、利

用者の方々と交流を深めることで心の健康にもつながります。遊休農地を活用すること

で、地域の衰退・停滞から逃れ、市民が心身ともに健康となり、さいたま市がますます

活性化することが期待できます。







グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 押野ゼミ 

発表テーマ 
車椅子ユーザーの生活改善の提案 

「見えない壁気づいていますか」 

指導教員 押野修司 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

押野ゼミのアピールポイントは、実際に車椅子利用者の方々にアンケートを実施し、数名の方

にヒアリングと行動追跡調査をしたことです。実際の声と現在のさいたま市の状況を踏まえな

がら、医療福祉の観点から話をしていきます。 



政策提案概要書 

１．さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例

 「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例（2004 年制定）」では、すべての

市民が人権を尊重され、安心して生活し、自らの意思で自由に行動し、及びあらゆる分野

の活動に参加するための障壁の除去を行うだれもが住みよい福祉のまちづくりについて

の施策の基本事項を定め、市、事業及び市民が相互に協力してだれもが心豊かに暮らすこ

とのできる都市の実現に資することを目的としている。さいたま市による車椅子ユーザー

に対する取り組みは積極的に行われている。 

２．車いすユーザーの日常生活における生活のしにくさに関する実態調査

 車椅子ユーザーに対するニーズ調査は、これまでにも市民団体や国土交通省、厚生労働

省によって行われてきたが、データ収集が古いものや、新しくても内容がトイレに偏るも

のなど、日常生活のニーズ調査に着目したものがないため、私たちは、車椅子ユーザーの

日常生活における生活のしにくさの実態調査を実施した。Web 式アンケートとヒアリング

及び行動追跡調査により、屋内と屋外、公共施設の利用での生活のしにくさ、基本情報で

ある。ヒアリング及び行動追跡調査では、Web 式アンケートの調査項目の他、交通機関、

公共建築物の利用の有無と理由、外出状況について調査した。 

３．問題提起とその理由

 実態調査の結果、さいたま市の公共施設が整備されていて利用しやすいことや、道路の

走行で不便を感じないことなど、車椅子ユーザーはバリアを感じていないことがわかっ

た。一方で、「見えない壁」の存在も明らかになった。1 つ目は、駅の利用時に車椅子ユ

ーザーはエレベーターの数が少ないために、目的の場所に対して遠回りを強いられる場面

が多くあること。2 つ目は、エレベーターの利用は車椅子ユーザーだけでなく、ベビーカ

ーなど多くの人が利用するも、台数が限られていることからエレベーターの待ち時間が長

く発生することがエスカレーターに比較するとあること。3 つ目は、ATM 使用時に目線

が低いことから、覗き見防止フィルムが画面を暗くし、かなり見えづらい状況であること。

これらは、車椅子ユーザーが日頃の生活の中で感じている不便さであるが、日頃生活して

いて私たちは感じないことが多い。私たちはこれら「見えない壁」について知らなくては

ならない。

４．政策の概要

 私たちの医療福祉の観点を生かしこの環境下でも変えられることは、市民一人一人が作

る環境であると考える。そこで、『「知りたい！車椅子から見える世界」 それ、当たり前

って思ってない？！ 』という体験会を開催することを提案する。このイベントは、実際

に車椅子に乗り、「見えない壁」を体感してもらい、参加者それぞれが更なる学習を深め

ていける企画を考えている。さらに参加者の写真をとりモザイクアートにすることでアー

トとして多くの人の目に止まるようにする。



グループ紹介 

大学名 日本大学 

グループ名 日本大学 B チーム 

発表テーマ 幼い子を対象とした、ヤングケアラーサポート 

指導教員 福島康仁 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

・SDGs が提言する誰一人取り残さない社会へ向けた提案

1 番 3 番 4 番 10 番を達成

・アセスメントシートによって、認知度を高め、ケース別に適切な対処につなげることができる。

