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平成３０年度第８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（H31.2.19 現在） 

 平成３０年１１月６日に実施した第８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     ５事業７件 

① 平成３０年度に実施する事業数 ３事業５件（内実施済み３事業４件） 

   ② 平成３１年度に実施する事業数 ２事業２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   ２５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                 １２事業 

 

  ※ 詳細は別紙参照 

 

２． 平成３０年度第８回子ども議会の概要 

  （１） 開催日時 平成３０年１１月６日（火）９：０５～１５：４０ 

 （２） 実施場所 我孫子市議会議事堂 

 （３） 子ども議員 

    ３８名（小学５年生：１名、小学６年生：２５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３０年度

で８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 

☎ ０４－７１８５－１４２６ 



（１）子ども達の提案を受けて新たに行うもの
①平成３０年度

質問項目 質問趣旨 実施内容 事業費 議員名 学校名 性別 学年

図書館（布佐分館）の
魅力的な活用法につ
いて

・新刊のお知らせ方法や配
置について提案
・本のランキングについて提
案
・調べ学習に適した環境に
ついて提案

・布佐分館の新着図書コーナーの
レイアウトを変更し一目でわかるよ
うに工夫しました。平成３０年１１月
完了
［担当：図書館］

－
たから　はるか

寳　春香
布佐南小学校 女 ６年

公園の街灯設置につ
いて

 布佐南公園の街灯設置を
提案する。

・布佐南公園側歩道のNTT柱3本
へLED街路灯を供架新設します。
（３灯中２灯は平成31年２月７日に
完了、１灯は２月２２日完了予定）
・街路樹の剪定を行いました。平成
３０年１２月完了
・公園樹木の剪定を行いました。平
成３０年１１月完了
［担当：道路課、公園緑地課］

街路灯：１１４，６００円
街路樹の剪定：１，２４２，０００円
公園樹木の剪定：１７７，０００円

くわばら　はるお
桑原　治郎

布佐南小学校 男 ６年

通学路の安全性につ
いて

 久寺家中通学路の歩道の
道幅が狭く、前の人を抜か
すために車道に出てしまっ
て危険なため、歩道の幅員
を広くしてほしい。

「歩行者注意」の道路標示を設置
しました。平成３０年１１月完了
［担当：道路課］

３３３，９９０円
かわぐち　りお

川口　莉音
久寺家中学校 女 ２年
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（１）子ども達の提案を受けて新たに行うもの
②平成３１年度

質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

東京オリンピック・パ
ラリンピックについて

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

【平成31（2019）年度～H32
（2020）年度第１学期　実施予定】

・ALTが中心となって外国人を相手
に道案内や、日本文化についての
簡単な説明ができるよう、我孫子
市独自の英語教材を作成し、３１
年度から授業で教材を活用してい
きます。
［担当：指導課］

－
なかじま　こうた

中島　光太
布佐中学校 男 ３年

公共のトイレを綺麗
にすることについて

公園などの公共トイレを綺
麗に
し、バリアフリー化を
雰囲気が暗いので内装だけ
でなく見た目も明るくすれば
入りやすくなるのでは

手賀沼公園西側トイレの壁面に絵
などを描き、雰囲気を明るくしま
す。
［担当：公園緑地課］

２，６００，０００円
かしわぎ　あまね

柏木　周
我孫子中学校 女 ２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
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

地震等の災害への対
策について

巨大地震などの災害につい
て市はどのように考えている
か、どのような対策で対応し
ていくのか

我孫子市地域防災計画を策定し、食料
や発電機など避難生活に必要となる備
蓄品、避難所の倉庫やトイレなど施設
の環境を整えています。
防災への意識を高めてもらえるよう、訓
練や出前講座などを継続して進めま
す。
［担当：市民安全課］

さとう　あやね
佐藤　彩音

布佐中学校 女 ３年

東京オリンピック・パ
ラリンピックについて

今後どのように東京オリン
ピック・パラリンピックに関
わっていくのか

【平成３０年度実施】
・嘉納治五郎についての講演会、企画
展
【平成３１年度実施予定】
・嘉納治五郎についての企画展
【平成３２年度実施予定】
・嘉納治五郎の銅像の設置
［担当：文化・スポーツ課］

