
まちキョンをみんなに知ってもらうには？

まちキョン

まちキョンは、「まちづくり協議会(通称：まち協)」の

キャラクター。

「まちづくり協議会」はみんなが住むまちを、もっと良く

していくために地域で活動している組織だよ！

アイデアを提出してくれたお友達のみんなへ

まちキョンのために、素敵なアイデアを提出してくれてありがとう！

わくわくするアイデアがたくさんあって、これからどんなことができるだろう・・・と楽しみな気持ちでいっぱい

だよ！

宝塚市では、まちキョンをみんなにもっともっと知ってもらうため、色鉛筆や缶バッジ、ぬり絵などのまちキョン

グッズ（下の写真を見てね）を、イベントや市役所の市民協働推進課の窓口で配布しているよ。まちキョンを応援

してくれるみんなにもぜひまちキョングッズをプレゼントしたいから、市役所に来ることがあったら、市民協働推

進課にも遊びに来てね。イベントをする時にはホームページ「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」

でお知らせするので、楽しみに待っていてね。

また、ポータルサイトでは、まちキョンが市内の色々なところへお出かけして、イベントを紹介したり地域の方と

交流する「おでかけまちキョン」の様子もアップしているので、ぜひ遊びにきてほしいな。

みんなから素敵なアイデアをもらったおかげで、まちキョンのＬＩＮＥスタンプとまちキョンシールが完成した

よ！みんなにもぜひ使ってほしいな。他にも、みんなが提出してくれたアイデアを参考に、まちキョンの新しいデ

ザインを考えているところだから、楽しみに待っていてね！

その他にも、まちキョンをもっとたくさんの人に知ってもらうため、動画でみんなにまちキョンについて知っても

らったり、インスタグラムなどのＳＮＳを使った情報発信ができないか検討しているよ！

まちキョンに関する新しいお知らせは、ポータルサイトでみんなにお伝えしているので、これからも応援してくれ

ると嬉しいな！みんな本当にありがとう。

まちキョンより

「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」はこちら

https://takarazuka-community.jp/

缶バッジ

色鉛筆

ぬいぐるみ

テーマ３

～これまでに作ったグッズ(一部)～

ポータルサイトから

「まちキョンの部

屋」が見られるよ！

ぜひ遊びに来てね。



SNS（ツイッター、インスタグラム、ユーチューブ）の

アカウントを作って、まちキョンを発信する！

まちキョンをもっともっとみんなに知ってもらうために、動画でまちキョ

ンについて知ってもらったり、インスタグラムなどのＳＮＳを使った情報

発信について検討しているので、楽しみに待っていてね！パソコンやス

マートフォンで「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」と検

索すると、まちキョンが市内の色々なところへお出かけしている様子が

アップされているので、ぜひ見てほしいな。

まちキョンが有名なユーチューバーとコラボする！

まちキョンと有名なユーチューバーがコラボしたら、世界中の人にまちキョ

ンについて知ってもらえるだけじゃなくて、動画を通してまちキョンの新た

な一面を伝えることができるかもしれないね。すぐにコラボは難しいけど、

まちキョンが市のユーチューブに出演できないか考えてみるね！

【子どもの意見】 【まちキョンからのお返事】

まちキョンの絵本を作って図書館、児童館などに置く！

SNSでも絵本の内容を公開したら、気軽に読み聞かせの本

として使ってもらえそう！

まちキョンの絵本があれば、色々な世代のみんなに楽しみながらまちキョ

ンを知ってもらうことができるね！ＳＮＳを活用した宣伝の方法も提案し

てくれて嬉しいな。絵本をすぐに作るのは難しいけれど、チラシを作って

いるから図書館や児童館に置けないか相談してみるね。「まちキョンの部

屋」があるホームページ「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイ

ト」をもっとみんなに見てもらえるように広めていくね！

No.6，7，22，

75，77，80，

81，82，97

No.33

No.23