・自分達でアンケートをとり、大学生の声を取り入れられたこと。

・独自アンケートで浮き彫りになった課題をカバーする政策。

・全体図を用いることで政策の全体像を簡易に体系的に理解ができるよう工夫をした。 

・兄弟サポートで当事者だけでなく、周囲も巻き込み、コミュニティを形成した。 

別 紙 ２



政策提案概要書 

１、さいたま市の現状とターゲット

現在のさいたま市で、しあわせを実感しにくく、取り残される傾向にある人が「ヤン

グケアラー」であると考えた。ヤングケアラーとは大人が担うべき家事や世話をなど行

う 18 歳以下の子供のことである。現在、中学生の 17 人に一人が該当している、社会

問題だ。その中でも私たちは主に弟や妹をお世話する小学生をターゲットとする。

そこで私たちに身近な人たちにもアンケートを取った。

【目的】

身近な人のヤングケアラーの認知度や実例を調査し、改善点を探ること

【対象】

SNS などを用いて呼びかけた日本大学の学生を中心とした 122 人

【実施形態】

Google フォーム

【調査項目】

9 問（ヤングケアラーの認知度、回答者自身のヤングケアラー経験の有無とエピソードな

ど）

２、ヤングケアラーの現状

ヤングケアラーは多くの人に知られていない。そこで、私たちはヤングケアラーを生徒や

教員、保護者を中心にまず知ってもらうことが必要であると考えた。

 ヤングケアラーの疑いのある人の割合は全体的に見ても少なく、一見、優先順位が低いよ

うに感じる。しかし、「誰一人取り残さない」という理念を持つ SDGｓのもと、目を背けて

はいけない問題であると考える。

３、現在の埼玉県とさいたま市が行っているヤングケアラ―政策

さいたま市では、『市立中・高等学校におけるヤングケアラ―の実態に関するアンケート調

査』埼玉県では、『埼玉県ケアラ―支援計画のためのケアラ―実態調査』を行っている。し

かし、これらは、調査を行ったにすぎないため、まだまだ、発展途上だと考える。また、県

では、ケアラ―支援条例は制定されているものの、制定されたのが昨年の 3 月のため、ま

だまだ日が浅く具体的な政策については調べても出てこなかった。

４、ヤングケアラ―に対するさいたま市の課題

課題は 3 つある。

• ヤングケアラ―自身の自覚のなさ

• 『ヤングケアラ―』という言葉の認知度の低さ

• ヤングケアラ―に対する支援

調査や条例制定により、知名度が上がってきているものの、いまだに認知度は低く、自覚の

ない人が多くおり、支援もそれほど行き届いていない。



５、ヤングケアラーの対象

【対象者：健康な小学生】

ヤングケアラーが世話をしている割合として多いのは、兄弟

（さいたま市の調査）

６、政策の概要

 【実施時間】

アセスメントシートによる調査→学活など授業時間を利用

兄弟サポート→放課後の児童クラブなどを活用

 【アセスメントシート】

・中学生向けに行われているさいたま市既存のシートを小学生向けに改良して作成

・アセスメントシートを実施することで、自分自身のヤングケアラー度合いを客観的に知

ることができ、また、ヤングケアラーに対する理解を深めることができる

【兄弟サポート】

スクールカウンセラーや児童クラブのスタッフの協力のもと実施

ヤングケアラーの多くは家事などに追われ、時間がない。

そこで私たちはヤングケアラーとケアされる側の兄弟姉妹がどちらも参加できる放課後ク

ラブを提案。

・ヤングケアラーの人は自分自身の選択で、宿題をしたり遊んだりなど自分にとって必要

な時間を過ごすことができる。

・独自のアンケートで浮き彫りになった課題も解決できる。

・兄弟姉妹はその間にボランティアの協力のもと、工作など長期的に取り組めるものを行

い、周りの人と交流を深めることができる。

・夕食については子ども食堂との連携を図ることで、ヤングケアラーの家事負担やストレ

スの軽減が可能となる。一例として、子ども食堂まで連れて行く人は近所の高齢者など。生

きがいづくりや、高齢者と小さい子の交流、社会とのつながりをここで育むことができる。

【政策の流れ】

学活の授業などで、アセスメントシートに回答

↓

アセスメントシートを基にチェック数に応じて、重度・軽度、無自覚の人、ヤングケアラー

に該当しない人の 3 段階に分け、各々異なったサポートを提供

↓