なかじま　こうた
中島　光太

布佐中学校 男 ３年

東京オリンピック・パ
ラリンピックについて

今後どのように東京オリン
ピック・パラリンピックに関
わっていくのか

【平成３１年度実施】
・ボランティア養成講座の開催（4月）
・チャレンジスポーツフェスタでのパラリ
ンピック競技の紹介（１０月）
［担当：文化・スポーツ課］

なかじま　こうた
中島　光太

布佐中学校 男 ３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
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

我孫子市の街灯ＬＥＤ
化について

・我孫子市の街路灯がすべ
てＬＥＤ化されるのは何年後
か
・ＬＥＤ化により削減された電
気代はどのように使われる
のか
・削減される電気料、電気代
はどれくらいか
・今後、暗い道が多い地域
や公園に街路灯を設置して
ほしい
・手賀沼公園付近に街路灯
があっても点灯していないも
のがある

・今年度末までに97%がＬＥＤ化になる。
残りの約400灯は自治会と協力しながら
取り組んでいきます。
・削減された電気料金は、市が管理す
る街灯のリース料金やこれから設置す
るＬＥＤ街路灯の費用に充てます。
・電気の使用量は確認できません。料
金は、27年度と29年度を比較すると
2,355万円、42%が削減されました。
［担当：道路課］

もり　こたろう
森　琥太郎

白山中学校 男 ２年

布佐地区と我孫子地
区の環境の違いにつ
いて

布佐地区は我孫子地区と違
い、街灯が少なく道路も整備
されていない場所が多いと
聞いている。このような状況
は良くない。同じ税金を払っ
ているのに、環境の差があ
ることについてどのように考
えているか。今後の具体的
な活動はなにか。

道路や公園、街路灯などについては、
地域の成り立ちや実情に合うような整
備を行っています。
新木や布佐などの地区は交通手段とし
て運行本数が少ない成田線に頼るほか
ないため、新たな路線バスの検討を
行っています。
布佐地区など、東側に家を買った若い
世代の方に手厚く補助をしています。
［担当：道路課、交通課、下水道課、都
市計画課、建築住宅課］

おおひがし　ゆい
大東　由依

白山中学校 女 ２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
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

我孫子市の少子高齢
化社会の改善につい
て

市の少子高齢化の改善に向
けた取組みについて
元気な高齢者による子育て
ボランティアの提案

産後ケア事業や保育園の待機児童ゼ
ロの継続、子ども医療費やインフルエン
ザワクチン費用の支援を行っています。
子育て支援員・子育てサポーター制度、
あびっ子クラブでのサポーター制度など
でボランティアに参加していただいてい
ます。
［担当：子ども支援課、健康づくり支援
課］

はが　けんた
芳賀　健大

並木小学校 男 ６年

我孫子市の図書館の
充実に
ついて

並木小学校からではアビス
タが遠いため、我孫子市とし
て今後図書館を増やしてい
く予定はあるか。リラックス
できる図書館がほしい。

・並木小学校正門前わんぱく丸広場に
巡回中の移動図書館を児童が利用でき
ないか協議します。(平成３０年１２月頃
協議）
・指導課と連携しておこなっている学校
図書館活用の推進事業を進めていきま
す。
［担当：図書館］

こぬま　ひなの
小沼　ひなの

並木小学校 女 ６年

通学路をきれいにす
る取り組みについて

リサイクルごみ箱を活用しポ
イントカードの導入の提案
ごみのリユースの提案

スーパーなどでペットボトルやダンボー
ルを回収し、買い物に使えるポイントを
付与しているところもあります。
紙パックやペットボトルは再生利用して
います。
［担当：クリーンセンター］