LINEスタンプを作る！宝塚市の公式アカウントを通して

みんなに広める！

まちキョンをもっともっと知ってもらうため、みんなに使ってもら

えるＬＩＮＥスタンプを作成したよ！「まちキョンの部屋」がある

ホームページ「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」

でお知らせしているので、また見てもらえると嬉しいな。

宝塚市ならではの「すみれ」を使った衣装を作る！

すみれのかんむりを乗せたり、すみれ柄の服を着る！

まちキョンの服をみんなで作る！子どもがデザインを考え

て、高齢者の方が裁縫して作ったらみんなで楽しめる！

すみれのお花とコラボすることは、まちキョンだけじゃなくて、市

のお花もみんなに知ってもらえる素敵なアイデアだね！実は、今ま

ちキョンの新しいデザインを考えているところなんだ。完成したら、

「まちキョンの部屋」があるホームページ「宝塚市みんなのまちづ

くり協議会ポータルサイト」でお知らせするので、楽しみに待って

いてね。

小さなお友達とおじいちゃん、おばあちゃんが一緒にまちキョンの服

をつくることは、それぞれの得意な部分を生かすことができるだけ

じゃなくて、つながりが生まれて地域がもっと盛り上がるきっかけに

なるね。まちづくり協議会のイベントに取り入れられないか伝えてみ

るね！

まちキョンイベントを開催する！「宝塚アニメフェスタ×

ハロウィン」みたいに毎年開催する！

まちキョンのイベントは、まちキョンをまだ知らないお友達やおうち

の人、おじいちゃん、おばあちゃんにもまちキョンを知ってもらえる

素敵なアイデアだね！まずは、市内で行われるイベントとコラボがで

きないか考えてみるね。

No.81

No.7，

70，72

No.94，100

No.6，99



まちキョンのイラストコンテストを開く！

まちキョンのイラストコンテストはもっとみんなにまちキョンを知っ

てもらうことのできる素敵なイベントになるね！提出してくれた素敵

なアイデアは、たくさんの人にまちキョンのことを知ってもらうため

の参考にさせてもらうね。

小学校で市役所の役割を説明した後、全員にまちキョンのク

リアファイルを配る！

小学校で説明会を実施して聞いてくれたお友達にまちキョングッズを

プレゼントすることは、市役所がどんなところなのかだけじゃなくて、

まちキョンも知ってもらうことができて、まちキョンのお友達がたく

さん増える素敵なアイデアだね！学校のみんなにまちキョンのことを

知ってもらえる機会を作れないか考えてみるね。

実は、まちキョンが市内の色々なところへおでかけして、イベント

を紹介したり地域の方と交流する「おでかけまちキョン」があるん

だ。「おでかけまちキョン」の様子は、「まちキョンの部屋」があ

るホームページ「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイ

ト」にアップされているので、ぜひ見てほしいな。声をかけてもら

えたら、みんなが住んでいる地域の様々なイベント（お祭りなど）

にもまちキョンが遊びに行くよ！

まちキョンの着ぐるみが色々な場所にお出かけしたり、

イベントに参加して市民と触れあったりグッズを配った

りする！

No.75

No.65，74

No.7，22，40，

53，56，59，79，

82，94，97



食べ物とまちキョンのコラボは、見た目や味を考えるところからみん

なに楽しんでもらえる素敵なアイデアだね。まちキョングルメをぜひ

みんなにつくってもらえたら嬉しいなあ。地域の人たちにも相談して

みるね。

今の時期にふさわしいアイデアを考えてくれてありがとう。アルコール消

毒をみんなに呼びかけるためのデザインを今考えているから、楽しみに

待っていてね。実は、まちキョンのシールを作ったから、それを使って自

分だけのオリジナルマスクケースを楽しんでもらえたら嬉しいな。

まちキョン体操を学校や市内のイベントで踊ってもらうことで、歌や

体操と一緒にまちキョンを覚えてもらうことができるとっても素敵な

アイデアだね！まちづくり協議会でまちキョン体操を作ってもらえな

いか相談してみるね。

今は、新型コロナウイルスの影響で大人数での「交通安全教室」がで

きていないけれど、動画配信での「交通安全教室」を開催するときに

