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地域プロジェクト成果報告書 「港まつりクリーニング in 函館」 

担当教員 淺木洋祐 

メンバー 近藤真未 塩田ひより 岩川姫子 太田尚之 太田希 

1．はじめに 

【背景・概要】 

ゴミ問題は、私たちの生活と切り離せないものである。その中で私たちは身近に落ちて

いるゴミに着目し、減らすことはできないかと考えた。しかし、活動していくうちに、目

に見える形でゴミが減るという事業は短期間では困難ではないかという結論に至った。そ

こで、ただごみを減らすのではなく問題意識を持たせるような活動をすることで少しでも

ゴミが減ることに繋がればと思い本プロジェクトを立ち上げた。 

【目的】 

函館は観光地であるため道路を歩いてもゴミが少なく感じるが、実際にはどのようなこ

とが問題になっているのか、また観光シーズン（夏）とそうでない時期（秋・冬）ではど

のくらいごみの量が違うのかを調査し、函館市の現状を理解する。また、実際にゴミ拾い

を行うことで少しでも路上に落ちているごみの実態を市民、とりわけ若い世代に認知させ、

自分たちが住んでいる地域の隠れた課題を発見する機会を提供することを目的とする。 

2．年間スケジュール表 

 【2年後期】 

  10月下旬：函館市のゴミ問題について各所にヒアリングを行う。 

       ・函館市環境部 

       ・アザレア前線 

  11月：ヒアリングを基に気になった場所へ実際にゴミ拾いをする。 

       ・五稜郭公園 

       ・函館駅前 

  11月～12月：これまでの活動の反省、中間発表準備 

  1月：中間発表、後期の活動反省 

【3年前期】 

  4月～5月：前期の活動計画立案⇒「港まつりの翌朝清掃」に決定 

  6月～7月：市内の地域住民への宣伝、チラシ作成・配布、SNSでの呼びかけ 

        最終発表に向けた発表準備 

  7月下旬：翌朝清掃参加者を対象とした事前説明会を実施 

  8月上旬：港まつり早朝清掃本番、前期活動反省・総括 

3．プロセスと成果 

プロセス①【課題の理解】 

函館市のごみの現状を知るために、函館市環境部にヒアリングを行う。ヒアリングの中
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で、港まつりのごみのポイ捨てが長年の課題であることを知る。そこで、実際に清掃活動

を行っているボランティア団体に翌朝清掃の現状を聞き取り調査する。 

聞き取りの中で、8 月に開催される函館港まつりの会場などでごみが落ちていることを知

り、イベントなどで人が多く訪れる時期とそうでない時期ではどのくらい路上にゴミが落

ちているのかというテーマを設定し、函館駅近辺を実際に調査した。1 月の中間発表でその

調査結果を報告した。 

プロセス②【中間発表の反省】 

テーマが広すぎたため、プロジェクトの本筋があいまいになってしまい初見の方にうま

く伝わらない内容となってしまった。また、目に見える形でゴミが減るというプロジェク

トは他の事例を見ても短期間で解決できることは困難であることが分かったためこれを機

に本プロジェクトを見直すことにした。 

再検討の結果、2016 年前期のテーマは「翌朝清掃」に決定する。翌朝清掃の理解を深め

るために「港まつり実行委員会」に問い合わせ。また、ボランティア団体に再度ヒアリン

グを試みるも先方からお断りの連絡を受け、ヒアリング失敗。 

この失敗を機に再びテーマの再確認を行い、実行委員の関与の他に自分たちが出来ること

を調査した。 

プロセス③【港まつり翌朝清掃に参加するための準備】 

翌朝清掃ボランティア団体への聞き取りにより、翌朝清掃の参加者は大人が多く、朝早

くに開催されるため元気がないことがわかる。そこで若い世代が参加することで翌朝清掃

に活気が出るのではないかという見解を持つ。 

私たちができることは何かと考えた結果、【学生を巻き込んだ清掃団体を設立したら良い

のではないか？】という考えに至り、港まつりクリーニング 2016 を設立した。参加者を募

るため函館駅近辺の中学高校に宣伝活動を行った。また、教育大生にも参加を募った。開

催に向けて函館市環境部や函館西警察署の指導の下、安全対策や当日の清掃コース選定を

行った。 

4．成果(8/2 港まつり翌朝に清掃を実行) 

・参加予定人数：34 人(教育大学、函館西高校、市立函館高校) 

・当日参加者数：23 人 

・時間：6 時～7 時(30 分間清掃、30 分間全体説明とインタビュー調査を行う。) 
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・当日の様子：事前に函館市環境部や函館西警察署の指導の下、準備したため大きなトラ