さいとう　まゆか
齋藤　まゆか

根戸小学校 女 ６年

我孫子市のPR事業
について

我孫子市のホームページな
どに撮影に適している場所
を載せ、撮影地として誘致し
てはどうか。

撮影可能な公共施設、宿泊・弁当など
ロケに関する情報をホームページに掲
載を予定しています。
［担当：秘書広報課］

ゆうはし　ゆき
遊橋　侑季

湖北中学校 女 ２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
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

我孫子市の子育て支
援に対する取り組み
について

・学童保育室の施設確保に
ついて
・学童保育室スタッフの欠員
対処について
・千葉の子育て家庭優待
カードについて

・あびっ子クラブの設置を推進していま
す。
・民間委託、市の様々な募集、大学との
連携により欠員は解消されています。
・既存のサービスをより多くの方に周知
し、利用増に努めます。
［担当：子ども支援課］

たけうち　はると
竹内　遥仁

高野山小学校 男 ６年

我孫子市のユニバー
サルデザインに関す
る具体的な取り組み
について

・ユニバーサルデザインタク
シーの特徴及び台数につい
て質問
・心のバリアフリーの取り組
みと成果、小学生でもできる
ユニバーサルデザインの促
進について質問

・来年４月から市内タクシー会社にユニ
バーサルデザインタクシーの導入支援
を行っていく予定です。
［担当：交通課］

すずき　かの
鈴木　楓乃

高野山小学校 女 ６年

我孫子市のユニバー
サルデザインに関す
る具体的な取り組み
について

・ユニバーサルデザインタク
シーの特徴及び台数につい
て質問
・心のバリアフリーの取り組
みと成果、小学生でもできる
ユニバーサルデザインの促
進について質問

・心のバリアフリーに関する啓発を引き
続き行っていきます。
［担当：障害福祉支援課］

すずき　かの
鈴木　楓乃

高野山小学校 女 ６年

我孫子市のごみ処理
について

ゴミを減らす活動が必要、計
画通り減っているか
今後のゴミ処理活動につい
てはどのように考えているか

ごみはの排出量は年々減少しており、
目標値に近づいています。
新焼却施設では、見学者コースや環境
問題に関する展示ホールなどを設置
し、ごみを減らす取り組みや環境問題に
ついて知ってもらい、考えてもらう場にし
ていきます。
［担当：クリーンセンター］

かない　えこ
金井　愛湖

湖北台西小学校 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
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

自殺対策について

我孫子市でのいじめや自殺
対策について

・教職員対象の研修会を継続的に実施
しています。
・いじめアンケートやQ-U検査の結果を
基に、面談をするなどして、いじめが早
いうちに解決していけるように対応して
います。
・電話やメールで相談を受け付ける「い
じめ・悩み相談ホットライン」を設置して
います。
［担当：指導課］

つつみ　けんたろう
堤　健太郎

湖北小学校 男 ６年

地域文化の継承につ
いて

市の地域文化を継承するた
めの取組みはなにか
私たち協力できることはある
か

郷土芸能祭を開催や団体の活動をホー
ムページ等で紹介、動画配信している
東京２０２０オリンピック・パラリンピック
を契機とした文化プログラムに登録して
います。皆さんには、興味を持ち参加し
ていいただきたことと伝統芸能の良さ、
大切さを子どもたちに伝えていただきた
いと思います。
［担当：文化・スポーツ課］

つちや　かすみ
土谷　夏純

湖北小学校 女 ６年

我孫子市の待機児童
について

・人材の確保について
・近隣の市との協力につい
て

・市、国、県、が給料を上げるための費
用を支給し、さらに保育士の家を借りた
場合の家賃を支給することで保育士が
働きやすい環境を整えています。
・近隣市との相互利用を可能としていま
す。
［担当：保育課］

おおつ　りく
大津　利功

湖北台中学校 男 ２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
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

生涯スポーツの推進

中学生や高校生を対象にし
たスポーツイベントを開催す
る予定は

【平成３１年度実施】
チャレンジスポーツフェスタ（１０月）、手
賀沼チームラン・キッズランうなきちカッ
プ（１１月）について校長会での周知や
市ホームページでの告知、ＳＮＳでの情
報発信し、ＰＲしていきます。
［担当：文化・スポーツ課］

