
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども未来会議室 

各校提案概要  

【速報版】 
 

第１回 ８月２日（月） 

第２回 ８月３日（火） 

第３回 ８月５日（木） 

第４回 ８月６日（金） 
 

 

＜テーマ＞ 

私たちが市長になったら○○します！ 

～魅力あるまち船橋へ～ 
 

 

 

 令和３年度 



 

  

 



「こども未来会議室」に参加してくれた皆さんへ 

 

 

 代表生徒の皆さん、夏休みの貴重な時間に「こども未来会議室」にご参加いただき

ありがとうございました。 

 今年も、中学生ならではの様々な提案があり、普段と違う視点からまちを知ること

ができ、プロジェクトメンバー全員とても良い経験になりました。 

 

限られた時間の中だったと思いますが、学校内で提案をまとめたり、発表の練習を

したり、学校代表としてしっかり準備をしたことが伝わってくる堂々とした発表で、

とても驚きました！ 

皆さんも、他校の提案を聞いて、様々な発見があったのではないでしょうか。 

 

 本来であれば、市長や他校の代表生徒の皆さんとの交流の時間や、プロジェクト 

メンバーからのおもてなしの時間を作りたかったのですが、新型コロナウイルスの 

影響で、残念ながら制限せざるを得ない状況でした。 

 それでも、皆さんが少しでも船橋市のことに興味を持ったり、まちを良くするため

に活動している人がたくさんいることを知ったり、何よりも「こども未来会議室」に

参加して楽しかったと感じてくれていたら幸いです。 

 

ご参加いただき、本当にありがとうございました！ 

 

こども未来会議室プロジェクトメンバー一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 ８月２日（月）                       
 

 

  

 

 

 

 



  
昼寝を導入します！ 

・午後の５～６時間目に眠くなるのは、給食後の 

血糖値上昇と、２時～４時に眠気が来るように 

体内時計が設定されているため仕方がない 

・業務効率化のため、実施している企業がある 

・２年前に湊中で導入した時は高評価だった 

・寝られなくても、目をつぶるだけでも効果あり 

➡午後の授業に集中することで学力向上！ 

湊中 

船橋をもっとよい街に！ 

・高齢者が買い物しやすい仕組みや道路に 

ベンチを作り、生活しやすいまちに 

・子育て支援金の給付や、保育園の定員を 

増やして若い世代の転入を増やす 

・船橋にんじんなどの特産物を使ったレシピ 

を紹介して地産地消を推進する 

・小さい子供も安全に利用できる公園にする 

市政にもっとSDGｓを！ 

・２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す 

国際目標で、１７のゴールを掲げているが、達成 

するためには、市、地元企業、学校が連携して社会 

課題を解決するための仕組みが必要 

・子供服を集めて難民の方等に送るため、公民館や 

図書館、保育園等に回収ボックスを設置する 

・SDGｓ推進隊を発足して楽しく活動する 

法田中 

 

 

みんなは知ってる？～船橋のおいしい食材～ 

① 船橋の特産品のPR作戦！ 

・サンセットマーケットのようなイベントを中学校で開催 

・SNSを活用してイベントや生産者を紹介 

・特産品や船橋のことを盛り込んだ「船橋かるた」を制作 

② 船橋の食品ロス解消作戦！ 

・給食の野菜をハートや花の形にしたり、中学生が献立を 

考えて食品ロス削減の意識付けをする 

・傷のある野菜をスーパーで安価で販売してもらう 

 

葛飾中 

 

 

 

 

 

御滝中 



 

 

 

学区の活性化を目指します！ 

・交通事故や自動車盗難を減らすため、信号機

や街灯を設置する 

・日本は海外と比べ携帯通信料が高い。市民 

のためにインターネット環境を整えたり、 

外国人観光客のためにWi-Fiを設置する 

・芝山地区に本屋やレンタルショップ、みんな

が使える図書館を設置する 

誰もが自由に制服を選べるようにします！ 

・学校では「LGBTQ」を学ぶ機会が少ないが、 

「LGBTQ」への悩みを抱えている方は多い 

・他市でも男女差を無くした制服の導入実績が 

あり、制服を通じて差別や偏見を減らし、 

理解を深めることができる 

➡制服以外にも、社会の様々な場面で

「LGBTQ」を考え、関心を持ってほしい 

習志野台中 

芝山中 

 

誰にでも優しい安心・安全で 

段差の少ない歩道をつくります！ 

・普段、車いすや杖を使っていると、少しの段差 

でも危険な思いをしたり通れないこともある。 

ベビーカーや高齢者も、道幅が狭いと困ること 

があるので歩道を広げ段差をなくす 

・歩道に自転車を置かないための看板を設置する 

・音が出る信号機を増やす 

豊富地区の道路整備をします！ 

・豊富中は市内で唯一自転車通学が可能で、道路

や歩道が狭いと感じることが多いため、自転車

専用レーンやガードレールを整備する 

・県民の森付近は、昼でも木が生い茂っていて暗

いため、道幅を広くして街灯を増やす 

➡高齢者や学生にも安全な道に！ 

 

