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市への提言

第８期まつもと子ども未来委員会

令和４年１１月２０日



まつもと子ども未来委員会とは…？

🔶 「松本市子どもの権利に関する条例」に

基づいて開催

🔶 小学５年～高校３年生

学校・地域・年代を越えて活動しています！

🔶 松本市の取り組みや、

地域の課題を学び、話し合い、

松本のまちづくりを

自分たちで考えています



未来委員会のマークについて

＼笑顔でいっぱいにしたい／

⇒ＫＯＤＯＭＯの“Ｏ”が笑顔に

なっている

＼松本と松本の自然を大切にしたい／

⇒手の中に松本、山と太陽 🌄

マークに込めた想い



未来委員会７か条

１ 自分の考えを持つ

２ 他の人の意見をしっかり聞く

３ 互いを認め合う

４ 積極的に取り組む

５ コミュニケーションを

大切にする

６ 松本をよく知る

７ 楽しく委員会に参加する

第４期の未来委員が
自分たちで考えました！



第８期の未来委員会

🔶 活動期間

令和４年４月～令和５年３月

🔶 委員

３７人（小学生18人、中学生14人、高校生5人）

→ 継続25人、新規12人

🔶 大学生サポーター

５人（信州大学3人、松本大学1人、松本短期大学1人）





市への提言



🔶 自分たちが興味を持った事柄について、
学習し、自分たちの考えをまとめる

提言に向けた活動

森林の
環境

福祉
公園の
ＰＲ

河川の
環境



福祉グループ

阿部 康介 大沢 朱夏 上條 乃愛

鈴木 咲歩 鈴木 柚葉 髙山 暁歩

滝澤 智貴 平形 藤子 横川 詩



テーマに興味を持った理由

・福祉とは何かを知りたいと思ったから

・障がいのある人に寄り添いたいと考えたから



松本市（松本駅）の現状

・音声、触知案内板があり、

誰でも利用しやすくなっている

・車いすの方が通りやすいように

道が整備されている

・視覚障がい者の方への配慮が多くあり、

ユニバーサルデザインが多く使われている



松本市の課題

① 身体障がい者への配慮がまだ少ない

② 障がいのある人が助けを必要としているのか、

周りの人が分からない

③ ユニバーサルデザインに関する

マークの認知度が低い

④ 公共施設のスロープの傾斜が

統一されていない



クイズ ２つのマークはどんなことを

表しているでしょうか？

① ➁



答え

国際シンボルマーク 耳マーク

① ②



市への提言①

① 障がいのある方々や介助している人たちに

アンケート調査をして何が一番必要なのかを

考えて実行する

② 周りの助けがほしい人に、助けて

ほしいことが分かるようなタグを配付する

タグの内容をまとめたポスターを作る



市への提言②

③ ・保育園、学校などでゲームを交えながら

ユニバーサルデザインに関するマークを

知ってもらう

・ユニバーサルデザインに関するマークを

まとめた冊子の配付

④ 障がいがある人の利用者数を分析して

配慮策を考えて実行する



公園のＰＲグループ

浅輪奏仁 石田羚華 沖本悠真

河田美紅 髙岡瑞希 滝川未央

根本怜奈 藤池春妃 山田明文



テーマに興味を持った理由

・松本市には公園がたくさんあるのにＰＲが
不十分と感じたから

・ＰＲに興味を持ったから

・身近なのにあまり知られていないから

・公園について調べてみて興味を持ったから

松本市の都市公園の割合

（全162か所）

街区公園

都市緑地

近隣公園

地区公園

総合公園

特殊公園

広域公園

【出典】 松本の公園 松本市公園緑地課



松本市の現状

・松本市にはたくさんの公園があるのに

知られていない

・ルールが守れない＝知らない

・駐車場が少ない

・管理者が不足している



松本市の課題

・駐車場が少ない

駐車場がなくて公園に行くのを断念してしまう

