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平成２８年度第７回子ども議会の提案経過について 

 

１． 子ども議会の提案経過（H29.1.31 現在） 

 平成２８年１１月１０日に実施した第７回子ども議会では、３８人の小中学生から

交通安全、福祉、環境等、様々な分野へ子どもの視点で要望や意見がありました。 

市では、子ども達の要望や意見を受け、次のとおり対応しています。 

（１） 子どもたちの提案を受けて新たに行うもの     ６事業９件 

① 平成２８年度に実施する事業数 ４事業６件（内実施済み４事業５件） 

   ② 平成２９年度に実施する事業数 ２事業３件 

（２） これまで行っている事業や計画の中で対応するもの   １３事業 

（３） 提案について今後検討するもの             ５事業 

（４） 質問へ回答した事項                 １６事業 

 

  ※ 詳細は別紙参照 

 

２． 平成２８年度第７回子ども議会の概要 

  （１） 開催日時 平成２８年１１月１０日（木）９：１０～１５：４０ 

 （２） 実施場所 我孫子市議会議事堂 

 （３） 子ども議員 

    ３８名（小学６年生：２６名、中学２年生：１０名、中学３年生：２名） 

     ※市内小・中学校（小学校１３校、中学校６校）から男女各１名（質問者合

計２名を選出、原則、小学校は６年生を選出、中学校は学年に関係なく未

経験者を選出。） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜我孫子市の子ども議会＞ 

次代を担う小中学校の児童生徒に、議会制民主主義の理解や我孫子市のまち  

づくりに関心を深めてもらうとともに、小中学生の市に対する要望や意見などを聴

き、今後のまちづくりの参考にするものです。平成１３年度から開催して２８年度

で７回目となります。平成２２年度までは、３年に１度の開催でしたが、現在は、

２年に１度開催しています。 

 

【問い合わせ】 

我孫子市企画財政部企画課 

☎ ０４－７１８５－１１１１（内線２０-２３３） 



１　子ども達の提案を受けて新たに行うもの

（１）　平成28年度

NO 質問項目 質問趣旨 実施内容
事業費

（千円）
質問者名 学校名 性別 学年

1
通学路の安全につい

て①

・事故防止のため、根戸小学校通

学路のつくし野保育園周辺道路へ

ガードレールの設置を要望

・ガードレールが設置できない箇所について、道路の

白線を塗り直し、緑色のポールを設置しました。平

成28年12月完了

[担当：道路課]

435 松本　周汰 根戸小学校 男 ６年

2
道路の安全対策につ

いて

・湖北台西小学校の通学路となっ

ている国道356号へのガードレール

等の設置要望

・ガードレールが設置できない箇所について、グリーン

ベルトを設置しました。平成28年12月完了

[担当：道路課]

327 松本　朔太郎 湖北台西小学校 男 ６年

3
街灯の設置基準につ

いて

・高野山小学校周辺の道路に竹や

ぶがあるなど暗く危険な場所がある

ため、街灯の設置について要望

・質問にあった高野山小周辺の現地を確認し、樹

木について土地所有者にお願いし剪定してもらいま

した。平成28年11月完了

・街灯の設置については、学校に場所等を確認した

うえで設置します。平成29年2月予定

[担当：道路課]

未定 安田　隼人 高野山小学校 男 ６年

・市HPのAEDの配置箇所を分かり

やすくすることを提案

・市HPで公表しているAEDを設置している市公共

施設一覧に詳細な設置場所を追加掲載しました。

平成28年11月完了

[担当：消防・警防課]

0

・公共施設のAED設置場所を目立

たせることを提案

・全小中学校内にAED設置場所の表示板を設置

しました。平成28年12月完了

[担当：消防・警防課]

―
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4
救える命を救うために

①
佐藤　亜美 並木小学校 女 ６年
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（２）平成29年度

NO 質問項目 質問趣旨 実施内容（事業費）
事業費

（千円）
質問者名 学校名 性別 学年

・小学生を対象としたＡＥＤの講

習会の実施を要望

・より多くの小学生が救急救命講習会を受けられる

ように、講習会で使用する現在40セットある心肺蘇

生キットを追加で40セット購入します。

（予算：65千円）

[担当：消防・警防課]

65

・公共施設のAED設置場所を目立

たせることを提案

（再掲）

・ＡＥＤ設置場所の表示板を順次公共施設に掲

示していきます。

[担当：消防・警防課]