『重度・軽度』の人には安全面として、ヤングケアラーのケアの対象に情報を提供し、市で

おこなっている支援情報がまとまったパンフレットを配布

・重度の場合は結果を行政に報告し、学校、行政、家庭の三者面談を実施

・安心面としては兄弟サポートという独自の取り組みを提案

『無自覚』の人には教師が学校面談を行い、シートをもとに今の状況やヤングケアラーに関

する情報提供を実施

『ヤングケアラーに該当しない人』についても NPO などを招きヤングケアラーについての

講演を行うことや、可能であれば車イス体験のように実際にヤングケアラーの生活を体験



する機会を設ける。

７、政策の効果

 アセスメントシートを利用することで、４つの効果が期待できる。

① ヤングケアラーである自覚を促す。ヤングケアラーに１人で抱え込まなくていいという

安心を与え不安を軽減させる。

② 生徒や保護者、教師のヤングケアラーに対する認知度を高めることで、ヤングケアラー

が他人事ではなく、社会一丸となって解決に取り組むべき課題であることを知ってもら

う。

③ 生徒や保護者、教師のヤングケアラーに対する理解を深めることで、ヤングケアラーの

社会的孤立を防ぎ、周囲の人間がサポートできる環境の形成に繋げる。

④ ヤングケアラーへの早期支援に繋げる。教師や学校側がアセスメントシートの結果から

ヤングケアラーの生徒を把握することで、行政機関や NPO などと連携し、適切かつ迅

速な支援に繋げる。



グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 健康幸福ゼミ 

発表テーマ はじめの一歩コース ～スポーツクラブ連携で健康的な体づくり～ 

指導教員 作業療法学科 南雲浩隆 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

今回、近年罹患者が増加しつつある生活習慣病に対して、スポーツクラブとの連携を考えた戦略を

提案する。SDGｓの「すべての人に健康と福祉を」という目標から着想を得て考えた。現在さいたま

市では生活習慣病を患う方が多いことと、それを発見するための特定健康診査の受診率の低いこと

が問題として挙げられる。本提案によって、幅広い年齢層の方に特定健康診査への関心を持って

いただくとともに、実際に生活習慣病の方、またその予備軍の方にとって有益な運動方法や食

事・疾患についてなどの知識を包括的に提供できることを期待する。 

別 紙 ２



政策提案概要書 

背景：現在さいたま市にはメタボリックシンドローム（以下メタボ）予備軍に比較的年齢の

若い方が一定数存在していること、メタボの該当者を見つける特定健康診査（以下特定健

診）の受診率は、若年齢ほど低下していることが確認できた。さらにメタボの該当者に限ら

ず、非メタボ該当者であってもリスク因子が多ければ医療費が高くなること、特定健診未受

診者のほうが受診者よりも医療費が高いことが確認された。このことから医療費の削減の

ためには①壮年・中年層に対するメタボ予防・改善のアプローチをすること、②特定健診の

受診を促進することの 2 つに焦点を当てる必要があると考えた。

提案内容：上記の問題に対して、「はじめの一歩コース」を提案する。これは主にスポーツク

ラブを活用したプログラム内容を想定している。対象はさいたま市の健康診断を受診した

方の中で、腹囲、脂質、血糖、血圧の 4 項目中 2 項目が要注意だった方とする。対象者は

健康診断の結果をスポーツクラブに提出することでこのプログラムを受ける権利を得る。

スポーツクラブの認定基準は、①1 週間のプログラムの中に有酸素運動、筋力トレーニング

を規定時間以上取り入れていること、②心理教育・食事指導などの生活習慣病予防講座の参

加を促進すること、③特定健診の受診を促進することの 3 つを満たしていることとする。

①に関しては厚生労働省が推奨するメタボの運動療法を踏まえて考案した内容となってい

る。

このコースは継続的に利用していただくことを目的に、初めの 3 ヶ月は半額で体験でき

る料金体系とする。3 か月経過後は通常料金に戻る。またこのコースはスポーツクラブでの

運動プログラムだけでなく、生活習慣病予防教室への参加・特定健診の受診を促進すること

で、食事など普段の生活にもアプローチできるようにしている。コースの広報は、ポスター

を健康診断受診所などに設置すること、SNS で拡散することにより行う。また、市との連

