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(第 8期) まつもと子ども未来委員会の市への提言報告 

令和４年１２月８日 

 

１１月２０日（日）、勤労者
きんろうしゃ

福祉
ふ く し

センター大会議室で、第３９回松本市青少年健全育成市民大会・「松本子

どもの権利の日」市民フォーラムが開催
かいさい

され、市への提言を行いました。この日は、３７人の委員のうち、

32人が出席して、発表しました。 

 

１ 市への提言 

 

 

 

 

 

 

 

２ 伊佐治教育長・臥雲市長のコメント 

（１）福祉グループ 

  【教育長】 

福祉を考える時は、想像力
そうぞうりょく

を働かせることが大切だと思います。１０年位前に腰の手術をして、  

ゆっくりしか歩けないときには人の目が気になったりしました。そういったことに対して周りの人が

配慮
はいりょ

してくれる人、くれない人いろんな人がいると感じました。その経験をしたときに、普段障がいを

持っている人に対して自分がどれだけ想像力を働かせることができるのかが大切だと思いました。 

公共
こうきょう

施設
し せ つ

のスロープの傾斜
けいしゃ

が統一
とういつ

されていないことは、実体験からも感じました。スムーズに身体

を動かせない人には数センチの段差でも、乗り越
こ

えることができないということもあると思います。

市の施設をつくるとき、改修
かいしゅう

するときに改めて徹底
てってい

していくことが大事だと感じました。 

ユニバーサルデザインやヘルプマークについても周知をしていくという 

ことが大事だと思いました。皆さんでポスターなどを具体
ぐ た い

策
さく

として取り組んで 

もらいたいと思いました。そしてカルタを作るという提案は、とてもいい 

アイディアだと思いました。ユニバーサルデザインやヘルプマークのことを 

入れたカルタで、楽しみながら知ることができれば保育園、小中学校で 

広がっていくのではと思いました。 

障がいがある人の利用者数を分析して配慮策
さく

を考えて実行することについては、市の施設などで、

どう配慮が必要なのかをみんなが共通の認識
にんしき

を持つようなポイントをまとめていくことが必要だとい

うことを、提言を通じて感じました。 
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  【市長】 

アンケートは担当課でも行っていますが、もっと意見を吸い上げられるような調査を、インターネッ

トなどで行っていきたい。時代は変化しているので、障がいを持つ方が今必要なことは 

何なのかきめ細かく調査をしていかなければいけないことだと思っています。 

ヘルプマークはそういった取り組みがあっても、よく知られていなかった。 

知っていてもどう手を差し伸べていいか、躊躇
ちゅうちょ

してしまうことがあります。 

いろいろな形で周知をしていきたいと思います。 

利用者数を分析
ぶんせき

してどのようなところにどんな対策、支援策が必要なのかは、きめ細かく丁寧
ていねい

に調

査をして、その人に対してはどういう対策をしていくのかということを改めて考えなければいけない

ということを提案してもらったと思います。 

今回は主に身体の障がいについてでしたが、心の障がいや、生まれた時からの障がいなど、障がい

という言葉の範囲
は ん い

がすごく広いです。幅広
はばひろ

く大勢の人たちに伝わるように取り組まなければいけない

と思います。今回いただいた提言を皆さんの中でもより深めて、広げてもらいたいと思います。 

 