は、まちキョンがみんなのお手本になることができないか考えていく

ね！

「まちキョン肉まん」とか、「まちキョンスイーツ」をつくる！

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、ネッ

トでも広がると思う！

アルコール消毒のボトルにまちキョンのイラストを入れて消

毒を呼び掛けたり、マスクケースやマスクのワンポイントに

イラストを入れる！

子どもから高齢者まで参加できるようなまちキョン体操を

作って、地域のお祭りやイベントでみんなで体操する！

まちキョンの着ぐるみを着た人がお手本となって交通安全教

室を開催し、インターネットで配信する！

No.86

No.5

No.59

No.6



Ｔシャツは、イベントのときにみんなで着たら、まちキョンのこと

を知らない人にも覚えてもらえそうだね。実は、市が行うまちづく

りに関するイベントで、職員がまちキョンのジャンパーを着ている

こともあるんだ！みんなにもっとまちキョンのことを見つけてもら

えるように、いろんなところに顔を出すからよろしくね！

まちキョンのTシャツをつくる！市役所の人がイベントの時に

まちキョンのTシャツを着る！

まちキョングッズをつくる！販売する！

たくさんのグッズ作成のアイデアをありがとう！これまでも、色鉛筆や缶

バッジ、ぬり絵などのまちキョングッズを色々なイベントで配布している

よ！実は、みんなの意見を受けてまちキョンのシールを作ったんだ！それを

使って自分だけのオリジナルグッズの作成を楽しんでくれたら嬉しいな。こ

れからも、みんなの意見を参考にまちキョンのことをもっと身近に感じても

らえるようなグッズやアイデアを考えていくから、楽しみにしていてね！

No.27，90

No.4，5，17，22，37，40，

46，59，60，64，67，79，

83，86，90，92，100

【No.4】宝塚市の特さん物など

に、まちキョンの絵をのせたり、

学校のお手紙に、まちキョンの

絵をのせる！

市の特産物や学校の手紙

にまちキョンを載せたら、

色々な人に見てもらえそ

うだね！

【No.17，22，59】まちキョ

ンのキーホルダーやミニタオ

ル、ポケットティッシュを作

成する！

キーホルダーやミニタオル、ポ

ケットティッシュなら、まち

キョンもみんなと一緒にお出掛

けできるし、見た人にまちキョ

ンのことを覚えてもら

えそうだね！



【No.46】まちキョンのゲー

ムをつくる！

色々なまちキョンのゲームがあった

ら、お友達やご家族みんなで楽しみ

ながら、まちキョンのことを覚えて

もらえそうだね！

【No.60】文房具にまちキョ

ンのイラストをいれる！

クリアファイルや文房具なら、学校

でも職場でも使ってもらいやすい

ね！

【No.64，67】切手のデザイ

ンや消印をまちキョンにす

る！

【No.86，92】天然素材の

まちキョンエコバッグをつ

くる！

切手や消印に、まちキョンがいたら

お手紙を貰う側にもまちキョンのこ

とを知ってもらえるね！

天然素材のエコバッグをつくったら、

環境にも優しくて、みんなに喜んで

もらえるね！

【No.100】まちキョンのアク

リルカードを作って宝塚の景

色と一緒に撮ってインスタに

あげる！

アクリルカードなら、気軽に持ち運

ぶことができて使いやすいね。みん

ながお気に入りの場所でまちキョン

と一緒の写真を撮ってくれたら、宝

塚市のＰＲにもなるしとっても楽し

そう！



まちキョンの映画やアニメをつくる！

まちキョンの映画やアニメをつくるアイデアは、見ているだけでわくわくし

てくるね。これからどんなことができるか考えていくから、色々な場所でま

ちキョンを見つけてくれたら嬉しいな。

スミレンとコラボグッズをつくる！

まちキョンのぬいぐるみをつくる！

まちキョンのぬり絵は、実はイベントのときに登場することがあるんだ。

ホームページ「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」からもダ

ウンロードができるから、ぜひ見つけて遊んでみてね！みんなが折り紙でも

まちキョンを作ってくれたら嬉しいな。折り方を考えてみるから、完成した

らお知らせするね。

実は、まちキョンのぬいぐるみが、市役所の市民協働推進課の窓口に置いて