携・スポーツクラブへの助成として、コースの割引分を市が補填すること、ホームページや

広報誌で認定スポーツクラブの紹介を行う。

提案の効果：埼玉県やさいたま市のメリットは、比較的若い世代にメタボ予防・改善のため

のアプローチができ、メタボ判定者とともに生活習慣病患者が減少することで、医療費の削

減につながることである。認定を受けたスポーツクラブのメリットは、スポーツクラブ自体

の宣伝になること、新たなコース設立に伴う対象者の世代の幅が広がり、入会者の増加が見

込めることである。そして利用者のメリットは、少ない経済的負担でコースを受けることが

でき、メタボを含む、生活習慣病の予防・改善につながると想定される。

デメリットと改善策：本提案のデメリットの一つに、対象者個人に対して参加の促しをす

ることができないことが挙げられる。これに対する解決策として、健康診断の結果送付時に

コースの対象者へスポーツクラブの場所・説明を記載したパンフレットを同封する方法を

考えた。これは個人に対するコース参加の促しになることに加え、パンフレットを確認書類

の代替として用いることでプライバシー保護につながると考える。



グループ紹介 

大学名 日本大学 

グループ名 福島ゼミナール Aチーム 

発表テーマ 脳を鍛える大人の脳活トレーニング 

指導教員 福島康仁 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

・さいたま市が現在行っている認知症予防が身体的ケアからの予防が中心であるために、運動

が好きでない人を取りこぼしているのではないかと考え「脳トレ」を提案しました。 

・現在さいたま市が行っているシルバーカード政策を発展させた内容であるために、0 から政

策をつくり始める必要がなく比較的容易に政策を実行できるのが最大の強みです。 

・さいたま市が実施している身体的ケアからの対策と合わせることで、2 つの面から認知症対

策を行うことができ、SDGｓの目標でもある「すべての人に健康と福祉を」行きわたらせる

ことが出来ると考えられます。 

・さらには運動が苦手な人にも認知症予防を実施することが SDGｓの根底の理念でもある「誰

一人取り残さない社会」の実現に結びつくと思われます。 

別 紙 ２



政策提案概要書 

1 さいたま市の現状と将来予想

さいたま市は 2021 年現在 30 万人以上の高齢者が居住している。日本全体で高齢化が

急速に進行していく中で、さいたま市も 2045 年には高齢化率が 35％に到達すると見込

まれている。また認知症患者は現在さいたま市内で 3 万人存在し年間 1000 人ずつ増加

していることから、このペースで高齢化が進み市内で認知症患者が急増していくと医療

費の増加などの問題が発生すると推測される。

2 さいたま市の認知症対策

さいたま市では高齢者が体育施設を割引された値段で使用できる「アクティブチケッ

ト」や健康診断の受診や歩数に応じてポイントが付与され、景品などと交換できる「健

康マイレージ」など身体的ケアの政策が中心となっている。

3 政策に至った背景

 しかし市民アンケートの結果によると市民の約半数が「運動習慣がない」と回答して

いる。その理由として「運動が嫌い」と回答する人が多いことから、現在のさいたま市

の認知症予防政策では「運動が嫌い」な高齢者を認知症予防から取りこぼしているので

はないかと考えられる。

 そのため我々は運動が嫌いな人でも気軽に行える認知症予防として「脳トレ」を提案

するに至った。アメリカの高齢者を対象として行った実験結果によると、認知トレーニ

ングを行った人は 10 年後もその効果が持続している。だからこそ認知トレーニングを認

知症の初歩的段階である「ＭＣＩ」と呼ばれる人々などが行うことによって、認知症に

よる認知機能の低下を抑制することが出来る。

4 政策内容

 さいたま市が実施しているシルバーカードの協賛店に向けて脳トレの冊子を配布す

る。冊子には 1 日 1 問合計 30 問の脳トレ問題に加えて、先月分の解答や脳トレの効果

さらには協賛店の広告やクーポンなどを掲載する。

 この冊子をシルバーカードを提示した高齢者に向けて配布し、受け取った高齢者は 1
か月ごとに更新される脳トレの問題を一定の効果が見込まれている 1 年分（12 回）、2
年分（24 回）の問題を解いたら協賛店に提出し、協賛店は市へと郵送する。

