
＜テーマ１＞地球温暖化を防ぐためのアイデア募集！

№
氏名

(イニシャルは姓・名順)
意見全文

1 池田 祐希乃
ゴミをへらしたら、ねつも少なくなると思うから、ゴミをへらしたらいいと思う。

そのために、買いすぎない。

8 非公表

・マイバッグ持参

・植物を育てる（学校やおうちの庭）

・車の使用は少なくする（自転車・徒歩がいい）

・水を大切にする

・省エネする

二酸化炭素の放出を減らさなければいけない！

（原因）

・自動車の使用

・森林伐採・熱帯雨林の伐採

・電化製品の使用

9 非公表

・ごみを出す量を最小限にするために、小さい子でも意味がわかるような、わかり

やすいポスターをつくって、はる。

・山の木を切りたおさないようにして、緑などの自然を守り、豊かな町づくりをす

る。

11 Y.M.

・ごみの分別や食品ロスを減らす

・使わないときには電源を付けない

・風力発電・太陽光発電を多くする

・３Ｒ（リユース、リデュース、リサイクル）を大切にする

・リユースのものを使う

・ビニール袋ではなく、エコバッグ、マイバッグを使う

・プラスチックではなく紙製のものを買う、使う

・スプレー缶は中のガスをぬいてから捨てる（ごみ収集車の火災がたくさんあるか

ら。そして火災になるとたくさんの二酸化炭素が出るから。）

12 高橋 蓮太郎

地域住⺠…中山台１丁目にあるエコの森のような地域住⺠が参加できる公園づくり

をたくさんして地域の緑化を図る

 ↓

公園がきれいになると子どもがたくさん遊びに出かける。

宝塚市…宝塚市の道路や側溝には雑草が多く最近多い集中豪雨や台風の時に排水が

うまくいかず道路が冠水していることが多いので市内全域（特に住宅地）の用水

路、道路、側溝の雑草のかりとり、町の清掃に力を入れてほしい。

街の景観向上、地球温暖化防止へつながる
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13 H.R.

そもそも地球温暖化とは、空気中の温暖化ガスが増えることにより起こっていま

す。そしてそれは、１８世紀産業かく命のあたりから、私達人間のせいで起こって

います。（森林ばっさいや化石燃料の使用が原因）そして地球温暖化が私たちにあ

たえる影きょうは、水の資源問題、海面上昇、生物の絶滅、サンゴの白化、農業の

作物が収かくしやすくなる地域、しにくくなる地域がでてくる...などです。さて、こ

こまででだいぶ地球温暖化について分かってきました。次は解決策です。

まず、マイバッグを使う、シャワーを流しっぱなしにしない、電化製品の主電源を

切る、自動車ではなく鉄道やバス、自転車を使うということを自分たちがてっ底す

るのは大切です。でも、その更に上で、人にも伝えて、その人にやってもらわない

といけません。

なのでポスターを作ったりツイッターなどのインターネットにのせたりして少しず

つでも伝えるのが大切だと思います。

14 N.S.

・太陽にゴミをはっしゃして、もやす。ゴミをはっしゃする機械は、無人機!!

・地球に巨大なあなをほって、その中に入って、中がパンパンになったら、土でう

めていっていく。

15 下司 琴子 必要ではなかったら、電気をつかわない

21 K.M.

地球温暖化の原因のひとつ「温室効果ガス」は、化石燃料などが燃焼することで発

生します。その化石燃料のもとは動物の死骸などです。動物の死骸を減らそうと思

えば、飼い主に捨てられてしまった犬・猫その他の動物をなくさなければいけない

ので、私たち宝塚市在住のキッズが、捨て犬・猫などをなくすようにうながすポス

ターを書いていけばいいのではないでしょうか。

地球温暖化を防ぐということにはまだ程遠い案だとは思いますが、身の周りのでき

ることからチャレンジして防止につなげていければ良いなと思い書かせていただき

ました。

24 城根 誠心

二酸化炭素の排出を抑えるためには、排気ガスを出さない方法をとらないといけな

い。

→例えば歩きとか自転車とか

でもしんどいので、健康をポイントに換算するアプリとか開発して、ポイントをた

めると特典があって主体的な運動をうながすといいかもしれない。若い人向けには

スマホケースとかもらえたりしたらうれしいし、老人はアプリとかそもそも見ない

のでラジオとか市の新聞でランキングとか発表したらいいかもしれない。とりあえ

ず知らせないと始まらない。

結果的にCO2削減につながるし、健康にもいいと思う。

26 非公表

電気代の領収書を市に提出し、ｘ円以下だったら抽選で、何かプレゼントしたり、

しせつの入場無料券を配る。

市役所の前に電気使用量が分かる電子看板を設置する。
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35 非公表

電気を使う量を減らす

エアコンを使わずにすずしくすごす工夫を考える→「打ち水」「窓を開ける」

電気自動車にする→ハイブリッドなど

周りに植物を植える

36 非公表
少し、電気代を高くする。電気を節約する人が増えると思う。宝塚市に、水素ス

テーションをつくったら、水素自動車をつかう人が増えると思うから。

44 非公表
水素の車や電気の車にする。

理由は、ガソリンだと二酸化炭素がでるから。

49 非公表

二酸化炭素を防ぐために、ヘアースプレーをジェルタイプやきりふきに入れて使

う。ヘアースプレーの販売をやめた方がよいと私は思います。後始末も大変だし穴

を開けないとばく発するなどもあるからです。上のような案で、もう中身がなく

なったということがあれば詰めかえ用も売ったらいいと思いました。ゴミも増える

ので私はこういう案を考えてみました。

50 非公表

・電気自動車や水素で動かせる車を作る。

・せんぷう機やエアコンではなく、手動にする。

・ごみをあまりださないようにする。

・火力はつでんをなくす

57 非公表

・二酸化炭素を出して発電せずに市役所の前のフェンスで囲まれた空き地に太陽光

発電や風力発電の設備を整えたらいいと思います。

・植物は二酸化炭素をへらしてくれます。むこ川のかせんじきにはサッカーの人が

はくスパイクで植物がかれて土がむき出しになっています。スパイクではなく運動

ぐつをはくように注意をしたり、スパイクでの立ち入り禁止にしてみるのはどうで

しょうか？

・もやすゴミを減らすために、もやすゴミにもやさずにリサイクルできるゴミが入

らないようにすることをすすめるチラシを作ってくばってみたらいいと思います。
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66 山縣 志帆

