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（5.30 第 3回未来委員会 市民芸術館 屋上庭園で） 

 

平成２７年１月にはじまった「まつもと子ども未来委員会」は８月までに６回、委員会

を開きました。これまでに、どんな話をしてきたか紹介します。 

 

 

１ 未来委員会でどんなことを話し合いたいか。（第 1回、第 2回、第 3回） 

 

 委員のみんなから、たくさんの意見が出

ました。同じような意見をグループに分け

て、みんなで、どんなテーマで話し合いた

いか決めました。 

 

 その結果、３つのテーマに決まりました。 

① まちを良くすることについて 

② 自然のことについて 

③ まちのＰＲのことについて 

 

平成 27年 9月号 
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２ ３つのテーマのことをもっとよく知るためにはどんなことをするか。 

 

テーマ①「まちを良くすることについて」 

⇒ そのためには、どんなことが知りたい？ 

 ☆ まちおこしをしている人や市役所の人に 

話をきく。 

 ☆ 高齢者の話も聞いてみたい。老人ホームへ 

行って聞いてみたらどう？ 

 ☆ まちの中を歩いている人に聞いてみたら 

どうか？ 

 ☆ 地元の人が知っているから、地元の人に 

聞いてみたい。 

 

 

テーマ②「自然のことについて」 

⇒ そのためには、どんなことが知りたい？ 

☆ 自然と言えば山・川・森林が思い浮かぶ。 

川をきれいにしている人に話を聞いてみたい。 

☆ 花がいっぱいあるところへ行って、どんな工夫をしているか話を聞いてみたい。 

☆ 海のことや山のことについて、地元の人に話を聞いてみたい。 

 ☆ 山や川へいってゴミの問題などを聞いてみたい。 

 

 

テーマ③「まちの PRのことについて」 

⇒ そのためには、どんなことが知りたい？ 

 ☆ PRするにはイベントが必要。 

月に 1～2回、イベントをやって景品とか出すのはどう？ 

 ☆ 松本城や旧開智学校などで PRする。 

 ☆ 松本のグッズをつくって、おみやげ屋さんに、ていあんする。 

 ☆ 駅とか空港にアンケートをくばる。 

 ☆ ボランティアでバスガイドさんをやる。 

 ☆ ふるさとのうぜいをすすめる。 

 ☆ 新聞をつくって、けいじしてもらう。 

 ☆ CDにして、まちの人にきいてもらう。 

☆ 隣の塩尻市とか、しまい都市とか、松本城つながりでお城のあるところとか 

海とか山とかの都市と交流するのはどう？ 
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３ 未来委員会のマークについて 

 

 

5月の委員会で、未来員会のマークについて、三つのグループに分かれて話し合いました。 

みんなで話し合ったあと、グループごとに“どういう思いでこのマークを書いたか”発表

しました。 

いろんなマークのアイディアが出て、一つには決められませんでした。もう少し、みん

なで話し合うことになりました。 

 

それぞれのテーマごとの話し合い 

① まちを良くすることについて （第 4回 6月 21日（日） 文書館にて） 

「まちを良くすることについて」、3つのグループに分かれて話し合いをしました。 

グループごとに話し合ったあと発表しました。 

 

【松本のいいところ】 

・自然がきれい、空気や水がおいしい。 

・文化財が多い。 

・公園が多い。 

・観光地が多い。 

・他の県と比べて犯罪が少ない。 

・あいさつする人が多い。  など 

 

【松本の良くないところ】 

・ゴミがいろんなところに落ちている。 ・川が汚れている。 

・知名度が低い。           ・自転車のマナーが悪い。 

・夜、バイクの音がうるさい。     ・落書きがある。 

・カラスが多くて被害がある。     ・自転車道路が凸凹。    など 
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【自分たちができること】 

・未来委員会でゴミ拾いなどをする。  ・ポイ捨て禁止のポスターをつくる。 

・自分たちが親戚とか知り合いに松本のＰＲをする。 

・木や花を植える。          ・川の清掃などをする。   など 

 

【大人や市役所などにお願いしたいこと】 

・山雅や松本城、上高地などを使ってアピールする。 

 雑誌や、新聞、イベント、特産品、グッズなどを使って県外にアピールする。 

・川や道路、公園の整備をしてほしい。 

・地域ごとに川の清掃などを定期的にやる。 

・落書きやポイ捨てはダメだという教育をもっとしてほしい。 

・ゴミが捨てられそうなところに注意の看板を出す。 

・生ごみなどを減らして、カラスや鳥が元いた場所に帰れるようにする。 

・花や木を植えて、まちをきれいにすれば、ごみを捨てる人も減る。 

・自転車の免許制や中学・高校でも安全教室をやってほしい。 

・タバコのポイ捨てを減らす。 

 タバコが吸えるところを減らす。 

 タバコを吸えるところを囲う。 

 タバコが体に悪いということをもっとアピールする。 

 タバコの値段を上げる。                     など 

 