ブルなく開催された。しかし、参加者の中には、路上に落ちているタバコなどの一目では

わからない小さなゴミを素通りしている人も見られた。目に見える大きなゴミが多く落ち

ていると想定していたと考えられる。本プロジェクト終了後、参加者からの感想を聞き取

りした結果、以下のような意見が挙げられた。 

【高校生】・たくさんの人が自主的にごみを拾えるようになってほしい。 

     ・参加する機会が少ないので今回できてよかった。 

【高校教諭】・タバコが細いなど、ものの形状が変わって溝に落ちているごみを拾いにく

くなった。 

5．総括 

参加者数は 20 人を超え、大きなプロジェクトになったのではないかと思う。しかし港ま

つり翌朝清掃に参加しているボランティア団体は、清掃区域が決められており、朝 5 時か

ら清掃を行っているため、他団体とコンタクトをとって行うことが必要であった。また、

企業が 1 日の夜中に清掃を行っているところもあったので、企業の力もあっての清掃事業

であると通感した。参加者からは、意外とゴミが落ちている事が分かったなどの声があり、

今回の目的である若い世代に認知・課題発見の機会を提供するという事が達成できたと思

われる。今後の課題として、事前準備の際に協力先から様々な指摘をいただき、特に未成

年の参加者に対する安全対策が当初、不十分だった。また、参加者を募る際に函館駅近辺

の学校にしか宣伝していなかったため、来年度以降は市内全域の学校にも参加を促してい

けたらと思う。 

6．謝辞 

本プロジェクトに快く協力してくれた方々にこの場を借りて感謝申し上げます。 

・函館市環境部 環境推進課 課長 西田様 

・函館市環境部 加藤様       

・函館西警察署 交通課 規制係長 伊藤様 

・函館港まつり実行委員会 高松様 

・北海道教育大学函館校 アザレア前線 代表 種市様 

・市立函館高校 教諭 辻田様 

・北海道函館西高校 教諭 黒澤様 





地域プロジェクト 成果報告書 

《テーマ》 

津軽海峡交流圏確立のためのデスティネーション・マネジメントに関する基礎的研究 

《メンバー》 

教員：池ノ上真一 

学生：翁長遥己・黒沼聖史・佐藤良亮・間山もえ 

《背景》 

函館では様々なイベントが開催されている。しかしどの時期にどのイベントが開催され

ているかなど、詳細が一つの媒体に納まっているものはない。さらに縦割りの行政などが

原因でパンフレットが必要なところに設置されていないこと、必要なところに情報が行き

届かないことがある。たとえば、居酒屋等を探す観光客が多いホテルに夜の繁華街をメイ

ンとしたガイドブックが置いていないといった事例がある。これはガイドブックの製作者

側の都合によるところが大きく、ホテル側ではそのようなガイドブックを要請していると

いう。これにより観光客はもちろん地元の人さえも知らないイベントが数多くあるこのよ

うなニーズに応えていく仕組みが現在必要になっている。 

また、函館商工会議所で行ったアンケートは実際にイベントの運営に携わることが多い

人が対象となっていたため、学生のアンケート結果とは結果が異なることが予想された。

アンケートを行うことでアンケートの精度がより高いものになることが期待された。 

プロジェクトⅡでは北洋銀行様が ATM コーナーの掲示物が通常業務多忙のためなかな

か更新できないという問題を抱えていた。ATM コーナーは多くの人が立ち寄る場所であ

り、情報の発信場所としては最高の場所であった。利用層を考えた発信方法を検討するこ

とが求められた。 

《目的》 

プロジェクトⅠ：商工会議所の方から頂いた函館のイベント魅力度ランキングを大学内で

学生対象に行う。それを集計し、実際に行ったことはないが期待されているイベントをピ

ックアップすること。 



プロジェクトⅡ：北洋銀行の ATMコーナー（参照：右下画像）を定期的に更新することが

できるような仕組みをつくること。プロジェクトⅠで調べた「行ってみたいが知られてい

ないイベント」の情報発信をすること。 

 

《実施内容》 

地域プロジェクトⅠ：最初は函館商工会議所の担当様と函館のイベント開催について現状

を整理、課題を掲げるところからはじまった。いただいた資料の中に函館のイベントにつ

いてどれだけ魅力があるか、期待しているかを調査したものがあり、同様のものを本学学

生対象として調査することとなった。 

１１月中に北海道教育大学函館校の生徒（主に１年生～２年生）や教員に CSPT が作成

したものと同様の函館の魅力度についてアンケートをとった。この際アンケートはネット

形式のものとし、インターネット上で回答してもらった。 

集計結果をイベントの魅力度、期待度に分けてランキングを作成し、表をつくった。中

間発表ではそのランキングを音楽に合わせて簡単な動画で流した。 

Ⅰ反省：作業の分担がうまくいかず、効率よく動くことができなかった。うまく連携をと

ることができるよう、連絡を密にする。一人の作業量が多くなりすぎないように作業分担

が必要であった。手の届く目標をたてることが必要であった。 

 