 高齢者は 1 年分（12 回）2 年分（24 回）の問題を解くとそれに応じてシルバーカード

からゴールドカード・プラチナカードへと順にカードがランクアップしていき、それに

応じて協賛店で受けられる特典がランクアップする。

 協賛店もこの政策に協力するとゴールドマーク・プラチナマークへとさいたま市から

賦与されるロゴマークがランクアップされる。

5 政策のメリット

 さいたま市のメリットは将来より高齢者・認知症患者が増えると予想されている中

で、認知症患者の増加を抑えることができそれが将来の高齢者にかかる医療費の削減に



繋がると考えられる。

 事業者のメリットはこの政策に参加し、ロゴマークがランクアップすることで他の協

賛店との差別化に繋がるだけではなく、脳トレの問題冊子を貰う・提出するために高齢

者が店舗を訪れるなど来客アップにも繋がる。

 高齢者は脳トレの問題を解くことで認知症予防や健康寿命の延伸に繋がる。それだけ

ではなく問題を貰う・提出するために店舗を訪れ、店員と会話をするという行動が運動

機会の増加やコミュニティが広がるという側面も持っている。

6 政策のポイント

 この政策の最大の強みは現在さいたま市が実施しているシルバーカード政策を発展さ

せた内容であるために、0 から政策をつくる必要がなく比較的容易に政策を実行できる

という点である。

 現在のさいたま市の認知症対策が身体的ケアが中心であり、脳トレはそこでカバーし

きれない運動が苦手な人が気軽に取り組める政策である。これが SDGｓ目標 3「すべて

の人に健康と福祉を」に繋がるだけではなく、さいたま市が実施している身体的ケアと

我々の提案する脳トレを組み合わせることで全ての人が認知症予防を行うことが出来る

ので、SDGｓの根底の理念である「誰一人取り残さない社会」の実現に結びつくと考え

られる。



グループ紹介 

大学名 埼玉大学 

グループ名 斎藤ゼミナール 

発表テーマ 雨天決行！歩いて健康プロジェクト 

指導教員 斎藤友之 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

・健康、経済、環境が独立しつつもそれぞれが関わり合い、高め合う政策になっています 

・雨に対する事例が少なかったため、苦労しました 

・比較的短い締め切りだったため仕上げることに苦労しましたが、とてもやりがいのある提言

にすることができたと思います 

別 紙 ２



政策提案概要書 

 私たちは、雨の日のウォーキングを通して環境に配慮しつつ健康づくりや経済の活性化

を図る「雨天決行！歩いて健康プロジェクト」を提案します。

 さいたま市の現状として、医療費の増加や介護期間の長さが際立っており、市民の健康

づくりが重要であると言えます。

 そこで、手軽に始めやすく、健康づくりに効果的なウォーキングを推進していこうと考

えました。しかし、雨が降ってしまうとその日だけでなく次の日もウォーキングを行わな

い、もしくは歩数が減少してしまうため雨はウォーキング継続の阻害要因になってしまい

ます。また、雨は消費支出額や都心への移動を減少させるため、外出や消費の阻害要因に

もなりえます。

 以上のことから課題は雨天時の運動機会の喪失と消費額の低下だと言えます。

 それを踏まえた上で、私たちは「雨天決行！歩いて健康プロジェクト」を提案します。

この政策はさいたま市が主体となり、雨の日に落ち込んでしまう運動機会の創出と購買の

促進を目的として、既存のさいたま市健康マイレージ制度を活用するものです。さいたま

市マイレージ制度とは、ユーザーに活動量計又はスマートフォンアプリを利用として計測

した歩数や、各種健（検）診の受診に応じたプレゼントを付与し、そのポイントを使って

景品の抽選応募や各種ポイントへの交換ができる、という制度です。

 そこで、本政策では雨の日のポイントを 2 倍にし、ウォーキングの促進を図ります。ポ

イントアップは本来雨天時に落ち込むはずである消費を up させる効果があります。つま

り、健康増進と売上 up が見込めます。

 ここで、雨天時に外出することを考えます。雨の日に傘をさして出かけると、使い捨て

の傘用ビニール袋を使用することが一般的です。しかし、このビニール袋は環境へ悪影響

を及ぼします。さらに、さいたま市ではこれの消費削減に特化した政策は行われていない

ため、雨の日のウォーキングや消費の促進と同時に、環境に配慮する必要があります。そ

こで、My 傘袋の推進を個人や企業へ向けて行うことで、傘用ビニール袋の消費量削減を

行います。

 これらを行うことによる効果についての説明を行います。

 ウォーキングにより歩数が 8000 歩まで増加したとすると、年間約 9 億 7000 万円の医

療費抑制効果が見込めます。さらに、購買が促進されることで、年間一人当たり 3 万 6757
円の経済損失が回避されます。そして、傘用ビニール袋を現時点での健康マイレージ利用