はら　もえか
原　萌歌

湖北台中学校 女 ２年

生涯スポーツの推進

生涯スポーツの普及のため
に誰を対象にどのような活
動を行っていこうと考えてい
るか

【平成31年度実施予定】
・新たな総合型地域スポーツクラブの設
立準備会開催します。
［担当：文化・スポーツ課］

はら　もえか
原　萌歌

湖北台中学校 女 ２年

鳥の博物館のＰＲに
ついて

鳥の博物館のポスターを県
外にも掲示し、ＰＲしてはどう
か
インターネットを活用しＰＲし
てはどうか

国立科学博物館や茨城県自然博物
館、上野動物園など県内外の施設に設
置のお願いをしています。
また、テレビ局や新聞社に対してポス
ターやチラシを配布し、取材にも積極的
に協力しています。
インターネットを活用したＰＲも実施して
います。
今後さらに創意工夫していきます。
［担当：鳥の博物館］

まつもと　かずき
松本　和輝

我孫子中学校 男 ２年

お年寄りと子育て世
代の住みやすいまち
づくりについて

・幅広い世代が一緒に楽し
めるようなイベントなどの計
画

・近隣センターでのイベントを開催し幅
広い世代の方々が親交を深めていま
す。
・あびっ子クラブで地域の方との様々な
遊びを通してのふれあいや活動の場を
設けています。
・小学校における地域住民との交流の
場を設けています。
［担当：子ども支援課］

はぎわら　くうと
萩原　空斗

我孫子第一小学校 男 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
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

ふるさと納税につい
て

我孫子の魅力を活かしたよ
りよい返礼品を作ることはで
きないか

うなきちさんなどのゆるキャラの活用に
加え、鳥の博物館のグッズや我孫子市
産の野菜をアピールした返礼品を検討
します。
［担当：財政課］

てらじま　いつき
寺島　一樹

我孫子第四小学校 男 ６年

駅のバリアフリーにつ
いて

・我孫子駅ホームエレベー
ター設置
・東我孫子駅ホーム屋根を
設置し、一方通行（場内踏切
を無くす）のルールを無くす

・我孫子駅構内のエレベーターについて
は2018年度、2019年度に設計図を作成
し、2020年度を目標に施行を開始しま
す。
・東我孫子駅ホーム屋根設置の要望に
ついては、引き続き、JR東日本に対して
要望活動を行います。
［担当：交通課］

にいぼり　さな
新堀　咲奈

湖北台東小学校 女 ６年

我孫子市の農業政策
について

・野菜の売り出し方の工夫
についての提案。
・農業の活発化に向けて、
我孫子市で取り組んでいる
ことを教えてほしい。

・農産物の魅力と旬な情報などがわか
りやすく伝えられるよう「あびこん」へ野
菜の表示（ポップ）専門家派遣（11月20
日（火））を行い改善を行っています。
・農業の活発化に向けての取り組みに
ついては、継続して行っています。
［担当：農政課］

ほしの　けいしん
星野　敬心

湖北台東小学校 男 ６年

7



（２）これまで行っている事業や計画の中で対応するもの
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

市立保育園の整備に
ついて

・寿保育園の具体的な補修
箇所について
・寿保育園の遊具の見直し
について
・補修工事に伴う、園児達へ
の影響について

・園舎の外壁補修及び屋上防水工事を
行います。
・遊具の見直しは行わず、今後も定期
的に遊具点検を行い園児達の安全確
保に努めます。
・園児達がのびのびと遊べるよう、散歩
や公園に行くなど、保育を工夫します。
また、園児達の安全を第一に工事を進
めていきます。
［担当：保育課］