 

② 自然のことについて  （第 5回 7月 26日（日） 窪田空穂記念館にて） 

「自然のこと」について、3つのグループに分かれて話し合いをしました。 

グループごとに話し合ったあと発表しました。 

 

【今の松本の自然について】 

・自然がたくさんある 

・ゴミがなどあり、自然破壊がある 

・松の木が枯れている 

・森林伐採がされている 

・自然の土地が少ない 

・きれいに見えても川にゴミがある 

 ・都会から見るときれいな自然なので守っていきたい 

 ・道路にタバコの吸い殻が落ちている ・美ヶ原がきれい 

 

【どうしたらいいか】 

・木をできるだけ切らないようにする  ・日が当たらなくても育つ木を植える 
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・動物を守っていく          ・ゴミを捨てない 

・芝を植える       ・ゴミのネットやゴミ箱を置く 

・川の清掃をする       ・川の水をきれいにする   など 

 

【自分たちができること】 

・ゴミ拾いなどをする   ・電気をなるべく使わない 

・エコ活動をする    ・ペットボトルなどリサイクルする 

・余計なごみを出さない        ・川の清掃などをする 

・ポスターなどをつくる   など 

 

【大人や市役所などにお願いしたいこと】 

・木を植えて自然を増やすこと 

・自然を守る活動したら何かもらえるような企画をつくる 

・子どもたちにも手伝える企画をつくる 

・ゴミを捨てる人を少なくするための規則をつくる 

（大きいゴミをすてる、タバコをすてる、空き缶をすてるなどの大人がいる） 

・森林を守るキャンペーンをやる 

・土の地面を多くして欲しい 

・熊のエサになる植物などを植えてほしい      など 

 

 

③ まちのＰＲについて  （第 6回 8月 22日（土） 松本市美術館にて） 

「まちのＰＲ」について、3つのグループに分かれて話し合いをしました。 

グループごとに話し合ったあと発表しました。 

 

【松本で人に紹介したいもの】 

・松本城   ・美術館  ・旧開智学校 

・松本空港    ・あがたの森  ・縄手通り 

・特産品（レタス、セロリ、そば、りんご） 

 ・松本山雅  ・ご当地料理（山賊焼きなど） 

 ・松本を舞台にした映画やドラマ 

 ・自然 

（アルプス、乗鞍、美ヶ原 

上高地、冬の雪、おいしい水） 

 ・マスコットキャラクター 

（アルプちゃん、なーのちゃん、あるくま）    

 

など 
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【紹介したいものを使って、どんなことができるか】 

【松本城】 

  ・松本城を世界遺産にしてＰＲする。 

 

  【松本を舞台にした映画】 

  ・松本でロケをした映画のパンフレットに松本の紹介記事を書いてもらう。 

  ・映画に出演したキャストの人に松本のＰＲをしてもらう。 

  ・自分たちが口コミで広める。 

 

  【松本山雅】 

  ・松本の宣伝コーナーを作って、特産品を販売する。 

  ・松本のご当地料理を売る。 

  ・アウェイの試合にも特産品やご当地料理を持って行ってＰＲする。 

 

  【縄手通り】 

  ・カエルのイベントをやる。 

 

【自然をつかったもの】 

  ・雪を使って、雪合戦大会などのイベントをやる。 

  ・水をＰＲするために、大きな蛇口のモニュメントをつくる。 

   大きな蛇口から水がでるようなものをつくる。 

   松本の水を売る。  水をつかったイベントをやる。 

 

【観光宣伝の方法】 

  ・観光センターを充実させる。   ・有名人の銅像をつくる。 

  ・空港やインターの近くに案内所をつくる。 

  ・自分たちが観光地を取材して子ども目線のパンフレットをつくる。 

  ・飛行機やバスの車体に松本の宣伝を書く。 

  ・「これが日本一」というものをつくる。 

  ・特産品をつかってご当地料理をつくる。 

              などなど 

 

 

 

 

これまでの話し合いで出たことを 

次回以降の委員会でまとめて、11月の市民フォーラムで発表します。 
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【市内見学】 