（２）公園のＰＲグループ 

 【教育長】 

事前に資料を見たときに、公園のＰＲが不十分という意見に対して、そんなことないと思いました。

市外から訪
おとず

れる方もいるくらい人気の公園もあるということで、ＰＲは十分だと思っていましたが、

改めて市民が本当に魅力
みりょく

を知っているかと思うと、まだまだＰＲが足りないと思い直しました。 

ルールの書き方の工夫の提言がありましたが、平仮名だけにしたり、話し言葉で書いたりするとい

う子どもたちにわかりやすいルールの案内板の提案も改めて必要だと思いました。イラストで楽しく、

これは何だろう思って見てもらえることも大事だなと思いました。 

【市長】 

公園について、知られていると思っても本当に知りたいことがわからない 

状況になっているのではないかと考えさせられました。 

私が一番面白いと思ったのはユニークな案内板の形にしてしまうという 

部分です。一番見てもらうには場所も大事だと思いますし、イラストにする 

などのことも大事だと思いますが、形を面白くしたら、これはなんだろうと 

思って見てもらえて、公園の中の楽しい特徴
とくちょう

の一つになるかなと思いました。 

知らない公園にも行ってみようと思ってもらえるようにするにはどうしたらいいのだろう。という

提言は、自分に合った公園に行ってもらえるにようする。学校でのプリント配布や回覧板、インターネ

ットでＬＩＮＥやＨＰで伝えることなど、あらゆることをもっとやらなければならないと思いました。 

公園のパンフレットについては、もっと気軽に見てもらえる方法はいくらでもありますので、せっか

く作ったらみんなに見てもらえるようにしたいと思います。松本市のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは、市役所

の１階にスタジオをつくって職員が活動やイベントをＰＲしています。皆さんが、公園のＰＲ動画を作る
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よと言ったら、受け入れますので、一緒にできればと思います。 

管理者が不足している話ですが、草が生え放題になっていたり、利用しやすい状況になっていなか

ったりします。近くに住んでいる人たちが、草刈
く さ か

りをしてくれて管理に関わっている公園もあります。

また、ぜひ皆さんにも小さなことでも身近な部分で公園づくりに関わってもらいえると嬉しいです。 

 

（３）森林グループ 

 【教育長】 

   日本は森林が８割といわれています。そして、松本市も８０％は森林 

だと思います。森林はそれだけ身近ですし、大切なものです。Ｃｏ２削減 

や災害を防いだり、みんなの憩いの場であったりと日本人の生活に 

昔から切り離
はな

せないものだったと思います。未来を担
にな

っていく皆さんが、 

真
ま

正面
しょうめん

から向き合ってくれたことがとても嬉
うれ

しかったですし、勉強に 

なりました。長い年月の中で見ると、自然の中の循環
じゅんかん

ということもある 

かもしれないですが、ただ手をこまねいていればいいというわけではありません。 

枯れた松を使って、再利用していくことが、例えば売れたお金でワクチンを購入する、そして枯れた

松の処理施設をつくるということは考えられることですし、循環型のことができればうまくいくのか

なと思いました。ただ、枯れた松を切って下まで運んでくることが、とても難しいのかなと感じます。

継続して考えてもらえたらありがたいかなと思いました。 

そして、松枯れ対策のお金を増やす必要がある。課題の一番に述べてもらったことで、その通りだ

と思います。長野県は、森林に関する森林税を導入
どうにゅう

しています。これが全国の共通する課題だという

ことで、令和６年度から森林環境税が、徴収されるようになります。まずこの税金を国内で有効に使っ

ていくことが大切です。ただ地域によって事情
じじょう

が異なるので、松本にふさわしい使われ方、森林とと

もに生きていくための具体的な方策を、松本市としても本気で取り組んでいかなければと思います。

皆さんも一緒にずっとテーマとして考えていただけたらありがたいと思いました。 

【市長】 

私が市長に就任して最初に手を付けたのが松枯れの問題でした。それは、 

皆さんが感じたように市内の松がどんどん枯れていって、空中
くうちゅう

散布
さ ん ぷ

で健康 

不安を感じる方がいたり、実際にそれを撒
ま

いても松枯れが止まらないという 

ことが続いていたりして、もっと根本的
こんぽんてき

なところから考え直さないといけないと思いました。 

専門家などの皆さんに集まってもらい、今後どうしたらいいか考えてもらいました。重大なことは、

松枯れはスピードを遅らせることができても、止めることはできない、基本的には自然の力にゆだね

るしかないという話でした。木の寿命や環境の変化もあって、より枯れるスピードもあがるということ

が根本にあります。今は、新しい広葉樹に植え変えていかなければいけないという話でした。しかし、

今生きている人にとっては、何十年も待っていられない部分もたくさんあります。枯れた木が大雨で

流れて、近くに住んでいる方々に被害
ひ が い

が出ることは防がなければいけません。枯れた松を早く除去し
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て危険な場所をなくすこと、まだ枯れていない松を何とか早く切って活用につなげていくことも必要