ごとう　りん
後藤　凜

我孫子第二小学校 女 ６年

学校への予算につい
て

・動物の飼育小屋を広く改
修してもらえないか

・皆さんの学習環境の整備を優先しな
ければならないので飼育小屋をすぐに
整備することは難しいため、今の飼育
小屋を修理しながら少しでも長く使える
よう、学校と協力していきます。
［担当：教育総務課］

つつみ　まゆ
堤　天悠

我孫子第二小学校 男 ６年

8



（３）提案について今後検討するもの
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

東京オリンピック・パ
ラリンピックについて

・今後どのように東京オリン
ピック・パラリンピックに関
わっていくのか

【平成30年度実施予定】
・2019年中の聖火リレールートの決定を
受けて、実施に向けて関係機関と調整
を図ります。
・県のスポーツコンシェルジュからの情
報提供を参考にしながら、事前キャンプ
実施の可能性を検討します。
【担当：企画課】

なかじま　こうた
中島　光太

布佐中学校 男 ３年

防災学習について

地域の方々と子ども達が交
流し、防災学習を行うことに
ついて

・防災カルタの内容や活用方法につい
て調べ、小学校で活用できるものを検
討します。

【平成31（2019）年度4月　実施予定】
・各小学校に紹介し、防災学習に役立
てていきます。
【担当：指導課】

せきね　あきと
関根　晶翔

根戸小学校 男 ６年

我孫子市のＰＲ事業
について（２つ目：地
産地消を軸とした農
業振興について）

・農作物で我孫子のオリジナ
ルのものを作ることを提案。
・農作物において名前を付
けて売り出すことを提案。

・平成３１年度から「あびこエコ農産物認
証制度」を開始する準備を進めます。
・ふるさと納税の返礼品にお米以外の
「あびこエコ農産物」も加えていけるよう
あびこん運営者の（株）あびベジと検討
を行います。
【担当：農政課】

ゆうはし　ゆき
遊橋　侑季

湖北中学校 女 ２年

我孫子市の平和事業
について

・平和事業の一環としてオリ
ンピックについて考える機会
を設けてほしい。

【平成30年度実施予定】
・平和事業推進市民会議において、戦
後７５年の節目の平和事業の一つとし
て実施できるか検討します。
【担当：企画課】

だて　りゅうたろう
伊達　龍太朗

湖北中学校 男 ２年

手賀沼花火大会につ
いて

手賀沼花火大会（大会のア
ナウンスや花火デザイン、
募金など）に小学生も加わっ
たらどうだろうか。

小学生に、募金や大会翌日のゴミ拾い
などに参加してもらえるよう検討します。
【担当：商業観光課】 かねこ　まつり

金子　祭鈴
我孫子第四小学校 女 ５年

1



（４）質問に回答した事項
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

魅力ある町づくりにつ
いて

新木地区の空き地を利用し
て「ゆめのツツジショッピン
グ」を作ってはどうか。

店舗規模や、種類までを一方的に決め
つけるルールを市が作ることは難しいた
め、今のルール、社会のもとで、どうす
ればよいか検討します。
［担当：商業観光課、都市計画課］

えびさわ　ゆづき
海老澤　釉月

新木小学校 女 ６年

我孫子市の水害につ
いて

・市の水害対策についての
質問

市で実施している水害対策について説
明しました。
［担当：治水課］

はっとり　こうすけ
服部　煌亮

新木小学校 男 ６年

手賀沼の水質につい
て

・手賀沼の水質が悪くなって
しまう原因について質問
・現在取り組んでいる活動、
これから行う予定の活動に
ついて質問

・現在の主な汚濁の要因が面源系のも
のであること、その対策について説明し
ました。
・我孫子市の啓発・推進事業、北千葉
導水事業、手賀沼水環境保全協議会と
湖沼水質保全計画、啓発イベント等に
ついて説明しました。
［担当：手賀沼課］

なかむら　きょうへい
中村　恭平

湖北台西小学校 男 ６年

手賀沼の工事につい
て

・手賀沼の工事に関して、手
賀沼の景色が見られる遊歩
道の計画や、堤防による洪
水を防ぐ効果、工事のお知
らせ、堤防工事による自然
を大切にする取り組みにつ
いて質問