芦屋市では、広い土地に新しい家を建てる時には木を植える条例があると何年か前

に新聞の記事で知り、良い取り組みだなと思っていました。私は山を切りくずして

ほしくありません。なぜなら社会の授業の時に森を切りくずすと温暖化が進み山に

暮らしていた生き物の居場所をうばうということを知ったからです。しかし、開発

をとめることはできないと思うので新しく家を建てる時には必ず木を植えるという

条例を作って減少した緑を一けんの家に何本かの木を植えて緑をもどす取り組みを

してはどうでしょう？最近はガーデニングをしている家をよく見かけます。でも

ガーデニングをしても切りくずされた木のかわりにはなりません。緑が減るという

ことは温暖化を進めているということです。温暖化をふせぐには木を切ったら新し

く植えるしかありません。私がおばあちゃんになっても、宝塚の町に緑がたくさん

残っているようにしてください。よろしくお願いいたします。

73 非公表

・宝塚市に植物を増やす

・ゴミの分別を気軽にできるようにプラスチックのフィルムなどを減らす。

・子供でもゴミを減らしたくなるようなポスターやキャンペーンをつくる。

78 木岡 映那

地球温暖化の原因の１つである二酸化炭素を排出する量を削減する。例えば、自動

車を使わないかわりにハイブリッドカーや電気自動車を使ったり冷暖房の使用の抑

制のためにカーテンや太陽光を取り入れてそのようなものに頼らなくても生活でき

る環境を作る工夫が出来ます。宝塚市のスポーツセンターのグラウンドが人工芝に

なるとサッカーの試合がやりやすいのではないかと思います。

84 非公表

地球温暖化が進んだ未来を想定して、気温や太陽光を実際に体験したり、地球温暖

化によって破壊された自然の景色をVRなどで疑似体験することができるような施設

を作る。それを実際に体感すると、実感がわいて地球温暖化に対する意識が高まっ

て、積極的に対策が行えると思う。

88 T.S.

今の状況は、あまりくわしくわかりませんが、家庭からの汚水（例）お皿洗いの際

に出てくる洗剤入りの水が海に流れるという問題点から私は、食器用洗剤を改良し

て洗剤の有毒物質を少なくし、有毒物質を地球環境にやさしいものからオーガニッ

クで洗剤を作るという案を考えました。又、他にも洗剤の中に無臭の魚のエサを入

れて、海に流れても有毒物質がエサにかわっているので（無害なエサ）私たちに

とっても無害にであり、海の魚にエサとして食べられるので環境に優しいと考えま

した。

89 T.S.

現在、有料化が義務付けられているスーパーやコンビニなどのポリ袋についてで

す。ポリ袋は全部有料ですが、全ての人がエコバッグを持っているとは限らず、お

金を払ってポリ袋を利用している人を見るときがあります。それを見て私は、全部

の有料ポリ袋をバイオマス製のものに変更し、紙袋にしたら環境に優しいと考えま

した。又、家庭ゴミを捨てる際のゴミ袋もポリ袋から袋の中に防水加工のついた紙

袋に変える案を考えました。
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92 非公表

最近、私はさまざまな場面で地球温暖化の問題について耳にします。そんな地球温

暖化解決の1歩として今年の７月１日よりレジ袋の有料化が始まりました。私にはま

だ大きなことはできませんが、解決に向けて自分たちができることは小さなことで

も取り組んでいけたら良いなと思います。このレジ袋有料化に伴い、私達は普段か

ら買い物へ行く際にエコバッグを持ち歩くことが多くなりました。そこで、地球温

暖化を防ぐために、またまちキョンをみんなに知ってもらえるために、まちキョン

のエコバッグを作り、販売するのが良いのではないかと考えました。さまざまな所

で販売することによりみんなにまちキョンの存在を知ってもらうことができ、また

多くの人がエコバッグを持つことができる機会になるのではないかと思いました。

エコバッグは使いやすく、小さく使わない時は折りたためられるなどの機能性があ

ると良いと思います。そして、エコバッグの素材もナイロンやポリエステルなど石

油由来のものではなく綿など天然素材でできたものにすることでさらに一歩進んだ

地球温暖化解決に向けてのグッズになると思います。１人でも多くの人が今、世界

で起こっている問題に目を向け自ら進んで行動していくことができますように。

96 M.M.

今年から、スーパーやコンビニを含むレジ袋の有料化が始まりました。エコバッグ

を持っていても家に忘れてしまったり、またその場にあったとしても一杯になって

結局新しい袋を購入してしまう人が多いことを知り、スーパーやコンビニで袋の貸

し出しがあればいいのではと思いました。また、先日テレビを観ていた際、ある芸

人さんが折角店員さんがお会計の際にきれいにカゴに商品を移し替えてくれたのだ

から、カゴごと持って帰りたいと発言していたのを耳にしました。これらのことか

ら、私は市内のスーパー、コンビニで買い物袋あるいは買い物カゴの貸し出しを提

案します。そうすることで、レジ袋の削減につながると同時に商品を手で持ち帰っ

て万引きと間違える問題の解決にもつながると考えます。袋やカゴをそのまま家に

置いてしまうのを防止するためにも、利用者は会員や市内の人に限るなどの制限が

必要かもしれませんが、新しい取り組みとして提案させていただきます。

101 坂田 昊

毎月２４日は、２４（にし）谷の物や宝塚でできたものを食べよう。宝塚でできた

農産物を使った料理を市HP等に投稿して、三ツ星をGETしよう。GETした人には、

宝塚の名産がもらえるという企画。

①宝塚でできたものを食べることで、輸送コストが減る。

②農業をはじめとした、地域経済が発展する。

③農業が活性化し、宝塚の環境保全につながる。
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106 廣瀬 環