地域プロジェクトⅡ：前期で作成したランキングを用いて、期待されているが参加したこ

とのないイベントに焦点を当ててイベントの広報活動をする運びとなった。池ノ上先生の

助言の元、北洋銀行様の ATM コーナーを利用させていただくこととなった。 

学生にアンケートを取りその結果を掲示する。また利用者にシールでアンケート投票し

てもらうスペースを作る。壁面に黒板を設置し、地域住民と間接的に交流ができるような

スペースをつくる。 

以上の内容が決定した。黒板の活用にあたって、銀行は公共性のある情報しか掲示できな

い。したがって書き込む方式にするのは困難であり、活用方法を再検討しなければならな

いという話があがったところで本プロジェクトは最終発表を迎えた。 



Ⅱ反省：前期の反省を活かして作業分担、連絡をとりあうことは比較的うまくいった。し

かしながら、先方の担当者様がかわってからの連絡がうまくいかず、話が途中から全く進

まなくなった。先方の意図をうまく私がくみ取ることができていなかった。池ノ上先生か

ら助け舟を出していただき、連絡をとっていたグループ LINE を動かそうとしたが誰から

も反応がなく頓挫してしまった。もう少し違うアプローチをすればよかった。 

《年間スケジュール》 

１０月 メンバー顔合わせ・プロジェクト概要説明・函館商工会議所にて会議 

１１月 商工会議所にて会議・アンケート作成、実施 

１２月 アンケートの集計・ランキング作成 

１月 成果中間発表 

４月 プロジェクトⅠの振り返り・Ⅱの課題、目標の策定 

５月 北洋銀行にて会議・ 

６月 北洋銀行にて会議・ATM コーナー視察 

７月 成果最終発表 

 

《地域からの評価》 

実際に ATM コーナーを活用するに至らなかったため、本プロジェクトに対する直接的な

評価はいただくことができなかった。しかしながら中間発表、最終発表の際に地元の方か

ら講評を頂いた。Ⅰの際には、知らないイベントがいくつかあってもっと詳細を知りたい

とのこと。Ⅱの際には、ATM コーナーだけでは限られた人にしか見てもらえないのでリ

ーフレットやホームページを作成したほうがいいのではないかとのことであった。 

《総括》 

最終発表の際に一部の先生に、結局最後まで形になっていないなら意味がない、といわ

れてかなり悔しい思いをした。年間のスケジュールも立てたが、思うように進まず、完成

できなかったのが一番の反省点である。 

しかしながら、前後期どちらの発表原稿も私が作成したことにより人を引き込む話の組

み立て方がわかった。例として８月に参加したインターンシップの際に担当の方に、話し

方、内容についてお褒めの言葉を頂いた。地域プロジェクトの活動は決して楽ではなった

が、自分の力になっていることを実感した。 





2016年 8月 29日(月)
伊藤・高木共同プロジェクト　家下和音・角宥人・下錦田茜・横山怜司

模擬裁判

１．背景・目的・概要

・裁判所との連携のもと、地域に私たちが出来ることとして青少年への法教育を提案

→日本青少年研究所の高校生の学習意識と日常生活の調査では、日本の青少年は規範意識が

低いと指摘(2005年の犯罪率の国際比較では、日本では成人犯罪率に比べ少年犯罪率が 3.8
倍)、さらにこのような規範意識の低下は地域の教育力の低下が要因として挙げられる(吉田:2005)

・中間発表の段階までは地域の教育力を育み、地域の青少年を高めるための企画を計画

→中間発表での反省により、具体性がないことと実際に効果があるのかが疑問に残ったため、法

教育という考えを残しながら、よりターゲットや目的を絞ったものへと方針を変えることが提案

・近年ブラックバイトの問題が深刻化していることに着目し、高校生・大学生への労働法教育に

絞って、企画を計画

→ブラックバイトへの対策の一つとして法的知識を身に着けることが挙げられており、その一端を

我々学生が担うことを目的

・ブラックバイトが増加している背景としては３つ挙げられる

①非正規雇用者の増加

・日本における非正規雇用者割合は 37.5%となっており、同じ能力を持った人物でも時間に制限
のある学生よりも時間に余裕のあるフリーターのほうが重宝され、学生がフリーター並みの条件を

飲まなければ採用されない

②学費の高騰

・高等教育の大衆化により、私立大学の授業料が上昇し、公私格差是正のもと国立大学も授業料

の値上げ

③保護者の収入減

・サラリーマンの平均年収は過去最高だった平成 9年の 467万円から平成 26年には 415万円と
55万円減少が見られ、仕送りもその影響を受け減少しており、アルバイトの主な目的も日本大学
の調査では 1994年には「旅行・交際・レジャー」が最も多かったことに対し、2012年には「生活費・
食費」が最も多くなっている