―

2
学校の老朽化に伴う

補修計画について

・学校の老朽化の点検の周期と手

法に対する質問

・点検結果や補修計画を在校生や

保護者へ周知する方法について質

問

・28年度に実施した学校の点検結果を全小中学

校にそれぞれ配置します。

平成29年４月

[担当：教育総務課]

― 藤井　翔太 布佐中学校 男 ３年

救える命を救うために

（再掲②）
1 佐藤　亜美 並木小学校 女 ６年
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２　これまで行っている事業や計画の中で対応するもの

NO 質問項目 質問趣旨 実施内容 質問者名 学校名 性別 学年

1

観光事業の現状と観

光客を増やすための取

組について

・今までの観光事業の効果と今後の

観光事業の計画について質問

・ランナーズスポットの設置について提

案

・我孫子市観光振興計画に基づき各事業を推進

[担当：商業観光課]
白杉　　快 白山中学校 男 ２年

2
魅力ある街づくりに向

けて

・音楽・スポーツ・公園など活動でき

る総合施設の建設を提案

①建設構想案をもとに市民の意見を聞いた上で市と

して判断していきます。

[担当：企画課]

②五本松運動広場を人工芝と天然芝のサッカー場

として整備していく予定です。

[担当：文化・スポーツ課]

星野　和子 湖北小学校 女 ６年

3
市民文化会館の建設

について

・我孫子市に市民文化会館を建設

要望

・建設構想案をもとに市民の意見を聞いた上で市と

して判断していきます。

[担当：企画課]

伊藤　充輝 我孫子中学校 男 ２年

4 戦争について

・実際に戦地で戦った人達から話を

聞いたり、質問をしたりできないか提

案

・広島・長崎への中学生派遣事業とリレー講座等の

既存事業を案内しました。

[担当：企画課]

水野　雄介 布佐南小学校 男 ６年

5

布佐地区に完成した

復興会館の今後の活

用について

・ふさ復興会館を子どもが使えるよう

にするなど今後のより有効な活用方

法について質問

・現在も子どもの利用は可能ですが、改めて施設管

理者である布佐二丁目自治会に児童生徒の利用

促進と子どもが参加可能なイベントの実施について

依頼しました。

[担当：市民活動支援課]

服部　茉奈 布佐小学校 女 ６年

平成28年度　我孫子市子ども議会
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6
防災避難訓練につい

て

・あらかじめ日時を定めない避難訓

練や地域の避難所運営訓練への小

中学生の参加を提案

・現状実施している避難訓練の推進を行います。

[担当：市民安全課]
後藤　真吾 並木小学校 男 ６年

7 高齢者支援について

・キャリア教育の時間を使い、高齢

者支援のボランティアを継続して取り

組めるような仕組みを作ることについ

て提案

・我孫子第二小学校のキャリア教育の中で平成29

年度に高齢者支援のボランティア活動と講演会を実

施します。

[担当：教育委員会　指導課]

山下　颯士 我孫子第二小学校 男 ６年

8 生ゴミ削減について

・生ゴミの収集を分別して行い、肥

料にし、回収量等を紹介するなど

し、学校や公共施設、農家等へ配

布し活用することを提案

・市内小中学校や保育園等の給食や一部の地区

から出る生ゴミを回収堆肥化し学校等に無料配布

を実施し活用しています。

[担当：クリーンセンター]

内平　菜々美 布佐南小学校 女 ６年

9
ゴミステーション設置計

画について

・ゴミステーションが歩道上にあり通

行の妨げになったりネットではカラスの

被害があるため、歩道以外の場所へ

の大きなごみボックス設置を提案

・歩道以外の土地の借り上げが困難なことを説明し

ました。

・カラス被害にあわないネットの利用法を紹介しまし

た。

[担当：クリーンセンター]

菅野　　惟 湖北台東小学校 女 ６年

10
魅力ある公園づくりに

ついて

・公園に「健康遊具」を設置すること

を提案

・健康遊具の設置については、既に設置済みの公園

もあるが、新たな遊具の更新時に設置を検討してい

きます。

[担当：公園緑地課]

大江　千尋 根戸小学校 女 ６年
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11 文化財の保護と活用について