プラスチックごみの分別

エアコンの温度を低すぎたり高すぎたりしない。人のいない部屋は電気を消す。→

電気の節約

104

・市から家庭用太陽光発電の設置を推奨し、補助金を出す。先がけとして、市の行

政施設（ex.学校、市役所、警察署等）に太陽光発電を設置し、電力の一部を賄う。

ただ推奨するのではなく、役所自らが先に動かなければならない。自らは何もせず

に、「はい。みなさん頑張ってー」では筋が通らない。

※補助金の額は、世帯の収入等によって増減させた方が良い。

・クリーンセンターに、小規模の発電施設を増設させる。煙突から出る煙でタービ

ンを回し、電気を生み出して、その電力を使ってクリーンセンターを運営すること

ができれば、無駄がなくなる。ただし完全負担は難しい。

・ごみ回収車が鳴らしている市歌の音量を下げる。流すのはかまわないが、少し音

量が大きい。少しずつでも電力の消費を減らすべき。

・六甲山の開発に規制をかけ、「大きな建築物を建てる時には、一部に植物を残

す」等の緑化計画を行う。その場合、市が運営施設を率先して緑化するべき。理由

は、上記の通り。

・阪急電車の、夜間の運行や競馬開催時の運行を削減する。その代わり、競馬目当

ての客は宝塚駅や逆瀬川駅からの自転車での来場を推奨する。その場合、役所で貸

し出し自転車等を「ほんの少し高いけど、仁川まで電車で行くよりかは安い」ぐら

いの値段で用意する。

・市役所等の行政施設への出勤時、市内の職員は自転車を使うように推奨する。そ

の場合、まずは課⻑クラスの管理職レベルが他に先んじて自転車通勤を始めるべ

き。駐車場の一部を駐輪場にすれば、実行性が上がる。

☆以上６つ。ただし、何をするにしても、役所が一番先に動かないと地球温暖化は

止まらない。

本田 響也
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2 日外 心昊
昔遊びや縄とびなどをしたらいいと思います。理由は、電気などを使わずにしてい