県立船橋夏見特別支援学校 

豊富中 

 

 

 

 

 

 



  

通学路を整備します！ 

八街市で起きた事故を繰り返さないために、

危険な通学路をなくす 

・飛び出し防止看板や街灯を設置する 

・道幅を広げる 

・カーブミラーを設置する 

・自転車と歩行者を分ける 

・速度抑制効果のある道路にする 

海神中 

船橋を活性化させます！ 

① 千葉ジェッツふなばしの応援！ 

 ・ジェッツとコラボしたスポーツ広場を作る 

 ・ジェッツのアンテナショップやカフェを作る 

② 千産千消！ 

 ・ふなっこ畑のような農産物直売所を作る 

・梨ジュースが出る蛇口を作る 

➡空き家を活用したり、SNS映えスポットを作る！ 

 

中高生が遊べる施設を増やします！ 

アンデルセン公園等、１２歳以下向けの遊び場は

あるが、中高生がメインの遊び場がない 

➡中高生が楽しめる施設を作り、有名YouTuber

に紹介してもらう 

  ・VRやプロジェクションマッピングのゲーム 

  ・難易度の高いアスレチック 

  ・床が全部トランポリン 

飯山満中 

行田中 

 

 

 

 

 

 

第２回 ８月３日（火）                       
 

 

  



  

規格外野菜の有効活用！ 

傷がある、曲がっている、色が薄い等の理由で 

市場に出せない規格外野菜は全体の３～４割を 

占め、フードロスの原因になっている 

➡Ajisai Project（味は良いから食べ野菜）を実施 

・6月にAPフェスを開催し、キッチンカーでも販売 

・おもしろ野菜コンテスト（ベジリンピック）を開催 

・規格外野菜の販売をチラシ等で周知 

三田中 

治安がよいと言われる市を目指します！ 

① 市長ができること 

・街灯の数や警察官の見回りを増やす 

・定期的にアンケートを行う 

② 市民ができること 

・手作りポスターを作る 

・地域交流を盛んにする 

➡市民全員が治安について考えることが大切！ 

船橋市若者応援プロジェクト！ 

～中・高・大学生と交流して楽しく学ぼう～ 

市内の高校生や大学生との交流会を行う 

・部活や勉強を教えてもらいたい 

・受験など、これから経験することを知りたい 

・Zoom等を用いてオンラインでも開催できる 

➡様々な学生が地域と協力することで市全体が 

今以上に盛り上がる！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

大穴中 

交通事故をゼロにします！ 

昨年、市内では 1,200 件の交通事故が起きて

いる（同人口規模の鹿児島市の２倍！） 

➡事故が起きないような対策が必要 

・危険な場所について、書面とネットの両方を活用して 

アンケートをとる 

・小中学生に、総合の時間で交通ルールを再確認する 

・危険な場所に看板を設置する 

小室中 

古和釜中 



 

 

  

公園の緑地化を推進します！ 

・スマホ・ゲーム・PCの使用が増えたことで、

こどもが公園で遊ぶ時間が減少している 

・地域の交流が減少している 

➡「緑と花のジャンボ市」のようなイベント

で緑に触れ合う機会を増やす 

船橋港親水公園を芝生化し、こどもから

高齢者まで楽しく過ごせる憩いの場に！ 

宮本中 
 

船橋市案内アプリを作ります！  

機能１ 渋滞回避 

・船橋市は道が狭く渋滞が多くて不便！渋滞を

避けるために広い道に案内する 

機能２ 船橋市の紹介 

・市内の名所にQRコードがある看板を設置し、 

読み込むと船橋クイズに挑戦！正解すると 

ポイントが貯まり、特産品と交換できる 

旭中 

市民が誇れる、住み続けたい街にします！ 

①特産物をもっと盛んに！ 

 ・カラフル人参など、新しい特産物を作る 

 ・野菜の自動販売機を作る 

 ・コンポストを使い、給食の残飯で堆肥を作る 

②歴史の魅力あふれるまちに！ 

・市内には約200か所の遺跡があるが知られていない 

・国史跡に指定された「取掛西貝塚」をもっとアピール！ 

高根中 

 

 

 

 

 

 

第３回 ８月５日（木）                       
 

 

  