千葉県で実施している手賀沼の堤防工
事について、遊歩道の計画や、堤防の
整備効果、工事のお知らせ方法、自然
環境への取り組みなど説明しました。
［担当：治水課］

はしもと　さわ
橋本　爽

我孫子第一小学校 女 ６年

お年寄りと子育て世
代の住みやすいまち
づくりについて

幅広い世代が一緒に楽しめ
るようなイベントなどの計画
について

・本の読み聞かせ、書写、部活動などの
お手伝い、花壇づくりや池の整備、登下
校の見守りなどに協力依頼を行ってい
るほか、地域のお祭りなどの行事やボ
ランティア活動などに参加していること
について説明しました。
［担当：子ども支援課、市民活動支援
課、指導課］

はぎわら　くうと
萩原　空斗

我孫子第一小学校 男 ６年

1



（４）質問に回答した事項
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

通学路の安全性につ
いて

通学路の安全性の確保につ
いて

毎年６月に通学路の安全推進会議を行
い、学校からあげられた危険箇所につ
いては、確認、協議を行い安全を確保し
ていることを説明しました。
［担当：学校教育課］

かわぐち　りお
川口　莉音

久寺家中学校 女 ２年

中学校の生徒数の差
について

通学路の安全性の確保につ
いて

毎年６月に通学路の安全推進会議を行
い、学校からあげられた危険箇所につ
いては、確認、協議を行い安全を確保し
ていることを説明しました。
［担当：学校教育課］

ひの　はるき
日野　晴貴

久寺家中学校 男 ２年

学校への予算につい
て

・各学校に割り振られる予算
はどのように決められている
か、人数による違いはある
か

・各学校の施設や備品の状況を調査し
たうえで教育委員会と校長先生が決め
ていること、耐震化やエアコン設置な
ど、順番を早めて実施したことを説明し
ました。
［担当：企画課］

つつみ　まゆ
堤　天悠

我孫子第二小学校 男 ６年

ごみステーションにつ
いて

・ごみステーションの対策と
してネット以外に実施してい
ること、新たに取り組む予定
のことはなにか
・私たちが出来ることは
・粗大ごみが回収日を過ぎ
ても残っているのはなぜか

・歩行者や車両の通行に支障がない一
部のごみステーションで、一定の条件を
付けて自治会等で管理する折り畳み式
のダストボックスの利用を認めているこ
とを説明しました。
・皆さんにはごみの量を減らし、ごみ出
しのルールを守ってもらうことが一番効
果的であることを説明しました。
・回収日を過ぎても残っている粗大ごみ
はルールを守っていないのが原因であ
ることを説明しました。
［担当：クリーンセンター］

つかはら　かいり
塚原　海聖

我孫子第三小学校 男 ６年

2



（４）質問に回答した事項
質問項目 質問趣旨 実施内容 議員名 学校名 性別 学年

我孫子市内公園への
落書きについて

市内公園の落書きについ
て、注意看板を設置しては
どうか。

・頻繁に落書きが行われるようなところ
に、看板設置を検討します。
［担当：公園緑地課］

さとう　なおみ
佐藤　尚美

我孫子第三小学校 女 ６年

お年寄りへのサギ対
策について

市の詐欺対策について ・消費生活センターにて情報の収集と提
供及び消費生活相談への対応や高齢
者が集まる場所や施設へ訪問し、具体
的な事例等をお知らせを実施しているこ
とについて説明しました。
［担当：商業観光課］

よしざわ　みなみ
吉澤　南美

布佐小学校 女 ６年

我孫子市の不審者対
策について

登下校中及び長期休業中
の不審者への対策について

「子ども１１０番の家」、少年指導員によ
るパトロール、「子ども見守り隊」による
見守り活動を実施や児童生徒自身で身
を守る力を付けることの大切さについて
説明しました。
［担当：市民安全課、指導課］

いとう　しゅう
伊藤　獅優

布佐小学校 男 ６年

3


