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松本深志高校生徒送迎の「駐停車問題」および 
「地域向けコンサート」への取り組み　 

報告書 

きっかけと背景 

　生徒送迎車による駐停車問題を解決するために、最大の壁となったのは地域住民
の本校生徒に対する印象の悪さだった。前年度の第４回鼎談深志において、地域に
よる協力駐車場提供の是非を問うたところ、これを理由に断られてしまった。これ
により、生徒（学校）と地域の間には、まだ距離がある事実が可視化された。駐停
車問題に引き続き取り組むことと同時に、生徒と地域の関係をより良いものにし、
生徒のイメージアップを図ることも検討課題となった。駐停車問題については、苦
情の寄せられていた合格発表時の送迎車の様子の観察、前年度規定された駐停車禁
止区域の周知に努めた。また、生徒と地域が顔を合わせる機会を設けるべく地域向
けのコンサートを企画した。 
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1. 　第５回「鼎談深志」開催 

ア. 　日時　　　平成３０年（201８年）　11 月 1４ 日(水) 

イ. 　参加団体、参加者（敬称略） 
A. 生徒 

 生徒会長     花岡吟音 応援団管理委員会団長  関口琉生 
 地域交流委員会委員長  西尾　遥  
B. 教職員 

　　　　 教頭            関　正浩 生徒部長         小林佐加栄 
  生徒会主任       畠山忠史 地域交流委員会顧問   林直哉 
C. 地域 

 蟻ヶ崎北町会長  上條晴康  蟻ヶ崎東町会長   細萱志朗  
 蟻ヶ崎西 町会長  古市昭太朗 蟻ヶ崎深志ヶ丘町会長  松岡文子 
 沢村町会長        曽根原力 
D. 関係 
地域交流委員 副委員長 秋山　拓・鈴木瑛人 
   記録  佐藤萌花・上條由愛　   
   ニュースレター　 上條　祐・多留初音・塩原遼太郎 
   会計  柳沢優希   
生徒会副会長 岡部兼也 生徒会員 林　奏芽 
新聞委員会委員長 原田花鈴 交通安全委員会委員長 江尻伊吹 
１学年PTA会長 高橋知孝 
校　　長  今井義明 
蟻ヶ崎東町会　 一般参加 樋口順一 
深志ヶ丘  一般参加 袖山厚子 
松本市役所交通安全・都市交通課 近藤　潔・百瀬和弥 

E. オブザーバー 
信州大学教授 荒井英治郎 松本市会議員 芝山　稔　　松本大学　武者一弘　　 
信濃毎日新聞 長沼佳史 

F. その他 
           地域交流委員会前委員長 青柳春佳  
   

ウ. 　内容　 
地域行事への参加について 
バスケットボール部の新人戦について（合意確認） 
駐停車問題の解決に向けて 
松本市の自転車事故の現状について 

エ. 　会の中で上がった意見 
• 交通安全委員会による交通安全週間について、日数と立ち当番箇所を増やすべき（交通安
全委員長　江尻） 
• 駐停車のルール設定・周知をしたらどうか（１学年PTA　高橋） 
• 駐停車問題に関して北側についての取り組みがないのはなぜか。（蟻ヶ崎東　樋口）　等
の発言から、駐停車問題に関しては継続して取り組み、近隣の道路すべてを検討すること
になった。 
• 自転車マナーに関しては交通安全委員会が取り組むことにした。 

オ. 　事後（検討課題の明確化） 
• 駐停車問題については、今年度は近隣すべての道路調査は再度行わず、地域の苦情・交通
法規をもとにPTAが作成した駐停車禁止区域の周知を最優先とした。 
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2. 　合格発表当日の交通状況調査の実施 

ア. 　日時　　　平成３１年　３月１８日(月) 

イ. 　参加者 
　　　地域交流委員（委員長西尾　遥　副委員長　秋山　拓　顧問　林　直哉） 

ウ. 　目的 
•  近年苦情が寄せられる合格発表日の松本深志高校周辺道路の混雑状況を調査するため。 

エ. 　方法 
• 地域交流委員が松本深志高校の北側道路、東側道路、南側道路に立ち、交通状況を観察し
た。 

カ. 　調査結果 
• 受験生徒送迎車が住宅や県営住宅の駐車場の前に何台も路駐していた。特に、県営住宅前
は、最も多い時間帯で約１５台の送迎車が停まっていた。 
• バス停前に停車する送迎車も多々あり、バスが停車できなかった。 
• 正門前を通る車からは明倫坂がよく見えておらず、坂を登ってくる生徒や保護者との衝突
が心配された。 
• 最長で１時間半停まっている車があった。 
• 合格発表の日の混雑した学校周辺道路を見たことがなかったため、送迎車の迷惑さや危険
性を認識することができた。 
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3. 公益財団法人ベイシア21世紀財団助成金贈呈式の参加 

ア. 　日時　　　平成３０年（2018年）　１０月１８日(木) 