  
環境にやさしく『船橋PR大作戦』！ 

～レジ袋はもう古い～ 

ボランティア活動中、レジ袋のごみが多かった・・・ 

・中学生がデザインしたエコバッグを作る 

・エコバッグ利用促進のためのポイントカードを作る 

・エコバッグ利用証明の缶バッジを作る 

・ポスターを作りエコバッグの使用呼びかけをする 

➡プラスチックごみを減らして、まちを綺麗に！ 

八木が谷中 

交通事故をなくすための道路環境整備！ 

・交通事故の件数では、千葉県は全国９位

（22,931件）、船橋市は千葉県内４位と多い 

・金杉台地区へ出入りする道路は２本あり、その

うちの１本は金杉台児童ホームの前を通るが、

ガードレールがなく危ない 

・ガードレール、柵、花壇等を設置して、車道と

歩行者を分ける 

金杉台中 

船橋を照らす光と社会を動かす皆のために！ 

① 市役“車”を作る 

・市役所に行く時間がない方や体力的にきついという 

 方のために、移動式の市役所を整備する 

・市役所に人が集まらない（コロナ対策にもなる） 

② 手持ち花火ができる施設を作る！ 
・家の近くでやると声や煙で迷惑になる 

・公園でも海でも花火禁止 

前原中 

市内のWi-Fiスポットを増設！ 

市内のWi-Fiスポットは船橋駅付近の市内南部に

集中しているため、市内各所に増設！ 

・教育環境が充実し、優秀な人材の輩出に繋がる 

・市外在住者が通勤通学等で利用できて満足度アップ 

・公共施設の屋上に太陽光発電を設置して電力を確保 

（避難所利用の際にも電力供給が可能） 

➡費用がかかるため、まずは学校、駅、バス停等から増設 

千葉日本大学第一中 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

船橋の特産物をPRします！ 

・中学生が特産物のＰＲ方法を考える 

・特産物の調理例を紹介 

・地産地消コーナーを増やす 

➡スーパーや百貨店で実施して、気軽に特産物

を手に取ることができるように！ 

・作り手への感謝の気持ちを持てるように、船橋

産の食材を使った給食の日を増やす 

船橋中 

船橋の特産品を全国に広めます！ 

特産品やエコレシピでフードフェスを開催！ 

・食品ロスを減らすため、傷んだ梨や皮を使ったり 

食べ終わった貝殻を砕いて肥料にして活用 

★若松中が考案したエコレシピ★ 

・梨マフィン（梨の皮を使用） 

・梨ジャム（梨の皮を使用） 

・アサリとホンビノス貝のアヒージョ 

若松中 

道路標識等を改善します！ 

① 道路標識や交通ルールを知る機会を作る 

 ・学校で特別授業を年に１回以上実施 

② 道路標識の改良と周りの環境整備 

 ・標識の形状をオーバーハング式に変え、樹木

等で隠れてしまっている標識を見やすくする 

 ・標識のポール下側に日本語と英語で標記した

サブプレートを設置し、気付きやすくする 

 

 

 

  

 
オーバーハング式 

二宮中 

 

 

 

 

 

第４回 ８月６日（金）                       
 

 

  



 

  制服をジェンダーフリーにします！ 

・自由に制服が選べなかったり、スカートがいや

と考える人が増えてきている 

・多様性が求められている 

・実際に導入している学校がある 

➡小さいうちからジェンダー教育を行い、

LGBTQについて知ってもらう 

➡本当の自分を隠さず自由に学校生活を送れる！ 

船橋の魅力再発信！ 

市の観光施設が十分に活かされていないのでは？ 

船橋の魅力① アンデルセン公園 

・土日は駐車場が満車になる等アクセスに課題   

があるため、有料シャトルバスを運行する 

船橋の魅力② 三番瀬 

・アニメやマンガとのコラボ企画を実施する 

・マスコットキャラや三番瀬ブランドを作る 

高根台中 

生徒が過ごしやすい教室・学校づくりを！ 

① 机のサイズを大きくする 

 ・PCが配布されたため机の収納が半分に 

 ・一日に使う教材が入りきらない 

② ロッカーのサイズを大きくする 

 ・ロッカーが小さく、バッグがはみ出ている 

③ 水道の数を増やします 

・トイレの中の水道が少ないため、密になる 

給食フェアを開催します！ 

船橋産の食材を知って地産地消につなげるため、

船橋アリーナやららぽーと等で給食フェアを開催 

・給食メニューを1 品100 円で販売 

・使われないことが多いにんじんの葉を使ったふ

りかけや天ぷら等を出して、食品ロスを減らす 

・こどもたちの新しいアイデアを取り入れる 

➡懐かしい味でワクワクするような体験を 

七林中 

 

三山中 

坪井中 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

みんなからの提案に対する報告書は、 

今年度のうちに改めて配布するよ！ 

 

お問い合わせ先 

・当日の連絡

先 

♬ 市民の声を聞く課Facebook ♬ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/funabashi.shiminnokoe 

 

 
QR コード 

「こども未来会議室」プロジェクトチーム事務局 

船橋市役所 市長公室 市民の声を聞く課 

担当：近藤
こんどう

・金子
か ね こ

・湯本
ゆ も と

 

T E L：047-436-2784（受付時間：平日9 時～17 時） 

F A X：047-436-2789    

E -ma i l：shiminnokoe@city.funabashi.lg.jp 

 

「こども未来会議室」当日の様子は、 

『船橋市役所ホームページ』と『市民の声を聞く課Facebook』 

に掲載していますので、ぜひご覧ください！ 

♪ 船橋市役所ホームページ ♪ 

 

 

 

 

 

http://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/kouchou/006/index.html 
 

 
QR コード 

mailto:shiminnokoe@city.funabashi.lg.jp