者全てが利用しないとするならば、年間 1228 万円のコスト削減と、86t の CO 排出量の

削減につながります。



グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 フードシェアうすくらーず 

発表テーマ Food Share Freezer in Saitama City 

指導教員 臼倉京子 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

 家庭における食品ロスという身近な課題を取り上げたことで市民の誰もが取り組むことがで

きる、「まちかど冷凍庫」の設置を提案する。冷凍庫設置を介して料理提供側と料理受け取る側

のコミュニケーションに注目してもらいたい。 

 反省点として、食品ロスの背景を知るのにあたって、さいたま市の家庭内での食品ロス量の

情報を得ることができなかったことが挙げられる。 

別 紙 ２



政策提案概要書 

1. 背景

 日本の食品ロスは、年間 600 万トンで、日本人 1 人あたりでは年間 47kg である。その

内訳は食品関連業者の事業系食品ロスが 324 万トン、一般家庭から出る家庭系食品ロス

が 276 万トンであり、約半分は家庭から出ている。家庭系食品ロスの内訳は、食べ残し

が 44％、直接廃棄が 35％、過剰除去が 21％である。食品ロスによって、環境への負荷と

経済的な負荷がかかるというデメリットがある。食品ロス問題の認知度は 80％で年々認

知度は上がっている。しかし、食品ロス削減への取り組みには 54.4％が取り組む意識は

あるがあまり積極的ではなく、特に食べ残しに関する取り組みは 5 割を下回っている。

2. 政策概要

 私たちが提案するのは「Food Share Freezer in saitama city」である。さいたま市ま

ちかど冷凍庫で家庭内での食べ残しを減らす。

①登録と管理

料理提供側、受け取り側のどちらも登録制にし、料理の受け取り可能な人はさいたま市在

住、もしくはさいたま市に職場がある人に限定する。料理はアプリによるデータベースで

管理する。

②衛生と安全

調理した日付をラベルに書いて貼ること、作った料理は必ず冷凍すること、調理してから

2 週間経ったものは廃棄すること、登録時にアレルギー項目を入力することを徹底するこ

とで、安心して食を楽しめるようにする。

③アプリの活用

埼玉県公式スマートフォンアプリを利用する。アプリ内で受け取る側に近い冷凍庫にどの

ような料理が提供されているか情報発信する。また、料理に対してオンライン上でやり取

りをする。

④企業との連携

チーム Eat  All 参加企業と連携し、フードシェアに参加しやすい環境を作る。

3. 効果

 この取り組みによる効果は３つ挙げられる。

①環境への負担、経済的負担の軽減

家庭内での食べ残しを減少させることで、ゴミ処理量を減少させる。

②コメントのやり取りによる地域住民のつながりの活発化

アプリ内でコメントのやり取りをすることで、地域住民のつながりを活発化できる。コロ

ナ禍で人と接触することに抵抗がある人が増えたが、アプリでのやり取りにより対面せず

に繋がることができる。

③地域住民の食品ロスに対する意識の向上

チーム Eat All 参加企業との連携で冷凍庫が目に止まりやすい場所にあることで、食品ロ

スの取り組みを目にする機会が増えるため食品ロスに対する意識が向上する。



グループ紹介 

大学名 埼玉県立大学 

グループ名 久保田ゼミ 

発表テーマ 
さいたまに気づこう！広めよう！ 

家でも外でも健康アプリ 

指導教員 久保田富夫 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

本提案では「継続的な健康づくり」や「住み続けられる街づくり」を目標とする。ポイント付

与の対象となる機能を追加することで一時的ではなく、持続的な効果が見込めると考える。 

提案内容では作業療法学生として、ただ体操を行うのではなく、家事という作業を行いながら

実施できる体操を考案した。また、さいたま市に既にあるアプリや、市内半日観光ルートを使

用することで利用者を一から集めるのではなく、増加させることに焦点を当てた。 

反省点としては内容を盛り込み過ぎてしまったことや、ポイント交換のできる景品でヌゥのオ