です。燃料に使うなどの使い道を見出していかなければいけないと思います。そういうところにも 

お金をかけていかないといけないと思います。やはり枯れる前使わなければいけないと思います。 

今できることと、何十年もかかることの両方の政策を考えているところです。 

最後に今回皆さんがこのように興味を持ってもらったことが、これからの松枯れのあとの松本の 

森林をどう生まれ変わらせていくかというところの一番大事なところを皆さんが勉強してくれたと 

思います。こういう状況になったのは、大人が森林に関心を持たなくなったからです。そして、本当だ

ったらもっと早い段階から手を入れなければいけなかったことができなかったことです。SDGｓや

脱炭素
だつたんそ

社会ということで、もう一度森林とともに生きていこうという社会の考えが大きくなってきて

います。森林の再生のために、できることを一つずつやっていければと思います。 

 

（４）河川グループ 

【教育長】 

先ほど紹介してもらった、オオキンケイギクは黄色いコスモスで、川の近くで咲いているのを見かけ

ました。どちらかというと綺麗
き れ い

だな、なんて思っていましたが、認識
にんしき

不足
ぶ そ く

だったと思いました。そのこ

とからも、皆さん指摘
し て き

してくれたとおり、認知
に ん ち

が低いと感じます。そして現状を知ってもらうために、

ポスターや回覧板、チラシ配布と意見がありました。まず第一歩は PRの仕方だと思いますが、まだそ

れが足りていないと改めて気付かされました。回覧板でも先ほどのような写真入りのものがあるだ

けで、気づきがあると思いました。また、松本市は河川の 

周りを自主的に清掃してくださる市民の皆さんが多いですが、下流だけで 

清掃活動をしても上流から流れてくるとだめだということを発表で気付 

かされました。そして、嬉しかったのは、私たちができることということを 

提案してくれたことです。学校の友達に伝える、学校で発表することも 

必要だと思いますし、委員で駆除
く じ ょ

活動
かつどう

をするということまで提言してくれる 

ことはとてもうれしいと思いました。子どもたちが活動していると、大人は 

子どもたちがやっているから一緒にやろうというふうに活動できるのではないかと思いました。 

【市長】 

  教育長も指摘をしましたが、この特定外来植物のことをもっと大人、小学生中学生にも知ってもらう

ためにさらなる工夫をしていかなければいけないと思っています。この問題は、今すぐ何かがおかし

くなることではないので、どうしても後回しにしてしまうことですが、この状態のままになってしまう

と、何十年後かに自然に悪い影響が出て、今私たちが分かっていない問題が起きてくると思います。

そういうことに率先して、大勢の人が取り組んでもらえる状況、環境を、提言を受けて作っていきた

いと思います。除去
じょきょ

の方法や準備するものなど、除去してもいいなと思ってくれる人たちに、やろうと

思ってもらえるような情報を合わせて伝えていかなければいけないと思いました。大勢の人達に参加

してもらい効果が出ることなので、除去に力を貸してくれる人を増やしていくということをぜひ一緒
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になって進めていければと思います。 

 