話し合いのテーマの勉強のため、松本市の自然、文化、歴史、松本市の取り組みなどに

ついて、市内の施設などを見学しました。 

 

 ① 8月 9日（日）市内の博物館を見学 

 

 

 

 

 

 

 

        市立博物館                        時計博物館 

 

 

 

 

 

 

 

       市内の湧水めぐり                   馬場家住宅 

見学した博物館など 

    旧開智学校、松本市立博物館、市内の湧水めぐり、はかり資料館 

    まつもと市民芸術館、時計博物館、馬場家住宅 

 

② 8月 10日（月）環境保護についての研修 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミの分別について説明を受ける           まつもとの環境について説明を受ける 

 

 

 

 

 

研修内容 

 環境政策課担当者から「まつもとの環境について」説明を受ける。 

 美ヶ原高原をパークボランティアの方の案内で散策、自然観察を行う。 

 環境業務課担当者から「松本市のごみ処理について」説明を受ける。 
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美ヶ原高原をパークボランティアの方の案内で散策 

 

 

まつもと子ども未来委員会の委員 38名 

学  校 男    子 女    子 

小学生 

 

23名 

5年生 

13名 

大野川小、才教学園、清水小 

筑北小、附属小、山辺小 
6名 

源池小、寿小、四賀小 

附属小、芳川小 
7名 

6年生 

10名 
旭町小、梓川小、附属小 3名 

岡田小、芝沢小、島立小 

附属小、本城小、明善小 
7名 

中学生 

 

7名 

1年生 

5名 
信明中、筑摩野中 2名 開成中、附属中、丸の内中 3名 

2年生 

1名 
筑摩野中 1名 ―― ― 

3年生 

1名 
―― ― 山辺中 1名 

高校生 

 

8名 

1年生 

2名 
予備校 1名 秀峰 1名 

2年生 

2名 
美須々ヶ丘高校 1名 美須々ヶ丘高校 1名 

3年生 

4名 

松本工業高校 

美須々ヶ丘高校 
2名 美須々ヶ丘高校 2名 
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これまでの活動記録 

回 日   時 場  所 内  容 

１ 
平成 27年 

1月 24日（土） 
14:30～16:30 

あがたの森文化会館 

①他己紹介 
②委員会の活動について 
③子どもの権利について 
④今後の日程について 

２ 
平成 27年 

3月 14日（土） 
14:30～16:30 

あがた児童センター 
①委員長、副委員長選出 
②子どもの居場所について 
③話し合いのテーマについて 

３ 
平成 27年 

5月 30日（土） 
14:00～16:30 

まつもと市民芸術館 
①話し合いのテーマについて 
②市内見学の場所について 
③未来委員会のマークについて 

４ 
平成 27年 

6月 21日（日） 
14:00～16:30 

松本市文書館 

①「まちを良くすることについて」 
②市内見学の場所について 
③未来委員会のマークについて 
④学都フォーラムについて 

５ 
平成 27年 

7月 26日（日） 
14:00～16:30 

窪田空穂記念館 

①「自然のことについて」 
②市内見学の場所について 
③学都フォーラムについて 
④チャオ！バンビーニについて 

 
 
市
内
見
学 

平成 27年 
8月 9日（日） 
8:45～17:00 

博物館見学会 
旧開智学校、松本市立博物館、 
はかり資料館、市民芸術館 
時計博物館、馬場家住宅 

平成 27年 
8月 10日（月） 
9:00～17:00 

環境保護研修会 
環境政策課担当者から説明 
美ヶ原高原自然観察 
環境業務課担当者から説明 

６ 
平成 27年 

8月 22日（土） 
14:00～16:30 

松本市美術館 
①「まちのＰＲについて」 
②学都フォーラムについて 
③チャオ！バンビーニについて 

 

これからの活動予定 

  第 7回未来委員会  9月 26日（土）14:00～16:30 山と自然博物館 

  第 8回未来委員会  10月 24日（土）14:00～16:30 考古博物館 

  第 9回未来委員会  11月  （調整中） 

  第 10回未来委員会 12月  （調整中） 

 

☆ 学都まつもとフォーラム 分科会の運営、参加   9月 6日（日） 

☆ 全国自治体シンポジウム 分科会、子ども交流へ参加 10月 10日（土）、11日（日） 

☆ チャオ！バンビーニ   企画で参加        11月 23日（祝） 

☆ 子どもの権利の日市民フォーラム 活動発表  11月 29日（日） 