るので地球温暖化にならないからです。

10 野村 倖生

これからも子どもから高齢者まで楽しんで暮らせるような町をつくりたいです。市

内だけでなく他の市や県にももちろん子どもと高齢者が関わり合えるしせつをつく

りたいです。いつまでも住んでいて安心だと思える町をつくりたいです。

16 下司 琴子 みんなで卓球をする

18 下司 恭子

・百人一首大会

みんなで楽しく出来ると思うから。

・将棋大会

高齢者も知っている遊びだから

19 T.S.

子供から高齢者が一緒に楽しむためにはその場所が必要だと思いますが、どこに行

けばいいのか分からないです。放課後や休日に、学校でみんなが集まることができ

るようになればいいのかなと思いました。昔ながらの遊び（だるまさんがころん

だ、あっちむいてホイ、しりとり、かるた、百人一首、オセロ、トランプ、輪投

げ、すごろく、ジェンガなど）をみんなで一緒にできればいいなと思いました。

20 T.D.

私は寛平さんが来てくれた大運動会に参加したことがあります。グラウンドで他に

何が出来るか考えましたが、ソフトボール大会がいいのではないでしょうか。出来

れば野球の方がうれしいのですが、子供から高齢者ができる球技だとすると、ソフ

トボールが一番かなと思います。そのほかには、カラオケ大会やクイズ大会が面白

いかもしれません。毎年同じイベントをするのもいいですが、ローテーションする

方が、運動が苦手な人でも参加出来るのでいいと思います。小学校区ごとで対戦形

式にすれば盛り上がると思います。

25 非公表

・お話会をする

理由：他人とのコミュニケーションをとる。

・おり紙

理由：たくさん折れるようにするため。

・料理会を開く

理由：協力しておいしいものをつくれるから。

・トランプ

理由：勝ち負けなく楽しく遊べるから。

28 大谷 茉愛
私はボッチャがいいと思います。そのわけは、子供でも高齢者でも楽しく遊べるか

らです。一緒に作戦をたてたり、仲良くなれると思います。

29 非公表

ひいおばあちゃんが子供の時は戦争中で、学校に行けなかったので、他にもそんな

人がたくさんいると思うから、子供がおじいちゃん、おばあちゃんたちにべん強を

教える場をつくればいいと思う。
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30 非公表

おじいちゃんとかと、昔の遊びをして、昔のことなどを学ぶ。ゲームをして、今の

子供たちの遊びをおしえる。

しょうぎとかをして遊ぶ。

テーマパークで、お年よりの人でも楽しめる乗り物を作る。

31 非公表
オセロ・トランプ

理由は、私もおばあちゃんとしていてトランプは特にいろんな種類があるから。

32 非公表

・昔遊び…百人一首、けん玉、わなげ、（しせつ）

理由：昔遊びなら高齢者の人もよくしっていたりこの３つの他にも知っている人が

多くいると思うし、小さい子で昔遊びのルールを知らない子がいたら高齢者の人が

おしえてあげたら、高齢者との関係も深まると思ったからです。

34 非公表
・昔遊びづくり、竹とんぼづくり、おてだまづくり

みんなで竹とんぼを作ったり、家にある物などで作って遊ぶ

38 非公表

・おじいちゃん、おばあちゃんはもしかして、戦争中であまり学校に行けていな

かった人もいると思うので、文字などを教える。

・おじいちゃん、おばあちゃんの昔のころと今の時代では、どんなちがいがあるか

考える。

39 非公表

昔遊び（めんこ・こままわしなど…）

理由：昔からの遊びで高齢者も知っているから

あみもの

理由：手先の運動にもなりあみ方をおぼえたら子どもも高齢者もできます。

41 非公表

・おばあちゃん達は、手芸が得意だから、おばあちゃん達が私達に手芸を教える。

・昔の遊びを教えてもらい、いっしょに遊んだり、対決したりする。

・おかし作りをする（・私達が、最近流行っているスイーツやドリンクを教え

る。・おばあちゃん達が、和菓子を教えてくれる。）

42 非公表
昔遊びでけん玉などは今は色がついていたりしてオシャレで楽しめると思うから、

子どもうけしそうなデザインの物で遊べると楽しめると思いました。

43 非公表

料理教室

理由：自分より年上の人に、いろいろな料理の作り方など教えてもらい、実際に料

理をしたら、子どもから高齢者まで楽しめると思います。

45 非公表

・トランプ大会（ババぬき、ジジぬき）

理由：動かなくてできるから

・将棋大会
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46 富永 大嗣

・ドンジャラのドラえもんをまちキョンにする。

・まちキョンのトランプやウノを作る。

・まちキョンのゲームを作る。

・競馬の高司代表の馬にまちキョンの仮装をさせる。

47 非公表

・今の時期だからこそお年寄りの人とマスクづくりをしたり、昔遊びをしたりす

る。（昔遊び…こまなど）

・おかしづくりをする。（クッキー・ケーキ）

51 非公表

ペタンクやスナックゴルフや百人一首やけん玉など昔遊びをしたほうがいいと思

う。なぜなら高齢者はあまり体を動かしていないし子どもはゲームばかりしている

人がいるからみんなで遊んだほうがいいと思う。

52

﨑園 更紗

荒木 文弥

古木 優志

今岡 広

・ペットとふれあえる場所をつくる。

・ゴルフ（ゲートボール）をできる場所をつくる。

・高齢者が子どもに昔遊び（しょうぎやいごなど）を教える会をつくる。

・祭りを開いて高齢者が屋台を開いて、子どもがそれを楽しむというものをつく

る。（１３時〜１６時）

これらをつくったら高齢者から子どもまで楽しめると思います。けれど問題点があ

ります。問題点は祭りを開いて、大きな音を出すと近所めいわくになってしまうと

いうことです。２つ目の問題点は子どもがイベントや祭りにこない可能性があると

いうことです。そのためにはチラシやポスターなどを作って学校や家に配るとよい

と思います。

54 K.R.

近所のお年寄りの方とあいさつくらいはするけど、直接色々なことを話したことは

とても少ないです。お年寄りの方と関わりがなかったら、昔のことなどを知ること

ができないと思います。だから、小さい子供もよく来る末広中央公園の前の河せん

じきで絵を描く時間みたいなものをつくったら良いと思います。小さい子供とお年

寄りとでは目線がちがうと思います。虫を描いたり、川全体を描いたり…といった

それぞれの作品を交流し合ったら自然と関わることが増えてくると思います。

55
T.M.

S.K.

私たちは、いままで高齢者の方々と一緒に楽しむということがなかったけれど、一

つアイデアがあります。それは、ボランティアの方々がゴミ拾いをしてくださって

いるので私たち六年生が少しでも力になれるように、ゴミ拾いの手伝いを学校の授

業として学校の周りを高齢者の方々といっしょにきれいにしたらいいと思いまし

た。

58 非公表

ボッチャという遊びがいいと思います。ボッチャは白いジャックボールと赤色の玉

と⻘色の玉があり、ジャックボールを投げてから２つのチームでどれだけジャック

ボールに近づけられるかをきそい合います。これなら高れい者でも、子どもでもで

きるし、ボールにすずをつければ目の不自由な人もできると思います。
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61

H.K.

F.R.

Y.H.

D.M.

私たちのクラスでは、地域の行事に参加したことがある人やまち協のことを知って

いる人があまり多くなかったです。そこで、私たちは次のようなことを考えまし

た。

・ボッチャ大会（白い玉にボールを転がして白い玉にボールが近かった方が勝ちの

ゲームです。また高齢者や体が不自由なかたでもできます）

・プレゼント交かん（くじ引きで引いた番号のプレゼントがもらえるゲームです）

・手作りマスク（布マスクに自由に絵などを描くコーナーと布を選んでひもをつけ

てつくるコーナーがあります）

・ハーバリウム作り（びんに造花やかざり（ビーズ、スパンコールなど）を入れ

て、洗たくのりや水のりを入れる工作）プレゼントなどに！

62

五十嵐 蓮

平岩 篤

水谷 くるみ

梅園 惇仁

子ども達が地域でいたイベントなどに参加しない事が多い。

改善策：昔遊びなどの遊びを、小さな子ども達に知ってもらうための機会をつく

る。場所は、土日の高司小学校の体育館で行う。ルールは、まち協の人を中心に高

齢者に教えてもらう。遊びはスタンプラリー形式で時計回りで進む。スタンプラ

リーを全部うめたらおかし（他でもいい）とこうかんできるようにする。

時間は１３時〜１５時の２時間で開催

63

H.Y.

S.R.

T.Y.

Y.M.

H.R.

子どもから高齢者までが楽しめる機会があんまりないのでこの機会をつくりたいな

と思ったので応募しました。１つ目は、運動会を開きたいです。具体的には子ども

と高齢者がチームになります。子どもはリレーや大玉転がしをして、高齢者の人は

ゴルフ、けん玉（１分間で何回できるか）をしてその合計点できそいます。子ども

と高齢者が協力する競技はボッチャなどです。そうするとみんなが楽しめると思い

ます。２つ目は、工作です。教え合いをすると絆が深まると思います。例えば、お

りがみ、うちわ作り、自然を生かして作れる物などがいいと思います。３つ目は、

勉強会です。２つ目と同じように絆が深まると思います。

68 T.N.

だれでも使える便利で大きいショッピングモールがほしい。（百貨店）

遊園地がほしい。宝塚のスイーツを作ってほしい。コンビニが少ない。大きいプー

ルがほしい。

69 M.A.

（逆瀬川）

大きなショッピングモールを作ってほしい！（百貨店）

→屋上などにアスレチックなどを作ってほしい！（子ども向け）外国からの観光客

へのスポットを作ってほしい！若者受けするスイーツを作ってほしい！（マカロン

など）（抹茶）（レモン）（桃）（いちご）外装をキレイにしてほしい。
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71 I.A.