あるんだ！ぜひ探してみてね。これからももっとまちキョンのことをみんな

に知ってもらうために、色々なところに遊びに行くね。

まちキョンとスミレン、これからはお友達同士でコラボできる機会が増えた

ら嬉しいな。一緒にどんなことができそうか考えてみるから、楽しみにして

いてね！

まちキョンのぬり絵や折り紙を作って子どもに興味をもって

もらう！

No.40，27

No.53

No.56

No.65



ポスターを作って市役所などいろいろなところに貼る！

バスや電車はたくさんの人が利用するから、そこにまちキョンのステッ

カーやポスターを貼ってもらえたら、もっと多くの人にまちキョンのこと

を知ってもらえるね。お金がたくさんかかるから実現するのは難しいかも

しれないけど、もっとみんなにまちキョンを見つけてもらえるように、こ

れからもまちの中の色々な場所に顔を出していくからよろしくね！

テーマ曲を作って流しながらイラストのついた車でまちを走れば、沢山の人

にまちキョンを見つけてもらうことができるね。曲を流しながらまちを走る

のは難しいかもしれないけど、曲を作ることはできないかまちづくり協議会

に伝えてみるね！

バスや電車にまちキョンのステッカーを貼る！

まちキョンのCMをつくったり、まちキョンを新聞に載せてもらうことは、

色々な人にもっとまちキョンを知ってもらえるいいアイデアだね！ホーム

ページ「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」の中でまちキョ

ンが市内の色々なところへお出かけしている様子をアップしているので、見

てもらえると嬉しいな。

まちキョンは「まちづくり協議会」をたくさんの人に知ってもらうために、

まちづくり協議会に関係する色々なチラシやポスターに出演しているよ。こ

れからも、もっとまちキョンをみんなに知ってもらうために、色々なところ

に顔を出すからよろしくね。

まちキョンのCMを作ったり、新聞に載せる！

まちキョンのテーマソングを作ってまちキョンの

ラッピングカーで流しながら走る！

No.3，5，

74，75，99

No.17，64，

79，80

No.37，

40，83

No.53



まちキョンに実際に学校にきてもらい、まちキョンのことを話して

もらう！

学校のプリントにイラストを入れたり、図書館に「まちキョン」

コーナーをつくたり、市民体育館にチラシを貼ったり、児童館だよ

りにイラストを入れたりする！「まちキョン」に出会えるところが

増えたらいいなと思う。

まちキョンに出会える場所を増やすことはとてもいいアイデアだね！まち

キョンも色々なところに遊びにいきたいから、学校や図書館みたいに子ども

が集まる場所にももっと顔を出せるように考えてみるので、ぜひまちキョン

を見つけてみてね。他にも、学校のプリントや児童館だよりなどにまちキョ

ンを載せたら、いろんな人に見てもらえそうで良いアイデアだね！

市内で開催される地域のイベントにまちキョンが訪問する「おでかけまちキョ

ン」を実施したり、他にも宝塚市が実施するイベントに「まちキョンコー

ナー」をつくって、チラシやグッズを配ったりしているんだ。提出してくれた

素敵なアイデアを参考に、これからももっとみんなにまちキョンを知ってもら

うために、色々なところに遊びにいくから、ぜひまちキョンを見つけてみてね。

まちキョンも、有名な芸人さんとコラボして、みんなを笑わせてみたいな！

コラボしてくれる芸人さんがいないか探してみるね。

まちキョンと有名な芸人さんが組んでお笑いをする！

No.56

No.65

No.33



宝塚市の中にある飲食店や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！

有名なゲームやアニメのキャラクターとコラボができれば、もっとたくさん

の人にまちキョンのことを知ってもらえるね。コラボできるキャラクターが

いないか探してみるね！

阪神競馬場のお馬さんがまちキョンの仮装をしたり、まちキョンのデザイン

が入ったものを付けてくれたら、阪神競馬場にお馬さんを見に来た人たちや

テレビで様子を見ている人たちの目にとまって、まちキョンをみんなに知っ

てもらうことができるね。提出してくれた素敵なアイデアは、たくさんの人