一方、駐輪場は逆に余っている

・ルールが守れない、知らない

インターネットを見ないと分からないルール＝

公園に設置されているルールの看板のみでは

分からない



市への提言①
〇ルールの書き方の工夫

・子どもに分かりやすいルールの案内板 ・話し言葉で書く

・漢字をなくし、平仮名だけ

・イラスト（４コマ漫画など）にし、見ただけでどんなルール

を伝えたいのかが分かるようにする

・ユニークな案内板の形

・案内板そのものを遊具にする

〇看板の設置箇所の改善

➡ベンチや四阿（あずまや）の近くなど

目につきやすい場所



市への提言②

市の公園緑地課にしか置かれていないパンフレットを

・市内の小中学校に設置する、プリントを配布する
・松本市内の回覧板に挟む ・松本市のＨＰに掲載する
・松本市の公式ＬＩＮＥに送信する
・松本市の公式Ｙｏｕｔｕｂｅで動画を投稿する
・イベントのパンフレットが設置されている市内の
公共施設などにこの公園のパンフレットを追加する



森林の環境グループ

浅井 想矢 荒井 結人 大澤 悠

岡本 結椛 刈谷 初花 杉野 広樹

藤池 夏希 堀 大希

丸山 日和 山田 夢佐志



テーマに興味を持った理由

・松本の山で枯れている部分が大きいから

・松が枯れて最近問題になってるから

・松本は山が多い

・森が好き

・松枯れがひどいから

・松枯れの問題を解決したら、

ほかの森林の問題の解決に

つながると思ったから



松枯れとは？

・多くの原因は、松くい虫による被害で発生

・マツノマダラカミキリがマツノザイセンチュウを

木から木へ運び、マツノザイセンチュウが幹の中

で爆発的に繁殖します

・センチュウが松が水を吸い上げる機能を阻害して

しまうため、松が弱って枯れてしまう



松本市の現状①

・松枯れの被害が県内最多

・松がどんどん減っている

・被害が拡大している

・健康不安のため

薬剤を散布できない

・地球温暖化により被害が

拡大している

松本市の被害量及び駆除本数、
処理費用の推移



松本市の現状②

・お金と、人手が不足している

・伐採した松が使われていない

・松が枯れて森林の色が変わっている

・ワクチンの値段が高い



松本市の課題①

・松枯れ対策のお金を増やす必要がある

・健康不安によって薬剤散布ができない

・松枯れ対策に人が集まらない



松本市の課題②

・松枯れのことを知っている人が少ない

関心がない

・松が枯れている面積が広い

・枯れた松があまり使われていない



市への提言

・市民に知ってもらう。

→パンフレット、ＨＰ、ポスター

・枯れた松を使ってＢＢＱの木炭や薪に再利用、販売

・薪が売れたお金で、松枯れ防止用のワクチンを購入

したり、枯れた松の処理施設を作る

・枯れた松を燃料にして市の公共施設の暖房や発電に使用

・クラウドファンディングで資金を集めて松枯れ対策に使う



伊藤 英怜奈 大沢 篤士 小野 航平

竹内 幸兎 根本 丈瑠 橋本 昂賢

藤﨑 晋一郎 藤﨑 悠理 山脇 悠誠



テーマに興味を持った理由



松本市の現状

外来植物が多い！



なぜ外来植物がダメなの？

・繁殖しすぎて元々いた生物に影響

→生態系のバランス、生物多様性を崩してしまう

・人間への害がある



なぜ外来植物がダメなの？



松本市の課題

認知が低い！

多くの人に現状を

知ってもらう



市への提言①

外来植物の現状を知ってもらう

ポスターを貼る 回覧板に挟み込む

学校でチラシ配付 看板を建てる

など更なる工夫を！



市への提言②

下流の外来植物を駆除しても、

上流から種が流れてくるとまた増える！

上流から下流まで

広範囲＋継続的に駆除活動を



私たちにできること

・学校の友達に伝えてみる

・委員会で駆除活動をする

・外来植物についてさらに学ぶ



ご清聴ありがとうございました！