・大きなショッピングモールを作ってほしい！

・ゆうえんちを作ってほしい！

・げき安のおみせを作ってほしい！

・よう服（ユニクロ、GU、ザラ）のおみせをたくさん作ってほしい！

・インスタばえするみせをふやす

・ペイペイ２わりびきをする（ふやす）

76 播磨 紗彩
小中学生が気軽に老人ホームでお手伝いできるようなしくみがあるといいと思う。

高齢者の方が知っている遊びを子どもたちと一緒にすると楽しいと思う。

81 松隈 みこと

子どもたちが一番みていて興味があるのはYouTubeのため、まちキョンの公式

YouTubeチャンネルをつくってまちキョンが朝起きてから寝るまでの一日のルー

ティーンの投稿をする。そのYouTubeに出演するまちキョン本体の服を地域のみん

なで作る。そうすることによって、地域の交流も深まる。着せかえができるように

たくさんつくるようにする。子供達は着せかえが好きだから、こんな服を着せたい

というデザインのアイデアもうかぶだろうし、高齢者の方も服づくりが得意な方も

いらっしゃるだろうから、お互いの好きなこと、得意なことを共有することによっ

てみんなが楽しめると思う。また、このような活動を行うことによって、まちキョ

ンに愛着がわき、まちづくり協議会に興味を持つようになり、みんなに知ってもら

えるようになると思う。

87 M.W.

私は宝塚市⺠ではないので、今のくわしい状況はわかりませんが、高齢者の方々

が、子供達に昔その方々がしていた遊びなどを教えて共有し、子供達は今学校で流

行っていることなどを高齢者に伝えて一緒に実際に遊んでみるのがいいと思いま

す。また、子供達の中でピアノを習ている人がいれば、今練習している曲や弾ける

曲などを高齢者の方々に演奏してその場の雰囲気を楽しむのも良いと思います。

そして、話は変わりますが、これからの時代、戦争を体験した方々がより少なくな

るので、その方々の戦争体験談を聞きそれを撮影し、子供達と現代の大人達を中心

に高齢者の方々と協力してドキュメンタリーを作って一つの形に残し、それを継い

でいく事も良いと思います。そしてそれを学校の道徳などの時間で学ぶと、より戦

争を体験した人々の思いも伝わり、記憶がすたれることなく引き継がれていくと思

います。

91 W.M.

・ボッチャ・ジェスチャーゲーム・じゃんけん大会・ビンゴ大会・カードゲーム

子どもから高齢者まで一緒に楽しく遊ぶことができるように、ルールが簡単なゲー

ムを選びました。

・昔遊び（高齢者が子どもに教えるなど）
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93 O.A.

私の家の近くには「フレミラ」という施設があります。フレミラには体育館や卓球

台、ボードゲームなどの充実した設備が整っていますが、年齢の壁を越えて、高齢

者と子どもが一緒に楽しんでいる姿を見ることは少ないです。年齢によって使用で

きる時間も異なっています。そこで、フレミラの体育館で「プチ・バスケットボー

ル大会」を開催し、お年寄りの方が観戦できる機会を設けてはどうでしょうか。一

緒に運動することは安全面や体調面でも不安ですが、それぞれの年齢に応じて、違

う形で１つのことに関わる機会があれば良いと考えます。また、宝塚市には公共の

グラウンドやスポーツセンターもあります。そこでは、お年寄りの方も活発に運動

している姿をよく見かけます。それらの場所を利用して、夏休みや冬休みはラジオ

体操を子供とお年寄り向けに行うことで、交流の場が広がると思います。「おじい

ちゃん、おばあちゃんと一緒に参加した子どもはスタンプを押してあげる」などと

宣伝することで、より多くの人が前向きに参加すると思います。しかし、核家族が

増える中で、孤独を感じている高齢者の方もいらっしゃると思います。その方たち

にとって、小さくてもいいから１つ誰かと交流する機会があれば、大きく生活は変

わってくると思います。その変化のために、子どもたちが力になることができれ

ば、お年寄りの方も子どもから、パワーをもらえると思います。

95 K.A.

今はコロナ禍のため人と人が近くで触れ合うことが困難な状況にあります。そのた

め、感染対策を十分にとった上で全ての人が安全に楽しめるイベントを提案させて

いただきます。まず、人と人との距離を保つことができるほどの広さの講堂に当日

参加される人数分の椅子を前後２ｍずつ空けて並べます。そこで子どもから高齢者

の方々まで幅広い年齢層の人が楽しめるような映画を上映します。（映画内容は事

前にホームページなどでお知らせして呼びかける。）そして、その日参加される方

にはいくらかのお金を集めて、そのお金を予算としてお菓子などを買い、お渡しす

るとより喜んでいただけるのではないかと思います。コロナ対策としてマイクで映

画の感想を話し合うことは難しいかもしれませんが、当日にアンケート用紙に映画

の感想を各人に書いていただき、その感想を分かち合うために、後日ホームページ

などで映画イベントについての掲示板を作成し、そこで共有すると、一緒に楽しん

だという気持ちも増すだけでなく、人々の交流にもつながるのではないかと思いま

す。そして、この映画イベントは月に１度、映画のジャンルを変えながら開催する

ことで、多くの人に参加していただけるものになれば良いなと思います。

98 T.Y.

・絵本を読んだりする。

・オセロとかしょうぎ

・カルタとかコマ、トランプなど。

102 A.Y.

・花の道で自然観察して、そこで簡単な自然の遊び、おもちゃを作る。

・宝塚歌劇の演もく（宝塚市がぶ台になっている小説など…）に出てくるおかしや

料理を作るお料理教室

103 A.M.

昔の手遊びやこまやおはじきで一緒に遊ぶ!!

しょうぎでしょうぶする!!

あまりお年寄りとかかわることがないから一緒に遊んで仲良くなりたい!!

歌をうたう!!学校に来てもらう!!
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105 A.A.

・小学生までは⺟に連れられて市のイベントや宝塚検定を受けたりと宝塚市に関わ

ることが多かったけど、今、友達と遊びに行くとき、宝塚市内で遊びに行くことは

ありません。中学生や高校生対象の魅力あるイベントがあればなあと思います。い

いイベントが思いつきませんが、女子高生が好きなものはおいしいものとかわいい

ものです。宝塚市を知れば宝塚市のことが好きになって、大人になっても住み続け

てくれるのではないでしょうか。

・宝塚市に転入してきた人に転入手続きのときに宝塚市の名物を紹介したブック

レットをプレゼントするのはどうでしょう？その時に名物が売っているお店で使え

る割引券とか、お試し品と引き換えれる引換券とかをつけて、引っ越ししてきた人

が宝塚市をお散歩してくれて楽しんでくれるようなウェルカム宝塚特典をつけるの

はどうでしょう？

・今やっている宿泊キャンペーンのプレゼントにタカラヅカな朝ごはんがありまし

たが、宝塚市⺠は朝食にこだわりがある市⺠になってもらうのはどうでしょう。み

んなのこだわり朝ごはんコンテストとか、オンラインで宝塚市の名物での料理教室

とか。オンラインでは、事前に宝塚市の地産地消の食品をおうちに届けておくとお

買い物にいかなくていいのでやりやすいかもしれません。

107
K.K.

C.G

ぼくたちはスポーツがいいと考えました。

高齢者の人も子どもも動きにくい人も一緒に楽しむのは風船バレーボールがいいな

と思いました。養護学校の体育館をつかって風船バレーボール大会をしたら楽しい

と思います。
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3 日外 心昊 ポスターやちらしを作ってみんなに知ってもらったらいいと思いました。