イ. 　参加者 
事務局会構成員（委員長　西尾　遥　副委員長　秋山　拓　顧問　林直哉） 

ウ. 　内容 
• 公益財団法人ベイシア21世紀財団より、松本深志高校地域フォーラム「鼎談深志」が〈特
色ある教育活動〉として助成対象に選ばれた。 

エ. 　事後 
• 助成金により購入したiPad Proは、ニュースレター係・三役が主に使用している。使用用
途は、記録・ニュースレター作成等。 

4. 深志ヶ丘クリスマスコンサート　 

ア. 　日時　　　平成３０年　１２月２２日(土) 

イ. 　参加者 
事務局会構成員（町会代表　松岡文子 　委員長　西尾　遥　副委員長　秋山　拓　） 
演奏者（軽音楽部　音楽部（室内楽班・合唱班） 
観客（深志ヶ丘町会の皆さん） 

ウ. 　会場　　　深志ヶ丘町会　公民館 

エ. 　内容 
• 地域の要望により、前年度からクリスマスコンサートの実施計画がなされていた。深志ヶ
丘町会と地域交流委員会の合同主催で、二団体が演奏した。 
• 深志ヶ丘町会は、楽器搬入やリハーサルのためにコンサート前日や当日の早朝にも公民館
を解放してくださった。またコンサート終了後は手作りクッキーを全員に渡してくれるな
ど、非常に好意的で、交流が深まった。 
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5. 軽音楽部演奏会 

ア. 　日時　　　令和元年（201９年）　８月１日(木) 

イ. 　参加者 
事務局会構成員（町会代表　宮田幸子　委員長　西尾　遥（当日不参加）　副委員長　鈴木瑛人） 
演奏者（軽音楽部） 
観客（蟻ヶ崎東町会の皆さん） 

ウ. 　会場　　　城北地区公民館　福祉ひろば　 

エ. 　内容 
• 地域の要望により、演奏会を企画した。蟻ヶ崎東町会と地域交流委員会の合同主催で、軽
音楽部が演奏した。 
• 蟻ヶ崎東町会は、楽器搬入のための車を提供してくれた。演奏後には生徒と参加者の茶話
会も行い、生徒にも良い刺激となった。 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6. 平成３０年度～令和元年度　地域交流委員会　活動確定表 

年 月 日 内容

2018 9 28 三代目（平成30年度～平成31年度　委員会）新体制スタート

10 5 本部会・お弁当のつどひ新設（以下本部会は省略）

13 公益財団法人ベイシア21世紀財団助成金贈呈式に参加

29 ニュースレター「鼎談深志」第１５号　配布

11 2 教職員交通安全街頭一斉指導（二年生）

～4 男子バスケットボール部について苦情あり（本校が大会会場になったことについて）

9 事務局会①（駐停車問題、第5回鼎談深志について）

13 教職員交通安全街頭一斉指導（三年生）

14 第5回鼎談深志　開催

20 教職員交通安全街頭一斉指導（一年生）

29 一斉委員会・ニュースレター「鼎談深志」第１６号　配布

12 3 学校周辺地図の更新

7 一斉委員会

22 深志ヶ丘クリスマスコンサート（地域交流委員会、音楽部、軽音楽部）

26 生徒大会にて駐停車禁止区域について報告

2019 1 8 ニュースレター「鼎談深志」第１７号　配布

2 12 臨時委員会

事務局会②（卒業式駐車場、地域との行事について）

15 生徒大会

27 ニュースレター「鼎談深志」第１８号　配布

拡大事務局会①（地域交流委員長、五町会長、顧問、生徒部長、教頭）　自転車マナーについて

3 18 合格発表　交通状況調査、撮影

4 1 ニュースレター「鼎談深志」第１９号、第１９.５号　配布

17 交通安全教室スケアードストレイト

26 ニュースレター「鼎談深志」第２０号　配布

27 PTA総会にて駐停車禁止区域について報告　

5 30 ニュースレター「鼎談深志」第２１号　配布

6 11 一斉委員会（生徒対象地域への要望アンケート実施の検討）

25 文化祭期間中の音出しについて苦情有（活動時間と音出し期間の混乱により）

27 ニュースレター「鼎談深志」第２２号　配布

7 5−8 第72回とんぼ祭

8 とんぼ祭４日目行事　地域住民向けミニコンサート（４団体　各１５分）

12 文化祭に関する地域との関わり方についての話し合い（地域交流委員長、渉外係長、生徒会長、副会長、顧問）

18 原田さん家訪問（地域交流委員長、渉外係長、蟻ヶ崎東町会町会長）

拡大事務局会②（苦情の確認、合格発表時の駐車場について）

20 城北地区福祉ひろば軽音楽部演奏会について軽音楽部打ち合わせ

28 ニュースレター「鼎談深志」第２３号　配布 
城北地区福祉ひろば軽音楽部演奏会打ち合わせ・会場下見（地域交流正副委員長、軽音楽部バンマス、蟻ヶ崎東町民館長）
吹奏楽部音出しについて苦情有（風向きで音量の差がある。昼間は活動を控えてほしい）

8 1 城北地区福祉ひろば軽音楽部演奏会

9 1 ニュースレター「鼎談深志」第２４号　配布

9 5 第三回拡大事務局会

9 24 臨時委員会

9 27 活動終了　引き継ぎ
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