にまちキョンのことを知ってもらうための参考にさせてもらうね。

飲食店やホテルとコラボすることで、お店を利用した人や宝塚市に旅行に来て

くれた人にまちキョンについて知ってもらうことができるね。お店の人たちと

協力してまちキョンをもっとたくさんの人たちに知ってもらうことができない

か考えていくので、これからも応援してくれると嬉しいな。

手塚治虫さんのリボンの騎士やアトムとコラボした消印を

つくる！

競馬場の馬にまちキョンの仮装をしてもらう！

ゲームやアニメの有名なキャラクターとコラボする！

まちキョンとアトムやリボンの騎士がコラボすることで、手塚治虫記念館

に来てくれた方や手塚治虫さん作品のファンの人たちの目にとまり、たく

さんの人にまちキョンを知ってもらうことができるね。コラボできる機会

がないか考えてみるね！

No.40

No.46

No.60

No.67



レシートに、店ごとに違うまちキョンのイラストを入れて、

イラストを集めたらまちキョングッズやお店のクーポンをも

らえるようにする！

まちキョンも、西谷地域に住む人たちやおいしい食べ物、綺麗な景色とコラ

ボする事ができたらとっても嬉しいな。西谷とコラボして、まちキョンを

もっともっとたくさんの人に知ってもらうことができるよう考えていくので、

これからも応援してくれると嬉しいな。

お店とコラボすることで、お店を利用した人にまちキョンについて知っ

てもらうことができるね。お店の人たちと協力してまちキョンをもっと

たくさんの人たちに知ってもらうことができないか考えていくので、こ

れからも応援してくれると嬉しいな。

駅にまちキョンのぬいぐるみを置いてもらえたら、もっと多くの人に

まちキョンのことを知ってもらえるね。実は、大きくはないけど、ま

ちキョンのぬいぐるみが宝塚市役所の市民協働推進課の窓口に置いて

あるんだ。ぜひ探してみてね。提出してくれた素敵なアイデアを参考

に、これからももっとみんなにまちキョンを知ってもらうために、

色々なところに遊びにいくね！

まちキョンをテーマにした施設や場所ができればとても嬉しいけれど、

お金がたくさんかかるから難しいんだ。まちキョンはみんなの集まると

ころに遊びに行くことが好きだから、これからもまちの中のもっと色々

な場所に顔を出していくね！

西谷ねぎなど西谷特産物とまちキョンのコラボをすれば、

地産地消も進めることもできると思う！

まちキョンをテーマにして、昔の動物園と植物園と遊園地を

復活させる！

まちキョンのぬいぐるみをつくって宝塚駅に設置する！
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宝塚のマンホールにまちキョンのイラストを入れる！

まちキョンのイラストが入ったマンホールをつくってSNSで配信したら、

とてもたくさんの人にまちキョンのことを知ってもらえるね。今は市の

花と音楽のまち宝塚を知ってもらうために、「スミレの花」と「楽器の

ベル」を散りばめたデザインになっているんだ。マンホールカードを上

下水道局で配っているみたいだからぜひ手に入れてみてね。みんなにま

ちキョンを知ってもらうために、今後の参考にさせてもらうね。

まちキョンの友達や仲間をつくったりする！

一緒に宝塚市のことを考えてくれる人みんながまちキョンの仲間なんだ！

ホームページ「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」の中の

「まちキョンの部屋」で自己紹介しているから、ぜひ見てほしいな！まず

は、まちキョンをみんなに知ってもらえるように「まちキョンの部屋」の

中身を充実させていくから、楽しみに待っていてね。

まちキョンのせいかくやとくぎをのせて

あいきょうのあるキャラクターにする！

まちキョンの性格が分かるとみんなに親しみをもってもらえるね。ホー

ムページ「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」の中の、

「まちキョンの部屋」で自己紹介をしているからぜひ見てほしいな！ま

ずは、まちキョンをみんなに知ってもらえるように「まちキョンの部

屋」の中身を充実させていくから、楽しみに待っていてね。
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