①手賀沼文化拠点整備計画に位

置づけられている市の文化財等の資

源について更なるPRを提案

②オリンピックを見据えた嘉納治五

郎別荘跡のPRを提案

①市の歴史・文化財のPRとして2月に旧村川別荘

に特集した内容をチバテレビで発信する。また、都内

FMラジオ３局などで計画的に発信していきます。

[担当：秘書広報課]

②白樺文学館、杉村楚人冠記念館、旧村川別荘

の展示や講演会で機会をとらえて取り上げていきま

す。

[担当：文化・スポーツ課]

【検討】

①現在実施している『TEGAスタンプラリー』のほか、

今後実施可能な取り組みを検討します。

中村　拓夢 久寺家中学校 男 ２年
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12

我孫子市の歴史につ

いて知ってもらうための

博物館について

・我孫子にゆかりのある先人たちを広

く知ってもらう博物館の建設提案

・杉村楚人館記念館などの既存施設を「我孫子の

大正・昭和の文化遺産」として広報宣伝の実施しま

す。

・「ふるさとカリキュラム」の実体験の場として各学校と

連携

していきます。

[担当：文化・スポーツ課]

高橋　美桜 湖北中学校 女 ２年

①外国人対応の学習やおもてなし

の提案

①今後もALTが行っている英語の授業の中で対応し

ていきます。

[担当：指導課]

②ボランティア活動に対する質問

②平成29年度からスポーツボランティア養成講座を

開講する予定です。

[担当：企画課]

③市のオリンピック・パラリンピックへの

支援に対する質問

③我孫子ゆかりの選手が東京オリンピック・パラリン

ピックに出場する場合にはパブリック・ビューイングや懸

垂幕・横断幕の掲示による応援を検討する。

[担当：文化・スポーツ課]

東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けた我孫

子市の取組について

13 高田　結真 我孫子第一小学校 男 ６年
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３　提案について今後検討するもの

NO 質問項目 質問趣旨 検討内容 質問者名 学校名 性別 学年

1

公共機関におけるＰ

Ｒ活動を通じた我孫

子の魅力発信について

・成田線で小中学生の作った文章

をアナウンスすることを提案

・外国人向けに観光案内を行うこと

を提案

・小中学生が作った文章を駅でアナウンスし観光PR

することについてJR東日本と協議します。

・成田線活性化協議会HPにおいて外国人に対応し

た表示をすることを検討します。

[担当：企画課]

下坂　勇人 我孫子第四小学校 男 ６年

2

高校、大学との交流を

含めた小学校と中学

校の連携について

・児童生徒が高校や大学の学習を

体験したり一緒に部活動をしたりす

る機会を作ることを提案

・小中学校の児童生徒が高等学校や大学の学習を

体験する機会連携について検討します。

[担当：指導課]

伊津野　七聖 我孫子第四小学校 女 ６年

3
湖北地区にある危険

な階段について

・湖北台4号公園の急な階段の改

修要望

・バリアフリー化に向けて少しずつ整備していけるよう

現地調査を実施し、対策方法を検討します。

[担当：道路課]

大橋　虹太郎 湖北台東小学校 男 ６年

4
いじめ相談ホットライン

の時間延長について

・いじめ・悩み相談ホットラインの終

了時間の延長と土日祝日も相談受

付を行うよう提案

・メール相談が多いことから、電話相談の実態を見極

めながら、終了時間の延長と土日祝日の受付の実

施について検討します。

[担当：教育研究所]

池田　梨菜 我孫子中学校 女 ２年

5
陸上競技場の設置に

ついて

・市営の応援席のある陸上競技場

の設置予定について質問

・市の事業の中で優先順位を決め、整備方針や整

備場所、整備時期などについて検討します。

[担当：文化・スポーツ課]

根本　茜梨 新木小学校 女 ６年
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４　質問へ回答した事項

NO 質問項目 質問趣旨 説明内容 質問者名 学校名 性別 学年

1 手賀沼の浄化について ・手賀沼の浄化と活用について質問

・各協議会で手賀沼の浄化に取り組んでいることに

ついて説明しました。

・既存のイベントを説明しました。

・PRを行っていくことを説明しました。

[担当：手賀沼課]

佐藤　綾美 久寺家中学校 女 ２年

2
手賀沼を中心としたエ

リアの活用について

・手賀沼を利用した施設やイベント

についてどの様に考えているか質問

・既存のイベントや施設について説明しました。

・手賀沼観光誘導方針に基づき民間の建物が建て

られるよう誘導していくことを説明しました。

[担当：商業観光課]