4 岸本 宗太

宝塚市の特さん物などに、まちキョンの絵をのせたり、とびだし禁止のかんばん

を、まちキョンにする。学校のお手紙などに、まちキョンの絵をのせて、せいかく

やとくぎ、すきなものなどをのせて、あいきょうあるキャラクターにする。なかま

をつくったりする。そして、そのなかまやまちキョンをのせてクリアファイルやし

たじきをつくる。まちキョンのくち絵をのせたマスクをつくる。

5 M.K.

・私はまちキョンをもっとみんなの身近な存在にしたらいいと思います。そのため

に、ティッシュにまちキョンのイラストの紙をいれたりポスターでまちキョンが発

言をするなどをしたらいいと思います。ちょっとした今の時期に役立つグッズを作

ればみんなに知ってもらえると思います。マスクのワンポイントにしたりアルコー

ルのボトルに入れて「しっかり消毒しよう！」などと書いたらいいと思います。

・私だったらまちキョンを利用したボールペンを作ります。それか、まちの人に役

立つものを作ります。マスクケースを作って、イベントのミッションをクリアした

人に配ったら楽しいし使えると思います。

※イラストあり

6 中島 美鈴花

今は、あまり皆の目にとまっていないから、「まちキョンイベント」っていうイベ

ントを「ハロウィンイベント」みたいに、毎年したり、まちキョンだけじゃ集まる

か分からないから、「まちキョン肉まん」とか、「まちキョンスイーツ」とか、

ゲームとかも用意したりしたらいいと思う。若い人とかは、まちキョンのスイーツ

の写真とかインスタなどにのせると、よりネットでも広がると思う。

7 ⻄原 璃乃

・宝塚公式のインスタグラムやツイッターにたくさんのせたり、まちキョン専用の

公式のインスタグラムやツイッターを作る。（アカウント）

・３か月に１回程度で色々な場所にまちキョンのきぐるみを着てせん伝して住⺠の

みなさんにまちキョンとふれてよりみぢかに感じてもらう。

・まちキョンが印象に残るために宝塚ならではの多くの人に知られているすみれの

冠を頭にのせてあげたり、季節のイベントによって可愛いお洋服をきせてあげる。

（１２月はクリスマス１０月はハロウィンなど）

・人がたくさん通る宝塚駅の改さつに２ｍぐらいのまちキョンのぬいぐるみをせっ

ちする。

17 下司 琴子

バスの車体にまちキョンを描く。

バスの停留所にイスがあればまちキョンのかんばんをつくる。

キーホルダーをつくる。
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22 K.R.

まちキョンを知ってもらうには、ミニタオルやポケットティッシュなどをくばっ

て、ポケットティッシュの表のところに、まちキョンの自己しょうかいなどを入れ

てくばればいいと思います。しかも、まちキョンのマスコットや着ぐるみをきた人

がくばれば子どもたちもよく知れていいと思います。

SNSでは、ツイッターなどでまちキョンアカウントをつくって、週に２、３回まち

キョンのことについて、せつめい動画などをつくってアップしたら、ちめい度があ

がると思いました。そして、ユーチューブなどでまちキョンのチャンネルを作って

宝塚のみりょくなどをアップすればいいと思いました。

23 非公表

まちキョンに関する絵本をつくって図書館、児童館などに置く、出生届が出された

際に渡す、など

SNSでも絵本の内容を公開することで手軽にどこでもできる読み聞かせの本として

使ってもらえそう。

27 非公表
・グッズを作る→Tシャツや人形など

・映画を作る→宝塚の町なみを見せる

33 非公表
有名なユーチューバーと組む（だれでも）

有名なげいにんと組んでおわらいをする（宝塚）

37 非公表

・CMにまちキョンを入れる

・まちキョンの事を知るための館を作ってその中に登場させる

・新聞などのスペースに入れる

・グッズを作る

・まちキョンを入れて昔の動物園と植物園と遊園地があった所をふっかつさせる

（お⺟さんがそこがとても好きだったからみんなも好きだと思う。）お⺟さんは今

もふっかつしてほしいと思っています。

40 非公表

・まちキョンのガラがついた服を作る。→みんなにただでくばる・まちキョンの１

分間アニメを作る。・まちキョンの着ぐるみを作る。・まちづくり協議会の人がま

ちキョンのガラがついたふくをきて町を歩きながらティッシュをくばる。→ティッ

シュにまちキョンのガラをつけておく・まちキョンのグッズを作ってくばったり、

売ったりする。・まちキョンの形をしたおかしを作る。・まちキョンの４コママン

ガを作っておかしのふくろやグッズのふくろに入れたり書いたりする。・まちキョ

ンの国語辞典か躊字辞典を作る。・テレビでやっているCMとコラボする。・まち

キョンのマスクをくばる。（まちキョンマスク）・まちキョンの形をしたパンを

作って売る。・新聞の広告にのせる。・まちキョンの形をした消しゴムを作る。・

まちキョンの映画をせいさくする。・まちキョンのスマホゲームアプリを作る。・

まちキョンのガラのテープを作る。・まちキョンをしょうかいする本を売る。・宝

塚市の中にある飲食店とコラボする。・まちキョンとホテルがコラボしてホテルの

中をまちキョンだらけにする。・パソコンやスマホにまちキョンのホームページを

作る。（まちキョンについての疑問に答えるホームページ）

46 富永 大嗣

・ドンジャラのドラえもんをまちキョンにする。

・まちキョンのトランプやウノを作る。

・まちキョンのゲームを作る。

・競馬の高司代表の馬にまちキョンの仮装をさせる。
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48 非公表 うさぎの友