リジナルグッズ以外の物に具体性がなかったことである。 

別 紙 ２



政策提案概要書 

1、背景

さいたま市が現在歩くことを中心として楽しみながらの継続的な健康づくりを支援するため

に実施している事業で健康マイレージを利用したアプリがある。現在利用者数は 60 歳以上を

中心に増加傾向にあるが、さいたま市内の人口で考えると 1 割に達していない。

さいたま市民の健康に関することの現状として三つのことに着目した。一つ目は要介護・要

支援者数が年々増加傾向にあること。二つ目は認知症高齢者数が増加傾向にあるということ、

三つ目は新型コロナウイルス感染症流行以前と比較して多くの市民が運動不足になったと感

じていることである。要介護・要支援になる原因として多くの割合を占めているのは認知症

や骨折、高齢による衰弱などである。これらには運動不足が関係していると考えた。このこ

とから運動不足増加が認知症増加に影響を与え、さらに要介護・要支援者数の増加を引き起

こしているという関連性があると考えた。また、「さいたま市民の意識調査」や「自身の住ん

でいる市へどれだけ愛着や誇りを感じているかの調査」の結果より、さいたま市民が本市を

住みやすい・住み続けたいと考えているものの、愛着や誇りを感じていないのではないかと

考えた。このことから市民が本市の魅力に気づけていないのではないかと考えた。

以上の理由から、「運動不足解消」、「認知症予防」、「さいたま市の魅力に気づく」ということ

を目標とし、継続的な健康づくりを支援するための政策を考案することとした。

2、提案内容

健康マイレージを利用したアプリの、ポイントが貯まる機能に以下のような新たなポイント

付与の機能を追加することを提案する。

① 自宅で簡単『ながら体操』の動画視聴・実施

 料理や新聞などを行いながら自宅で簡単に行えるながら体操を考案した。この体操では高

齢者の衰えやすい筋肉を中心にトレーニングを行う。

② さいたま市内半日観光ルートでの散歩

 さいたま市内半日観光ルートとは全部で八種類ある、市内の観光資源に触れながら巡るル

ートである。このルートの中から自分の好きなルートを巡ってもらうことで運動促進とさい

たま市の魅力に気づくことを目指す。

③写真投稿

 外出制限がある方でも自宅にいながらさいたま市の魅力的な場所を写真で見ることがで

き、気分転換を行うことができる。さいたま市の魅力に気づくこと、広めることを目指す。

④頭の体操

 さいたま市にちなんだ簡単なクイズに取り組み、さいたま市の魅力に気づきながら、認知

症予防を行うことができる。

3、効果

新たなポイント付与の機能を追加することで運動を促進し、要介護・要支援者数の増加防止

や、認知症予防、また、運動をしながら魅力あるさいたま市に気づくといった効果が期待さ

れると考える。そして、これらが SDGs である『すべての人に健康と福祉を』、『住み続けら

れるまちづくりを』につながっていくと考える。



グループ紹介 

大学名 人間総合科学大学 

グループ名 アッズーリ 

発表テーマ 食品ロス削減について 

指導教員 梅國 智子 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

チームアッズーリのアピールポイントは、家庭内での食品ロスの削減を目指し、多くの人々が

身近に食品ロス問題に関心をもっていただくために「ロスアラーム」アプリの構築を提案しま

す。 この「ロスアラーム」アプリを多くの人々に使用していただくことによって、家庭内での

食品ロス削減に繋げます。また、アプリ開発ではさいたま市が中心となり、各大学の強みを生か

して共同開発することでコスト削減だけでなく、大学間での交流を深めることもできると考え

ました。 

別 紙 ２



政策提案概要書 

1. さいたま市が抱える食品ロス問題と改善点

さいたま市では食品ロス削減政策として余った食材を、日曜日の夜に、スープにして

食べ尽くす政策、『日曜は食べつくスープ政策』があり、他にも家庭で余っている食材、食

品を回収し、福祉施設等に寄付するフードドライブ活動等の政策を行っております。しか

し、現在のフードドライブの取り組み状況の結果では、「家庭で余っている食品を、地域の

福祉団体などに寄付する」の回答で、当てはまらないと回答した人は 88.3%と地域のフー