（５）総評 

【教育長】 

発表の時になって気づかされることが多いこと、そのことに対して私はどんなことをコメントでき

るか毎回ドキドキ、同時にわくわくしています。大人の中には「子どもが考えることでしょ」「子どもた

ちには子どもの世界がある」という人がいますが、皆さんの声に耳を傾
かたむ

けた時に、今までの自分の常

識をもう一回疑うことも大事だと毎回気づかされます。子どもたちが考えることには、真実や新たな

気づきがあると感じています。 

委員長さんは高校３年生で、今年から成人が１８歳になりましたので、この活動が終わった後は成人

になります。改めて、未来委員会の活動は、子どもたちに市民の一人としてまちづくりに参加してほし

いという願いを持っています。 

皆さんの発表テーマの森林、公園、河川も生物の多様性ということでは、松本の町の魅力
みりょく

を形作っ

ているどれも重要な要素だと思います。そして福祉も松本市のすべての人にやさしいまちづくりとい

うことを進めているので、松本の未来を考えるうえで全部重要な要素になると思います。そして、そ

れを大人が用意したのではなく、見学したり、いろんな人の話を聞いたりして、たどり着いているとい

うところが、改
あらた

めてすごいと思いました。 

そして、今年のテーマもいいなと思いました。新しい松本を生きようというテーマに話し合って決め

てもらいました。そして、話し合いの資料を見せていただいたら、パートナーシップ宣誓
せんせい

制度
せ い ど

など新し

いことに取り組んでいるから、新しい松本を生きようにしたと書いてありました。市長のもとで、デジ

タルやゼロカーボン、パートナーシップ宣誓制度など新しい街の変化を子どもたちが感じていてくれ

ているということをとてもうれしく思いました。それから、今年の２月に策定をした松本市の教育
きょういく

大綱
たいこう

には、子どもが主人公学都松本。学都松本のシンカということをテーマに定めています。まさに

新しい松本の姿は、子どもが真ん中にいることですし、それを体現してくれているのが未来委員会の

皆さんの活動だと思います。ぜひ一市民としてこれからも、活動や研究を進めてほしいと思います。 

 【市長】 

この未来委員会の活動は楽しいですか。苦しいこと、大変なこともありますよね。でも、みんな大変

なことよりも楽しいことの方が大きいですよね。それはすごくうれしいです。 

今、学校の授業や学びという部分は、未来委員会の皆さんがやっているような学びが、授業に広が

っていくと思っています。未来委員会の皆さんがやっている、「何が問題で、どうやったら課題が解決

できるのだろう」ということを学ぶことを勉強の中心にしなければいけないと、今学校が大きく変わ

ろうとしています。普段の学校でも未来委員会の活動に近いことをやる時間が増えていくというふう

に思います。問題を見つけて、それをよくするためにはどうすればいいんだろう。答えが必ず１つある

ということではないかもしれないことに、取り組んでいくことは楽しいと思ってもらえれば、私たち大

人にとっても嬉しいことだなと思います。 



6 

 

先ほどもインターネットやスマートフォンの話をしましたが、私たちが子どもの頃に何かを調べよう

と思うと辞書、百科事典で調べました。しかし、だんだん古くなってしまい、新しい情報が分からない。

今はインターネットを通じて、いつでも、どこでも、だれでも新しいことや昔のことを調べて勉強しよう

と思うとできるような環境が整っています。一人一台端末
たんまつ

ということで、タブレットやパソコンを貸
か

し

出しています。学校の中だけではなくて、未来委員会の活動を広げていくために存分に利用してもら

いたいなと思います。松本市役所がやるべきことは、今回皆さんが立てた「新しい松本を生きよう」と

いうことのお手伝いをしっかりとやっていくことだと思います。手伝いというと言い過ぎかな、皆さん

と一緒に新しい松本を生きていくということをしていかなければいけないなと思います。またこれか

ら次に向けて、いろんなことを活動したり、卒業をして次のステージを頑張ろうとしたりする人もいる

と思いますが、ぜひ楽しい気持ちを忘れずにこれからも勉強や学びも遊びもしてもらいたいと思いま

す。 