53

楠本 怜蒼

横山 未來

堀川 蓮

今は、クラスでまちキョンをだれも知らないので、次の事を提案します。

１つ目は、まちキョンがデザインされた車でまちキョンのテーマソングを作って流

しながら車を走らせる。

２つ目は、きぐるみやグッズを作ってきぐるみは、イベントなどに参加させてグッ

ズはスミレンとコラボさせる。

56 石﨑 裕樹

まず、まちキョンを知ってもらうには、学校などに来て実際にまちキョンの話や宝

塚市をより良くするための話し合いなどをして子どもたちにまちキョンを知っても

らったほうがいいと思います。そうすることでまちキョンを知った子どもたちが親

や兄弟にまちキョンのことを話したりしてまちキョンの知名度が上がると思いま

す。つぎにまちキョンの着ぐるみなどを作って学校に訪問したり駅前で着ぐるみを

着てまちキョンのビラ配りをしたりすることがいいと思います。さらにまちキョン

のぬいぐるみを作ったりすることもいいと思います。そうすることで会社員や市外

から来た人もまちキョンを知ることができます。

59 非公表

・まちキョンのきぐるみを着て、小学生・中学生の登下校の見守りをしてみるのは

どうでしょうか？これをすると、安全に登下校もでき、保護者も安心して送り出せ

ると思います。

・まちキョンのきぐるみを着てマラソンなどの大会やイベントの応えんをしたり、

むこ川のかせんじきで行われる朝市というお店が立ち並ぶところにまちキョンの

キーホルダーを売ったらいいと思います。

・学校の交通安全教室が今ありません。そこでまちキョンのきぐるみを着た人たち

がいいお手本をして、それをインターネットなどに流すのはどうでしょうか？

60

尾上 月

中山 唯桜

坂本 梨夏

二階堂 咲

クラス全員がまちキョンのことを知りませんでした。まちキョンのことをみんなに

知ってもらうために私たちは次のことを考えました。

①文房具にまちキョンのイラストを入れる。

②駅前でティッシュとシールを配る。

③ペットボトルのラベルにまちキョンのイラストを入れる。

④お祭りで、まちキョンのグッズを売る。（キーホルダーや人形）

⑤有名なキャラクターとコラボする。（ゲームやアニメなど…）

⑥まちキョンの飛び出す絵本をつくる。（病院や保育園に置く）
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64 志賀 美紀

私は、この応募用紙を見るまで「まちキョン」というキャラクターを知りませんで

した。他にも、私のように知らない人がたくさんいると思います。みんなに知って

もらうために、３つのアイデアがあります。１つ目は、はがきに使われる切手で

す。人々は、郵便物を送ったり、お手紙をたくさん送っています。そこで切手のデ

ザインを「まちキョン」にすればみんなにおぼえてもらえると考えました。２つ目

は、宝塚市のマンホールに「まちキョン」を描けば、SNSやinstagramなどにのる

と、若い人たちにも、知ってもらえるのではないでしょうか。３つ目は、阪急電車

のステッカーに「まちキョン」と宝塚市に関わりのある物と一緒にのせれば通勤・

通学のたくさんの人々に知ってもらえると思います。私は、「まちキョン」を知っ

てもらうには、まず日常にある物を見て、そこからみんなに知ってもらうためには

どうすればいいのかと一生懸命に考えました。しかし、マンホールの件や阪急電車

の件では、費用がかなりかかると思います。なので、まずは身近な物から「まち

キョン」を知ってもらえるといいですね。

65 山縣 真帆

私は「まちキョン」を初めて知りました。私のように「まちキョン」を知らない人

がたくさんいると思います。だからもっと「まちキョン」に働いてもらったらいい

と思います。子どもが利用する所に登場させるのはどうでしょう？

学校…市役所が公募する夏休みのコンクールを呼びかけてもらう。例：プリントに

イラストを入れる。

図書館…図書館にはたくさんのチラシやプリントがおいてあるので「まちキョン」

コーナーをつくって「きかせて!!みんなの意見」の用紙を置かせてもらう。

市⺠体育館・プール…階段や入り⼝、かべに「まちキョン」の絵をはったりイベン

トのしょうかいを「まちキョン」にしてもらう。

児童館…児童館だよりに「まちキョン」のイラストを入れて親しんでもらう。

幼児向け：「まちキョン」のぬり絵用紙をおく。小学生向け：折り紙で「まちキョ

ン」をつくる。

その他の色々なコーナーで登場してもらう。

まずはたくさんの人に「まちキョン」を知ってもらうことが大切だと思います。宝

塚の街で「まちキョン」に出会えるところが増えたらいいなと思います!!

67 Y.K.

・マンホールにまちキョンを使う。

今のスミレのマンホール（目立たない・ぱっと目がいかない）に、まちキョンやア

トムなどを加える。→かわいいし、ぱっと目がいくと思います。

・消印にまちキョンを使う。

ディズニーリゾートで行っているように、まちキョンを使う。それだけだと宝塚市

の代表的な物・名物を一緒に使うといいと思います。（例：手塚治虫さんのリボン

のきしやアトム、まちキョンが手をつなぐなど）

70 M.A.
まちキョンに服をきさせて、スミレにする！（うすい紫色にする！）

→宝塚ようそを入れる！グッズを作って ※イラストあり

72 I.A. 服をすみれのがらにしてほしい

74 非公表

・ぬいぐるみなどを駅などの人目に付くところに置く。

・まちキョンのイラストコンテストをする。

・ポスター等を人目の付くところにはる。
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75 O.C.