早乙女　凜 我孫子第一小学校 女 ６年

3
手賀沼終末処理場で

の指定廃棄物について

・市の放射性物質の指定廃棄物一

時保管所の手賀沼終末処理場に

ある保管施設が、どんな災害にどの

程度まで耐えられるか質問

・東日本大震災と同様の災害が発

生した場合、近隣他市のごみ焼却

灰も終末処理場で一時保管を行う

か質問

・今後も安全対策の強化について千葉県へ要望して

いくことを説明しました。

[担当：下水道課・手賀沼課]

伊藤　汐里 布佐中学校 女 ３年

4

我孫子市の人口を増

やすための具体的な取

組について

・人口を増やすための有効な手立て

と理由について質問

・今後の具体的取り組み予定につい

て質問

・待機児童ゼロ等の既存事業を推進していくことを説

明しました。

[担当：企画課]

石井　勇人 布佐小学校 男 ６年
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5 子育て支援について
・我孫子市の今後の子育て支援の

具体的な計画について質問

・子ども総合計画に基づく既存事業の推進を行って

いくことを説明しました。

・「子育てしやすいまち」として更なる情報発信を行っ

ていくことを説明しました。

[担当：子ども支援課]

大橋　結花 我孫子第二小学校 女 ６年

6
働きやすい街づくりにつ

いて

・我孫子市が考えている「働く人たち

を増やすための政策」について質問

・既存事業の取り組みについて説明しました。

[担当：企業立地推進課]
西野　大翼 湖北小学校 男 ６年

7 eモニター制度について
・eモニター制度の具体的な内容に

ついて質問

・事業手法の説明をしました。

[担当：秘書広報課]
佐々木　莉紗 湖北台中学校 女 ２年

8
通学路の安全について

（再掲②）

・マンション間に通っている市道へ横

断歩道の設置要望

・警察と協議の結果横断歩道を設置すると交通事

故が起きやすくなるとの結論になったため、現在ある

横断歩道の利用を案内しました。

[担当：市民安全課]

松本　周汰 根戸小学校 男 ６年

9
簡易防災井戸につい

て

・簡易防災井戸の整備を始めたとき

や、利用方法、過去の使用事例に

ついて質問

・簡易防災井戸について説明しました。

[担当：市民安全課]
近藤　葉音 我孫子第三小学校 女 ６年

10 水害対策について

①浸水や冠水時の避難の仕方を住

民への伝達方法について質問

②冠水した場所を知らせる手立てに

ついて質問

①情報伝達方法について説明しました。

[担当：市民安全課]

②冠水時の運転手に知らせる方法を説明しました。

[担当：道路課]

清水　美南 高野山小学校 女 ６年
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11 災害対策について
・道路の舗装における災害対策につ

いて

・震災後に実施した事業と今後の計画について説明

しました。

[担当：道路課・水道局経営課]

髙城　華織 白山中学校 女 ２年

12
市内にある空き屋の対

策について

・自然災害、害虫被害、防犯などに

対してどのような空家対策を検討し

ているか質問

・空き家の実態調査を行っていることと、今後空家等

対策計画を策定し対応していく予定であることを説

明しました。

[担当：市民安全課]

橘　　道正 湖北台中学校 男 ２年

13
公園や遊具の環境整

備について

・湖北台団地の中の公園でボール

遊びのルールについて質問

・湖北台団地内の公園は都市再生機構がルールを

作っており、ボール遊びを禁止しているため、大きな公

園の利用を説明しました。

[担当：公園緑地課]

小谷　祥子 湖北台西小学校 女 ６年

14
手賀沼の環境を守る

ための取組について

・手賀沼の環境を守るための取り組

みについて質問

・活動内容の紹介をしました。

[手賀沼課]
中本　翔 湖北中学校 男 ２年

15
地球温暖化防止につ

いて出来ること
・地球温暖化防止について質問

・市の取り組みや一人ひとりができる取り組みを紹介

しました。

[手賀沼課]

新原　宗純 我孫子第三小学校 男 ６年

16
動物保護地区の設置

について

・市民の森に人の立ち入らない区域

をつくることを提案

・鳥のどのような保護をしているか質

問

・鳥との共存を目指す既存事業の説明をしました。

[手賀沼課・公園緑地課]
岩岡　　慧 新木小学校 男 ６年
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