ドドライブの利用率は低いことが分かりました。さいたま市のフードドライブの回収実績

では増加傾向ではあますが、更なる実績の向上には認知度を高める必要があります。そのた

め、食品ロスを身近に感じられる環境づくりが必要だと考えました。

2. 政策概要

私たちは、SDGｓの 12 番「つくる責任・つかう責任」に注目し、まずは家庭内での食品ロ

スを減らすことで、食品ロス対策を身近に感じる環境を作ることができると考えました。家

庭内で食品ロスが多い要因として、冷蔵庫内に余っている食材の使い道がわからないため

廃棄してしまう、気づいたら期限が切れていて廃棄してしまう、冷蔵庫内の在庫数を把握で

きていなく、重複した食材を購入してしまうなどがあります。これを解決するために私たち

は、AI を活用し、食品ロスを減らすアプリ「ロスアラーム」を提案します。このアプリは

食品を購入する際に写真を撮り、食材リストに登録することで、廃棄期限が近づくと通知で

お知らせがくるアプリです。また、レシピ提案や友達とのチャット機能、食材リストのシェ

ア機能なども搭載しており、スマートフォン内のアプリひとつで食品ロス対策について身

近に感じることができ、且つ家庭内での食品ロス削減に繋がることが期待できます。

3. アプリのメリット

「ロスアラーム」アプリを使用することで、3 つのメリットが想定できます。1 つ目は、冷

蔵庫内の残り食材の把握ができ、自宅にどの食材が残っているのかが可能で重複して買っ

てしまうことを未然に防ぐことができます。2 つ目は、アプリから消費期限が近くなると通

知がくるため、消費期限の把握が可能になります。３つ目は、料理パターンの増加が期待で

きます。

4. アプリ開発について

アプリ開発については、大学コンソーシアムさいたまに加盟している大学と連携し、コンピ

ュータに強い大学様には AI を活用したプログラムの開発を、栄養系の大学様には食材の消

費期限のリストやレシピなどの情報収集を中心に開発を行っていき、さいたま市との共同

開発により、アプリ開発のコスト削減につながると考えられます。



グループ紹介 

大学名 芝浦工業大学 

グループ名 最適システムデザイン研究室 

発表テーマ MaaS を想定したコネクティッドバスシステム 

指導教員 長谷川浩志 

検討・提案について（アピールポイント、反省点、所感など） 

MaaS と呼ばれる新しい交通サービスの概念を取り入れたコネクティッドバスを考案す

ることで、リアルタイム予約や既存交通、シェアサイクルとのシームレスな乗り継ぎを

実現するための柔軟な交通サービスの提案を可能にした。

別 紙 ２



政策提案概要書 

MaaS を考慮したリアルタイム予約や既存交通機関との乗り継ぎを可能とするコネクテ

ィッドバスシステムの提案を行う。

今回の政策提案を行うに当たり、さいたま市が掲げている、「誰もが住んでいることを誇

りに思えるさいたま市」、「市民一人ひとりがしあわせを実感できる“絆”で結ばれたさい

たま市」という理念と、SDGs の「誰一人取り残さない」という理念の双方を実現するた

め、住みやすいまちづくりに繋がる取り組みが必要だと考えた。

そこで、住みやすいまちづくりに必要な要素を調査した結果、交通の利便性が必要だとい

う考えに至った。また、さいたま市における交通状況について調査したところ、さいたま

市の交通量の密度は大きな偏りがあり、市街区域内も含めた様々な地域で公共交通空白地

域や、バスの運行本数が少ない公共交通不便地域が存在していることが判明した。

以上の結果から、さいたま市の公共交通空白地域及び不穏地域に対して、MaaS という新

しい交通サービスの概念とオンデマンドバスを組み合わせた新たなバスシステムの提案

を行う。

具体的なバスシステムの流れとしては、コネクティッドバスの利用希望者の現在位置、目

的地、目的地への希望到着時刻を考慮し、最適なコネクティッドバスのルートを構築する。

また、現在運行している公共バスやシェアサイクルなどとの乗り継ぎ、リアルタイムで発

生する乗客の考慮を行うことで、柔軟な交通ルートを作成する。

人々のニーズを満たす交通サービスを提供することで利便性の向上のみではなく、移動手

段が増えることによる経済波及効果や、1 台のバスで複数人を運ぶことによる CO2 削減

等の効果も見込むことができ、市民が住みやすいと感じるまちの実現に繋がると考える。