・SNSを使う人が増えているから、SNSでの発信。

・市役所内のいろんな場所にPRポスターをはる。

・プロフィールをHPに作る。

・⻄谷のことも発信したいから、⻄谷特産物とまちキョンのコラボ（地産地消も進

めることもできると思う。）（⻄谷ねぎとまちキョンなど）

・公立の小学校に、市役所の役割を説明。

→その後、まちキョンのクリアファイルを説明した人全員に配る。※イラストあり

77 非公表
ツイッターやインスタグラムで宝塚市のアカウントを作って、宝塚市のいいところ

やおすすめの場所を紹介する。

79 非公表

まちキョンをもっと知ってもらう為に、宝塚駅にキャラクターのポスターをはった

り、まちキョンの着ぐるみが歩いているともっと知ってくれる人が増えると思いま

す。かわいいキャラクターなので子供達に人気が出るのではないかと思いました。

あと、グッズを販売するといいのではないかと考えました。

80 非公表

兵庫県⺠の私でもまちキョンの存在を知らなかったので、観光地やSNSで有名にな

りかけている場所付近の電車にまちキョンをはったり観光場所までの案内板に載せ

たりするといいと思います。１番は、若者に広めてSNSで有名になってもらう事

で、子どもから大人まで伝わっていくと思います。

81 松隈 みこと

子どもたちが一番みていて興味があるのはYouTubeのため、まちキョンの公式

YouTubeチャンネルをつくってまちキョンが朝起きてから寝るまでの一日のルー

ティーンの投稿をする。そのYouTubeに出演するまちキョン本体の服を地域のみん

なで作る。そうすることによって、地域の交流も深まる。着せかえができるように

たくさんつくるようにする。子供達は着せかえが好きだから、こんな服を着せたい

というデザインのアイデアもうかぶだろうし、高齢者の方も服づくりが得意な方も

いらっしゃるだろうから、お互いの好きなこと、得意なことを共有することによっ

てみんなが楽しめると思う。また、このような活動を行うことによって、まちキョ

ンに愛着がわき、まちづくり協議会に興味を持つようになり、みんなに知ってもら

えるようになると思う。

82 稲山 茉佑

今の状況→多くの人がまだまちキョンのことを知らない！まち協をマスコットキャ

ラクターを通して知ってもらうことで、住⺠にも良いまちづくりを心がけてもら

う。

知ってもらう方法→SNSの利用（インスタグラム）

①まず、まち協公式Instagramを立ち上げる。

②写真をポストする。改善した町とともにまちキョンの人形をそえて写真を投稿す

る。人形もつくる！

効果→写真を通して、改善した町を知ってもらえる。まちキョンが全ての写真にう

つっているので、宣伝効果ばつぐん！！ ※イラストあり

83 岡本 真侑

グッズをつくる。

CMをつくる。

チラシをつくる。
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85 非公表

最近、街のお店が新しく出来ては消え、出来ては消えをくり返している気がする。

コロナの影響で外出を減らそうとしているからだろう。そこで、できる限り、街に

活気を取り戻してほしいと私は思っている。お店は必ずレシートを発行する義務が

ある。そのレシートにまちキョンイメージ画をのせる。協力してくれるお店に限

り、ハンコを押すなど。お店によってまちキョン画の種類を変えるなど集めがいが

ある。数種類集めたらまちキョングッズがゲットできる、協力店のクーポンと交

換。まちキョンの存在が広がると同時に地元でお店を開いてがんばっている方々に

もいいことにつながればと願う。

街の活性化が進んでほしい。

86 ⻄村 桜子

①大きなまちキョンの着ぐるみを作り、地域のお祭りやイベントに参加します。ま

た、子供から高齢者まで参加できるようなまちキョンの体操を作り、その地域のイ

ベントで皆で体操をするというのはどうでしょうか。子供たちに知ってもらえる事

で、まちキョンの後継者にもなると思います。

②最近では、レジ袋が有料化されたこともあり、エコバッグの需要が高くなってい

ます。そこで宝塚市のいたるところにまちキョンにちなんだスタンプを置き、スタ

ンプラリーの制度を取り入れます。そして、スタンプを全て集められたら宝塚市オ

リジナル、まちキョンのイラストがプリントされたエコバッグをお渡しするという

のはどうでしょうか。あまりにもスタンプラリーの範囲が広すぎると大変なので、

規模を小さくして休日に親子で気軽に参加できるようにすると良いと思います。

90 T.M.

今の状況・・・まちキョンがあまり知られていない

問題点・・・見る機会がない

改善策・・・市役所の人などが宝塚市のイベントなどの時にまちキョンのTシャツを

着たり配布されるティッシュやチラシにまちキョンを小さく載せる。（なんでもい

いから見る機会を増やす）

92 非公表

最近、私はさまざまな場面で地球温暖化の問題について耳にします。そんな地球温

暖化解決の1歩として今年の７月１日よりレジ袋の有料化が始まりました。私にはま

だ大きなことはできませんが、解決に向けて自分たちができることは小さなことで

も取り組んでいけたら良いなと思います。このレジ袋有料化に伴い、私達は普段か

ら買い物へ行く際にエコバッグを持ち歩くことが多くなりました。そこで、地球温

暖化を防ぐために、またまちキョンをみんなに知ってもらえるために、まちキョン

のエコバッグを作り、販売するのが良いのではないかと考えました。さまざまな所

で販売することによりみんなにまちキョンの存在を知ってもらうことができ、また

多くの人がエコバッグを持つことができる機会になるのではないかと思いました。

エコバッグは使いやすく、小さく使わない時は折りたためられるなどの機能性があ

ると良いと思います。そして、エコバッグの素材もナイロンやポリエステルなど石

油由来のものではなく綿など天然素材でできたものにすることでさらに一歩進んだ

地球温暖化解決に向けてのグッズになると思います。１人でも多くの人が今、世界

で起こっている問題に目を向け自ら進んで行動していくことができますように。
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94 H.Y.

私は12年間宝塚市に在住し、宝塚市の高校に在学しています。「まちキョン」は、

この企画で初めて知りました。おそらく、知名度は低いと思います。ですが、まち

キョンが認知されることで、宝塚市⺠がまちづくり協議会にふれる機会も多くな

り、宝塚のまちをより良いものに近付けられると期待できます。そこで、まちキョ

ンの知名度を上げるために、２つの提案をします。１つ目は、シンプルに町の人や

生活に寄り添うものです。まちキョンの着ぐるみを着て、駅前や休日の公園などで

市⺠と触れ合います。小学校に訪れるのも良いと思います。身近なところで活動す

ることで、その存在と誠意は伝わるのではないでしょうか。まちキョンが町のキャ

ラクターとして認知され、愛されると良いなと思います。２つ目は、LINEスタンプ

です。宝塚市には幅広い年代のひとたちが住んでいます。その特徴を加味して、

SNSに参入する場合は年代を問わないシェアを誇るLINEを利用するのが適切だと考

えます。調べたところ、宝塚市はLINE公式アカウントを持っています。そこと連携

して、まちキョンのスタンプを作成・販売するのはどうでしょうか。幅広いプロ

モーションになると思います。まちキョンの存在は、きっと宝塚市をより素敵なま

ちにしてくれると思っています。そのために、まちキョンのことをもっと知っても

らいたいです。私たち宝塚市の学生のアイデアが、役に立てられれば嬉しいです。

97 I.S.

まずSNSが普及している今だからこそSNSを上手に活用してまちキョンを広めるべ

きだと思います。たとえばYouTubeチャンネルでまちキョンが宝塚の街についての

PRをしたり、InstagramやTwitterでは質問する機会を設ければ良いと思います。

それから、市の主催するイベントにゲストとして登場し、多くの人と関わる中でま

ちキョンをもっとたくさんの人に知ってもらえたら良いのではないでしょうか。

99 T.Y.
・ポスターや手紙などをくばる。

・まちキョンイベントなどをする。

100 A.A.

宝塚市の公式アカウントを作って友達登録したらまちキョンのラインスタンプがも

らえるみたいなやつをやる。

まちキョンのアクリルカードを作って宝塚市の綺麗な景色とか風景と一緒に撮って

インスタにあげる。