→このような現状から、学生はアルバイトをしないという選択肢が失われつつあると考えられる。そ

してブラックバイトを見極め、対処法を知ることは有意義な学生生活を送るためにも必要なスキル

になりえ、その点から我々のプロジェクトの意義を見出すことが出来る

・企画の案としては、裁判所との連携のもとリーフレットを作成し配布、ポスターを作成し函館の高

校・大学へ掲示、オープンキャンパスでの相談会の実施が挙げられた

→方針を転換したことや、プロジェクトの対象を絞り込むことに時間がかかりすぎたことで、実際に

行動に移すことは出来なかったため、次年度以降に引き継がれることが望ましい

2.年間スケジュール



前半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後半

10月
課題研究、文献調査、担当者の方との打ち合

わせ

3月
方針の転換を提案

11月
プロジェクト内容の概要決定、裁判所の企画

(模擬裁判)へ参加

4月
プロジェクト内容の方針を転換、文献調査

12月
企画内容についての調整

5月
プロジェクト内容(改正案)の決定

1月
中間発表準備

6月
裁判所の労働審判に関する企画へ参加

2月
中間発表の反省

7月
最終発表準備

3.プロセスと成果

・文献調査を中心として、問題の背景や実際にその問題が地域にとって重要なのかを分析

→実際に裁判所の担当者の方との意見交換や、労働審判官の方のお話を聞き、学生に対してブ

ラックバイトと労働法について周知する方法を探る

・ブラックバイトについての背景や問題点、対策法については特定をすることが出来た

→さまざまな案が出たが、自発的な行動に移すことが出来なかったため、成果としてあげるとすれ

ば次年度以降のプロジェクトに対して周知する方法の可能性について一定の示唆を与えた点と、

地域プロジェクトの発表会、ポスターセッションにおいてこれらの問題点を学生や教授へ伝え、関

心を得られた点である

4.総括と反省

・今回のプロジェクトでは終盤になるまで、自分たちの興味の対象を絞り込むことが出来なかった

・自発的な企画を起こすことが出来ず、実際に地域に貢献できたかについては大きな疑問が残る

結果となってしまった

・函館の高校生・大学生へのアルバイトの現状や労働法についてのアンケートを取り、実際の状況

を把握することが出来れば、より学生や地域に即した内容へとなったと考えられる

・リーフレットなどを配布することによって、学生へ形に残る形で発表することが必要だった

・今回は多くの課題点を残しており、プロジェクトとしては未完結といわざるを得ないため、次年度

以降この問題に対してさらなる追求、そして自発的な企画が行われることを期待する

5.地域からの評価



函館地方裁判所事務局総務課

課長補佐　山形英世様より

「庁としてではなく、窓口となった当職個人の感想となるが、我々国家公務員が施策を検討する際

の流れなどを、もっと具体的に経験してほしかったと思っている。課題の発見(プロジェクトで何に

取り組むかの決定)に時間をかけ過ぎた点が反省点ではないだろうか。課題は中途でも変更でき

るので、仮に変更したら前倒しにスケジュールを組んで、自分たちが課題と考えたことを提示し、

仮説を提示しといった具合に各段階で相手方と認識を共有しつつ案件を進めることを、今後別の

機会があれば実践してもらいたい。

他方、ブラックバイトの問題の解決方法のひとつとして法教育を取り上げた点は非常に面白いと思

う。日々バイトする学生の側にいながらこの問題に気づき、雇われる側の問題としても捉えた点は

評価できる。さらに、雇う側にも目を向けて、雇用側の事情なども考慮した上で施策を打ち出せば、

ブラックバイトの問題に対して一石を投じることが出来るのではないだろうか。

裁判所の業務自体に関わっていただくということにはなかなか難しい問題があるが、裁判所が

持っている法教育のチャンネルを活用していただくなど、提案があれば検討するので、今後機会

があれば今回の反省点を生かして頑張ってもらいたい。」

　最後になりますが、本プロジェクトの遂行にあたり、お忙しい中、適切な助言や提案をしてくだ

さった山形さんをはじめ、函館地方裁判所事務局総務課の方々にこの場を借りて感謝の意を表し

ます。
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外国人と暮らし触れ合うまち函館プロジェクト 成果報告書 

連携先 函館市役所、北海道国際交流センター、まるたま小屋 担当教員：池田祥英、古地順一郎 

 

本プロジェクトでは、函館在住外国人及び外国人観光客への行政及び地域の対応に関する課題の改善を

目的として、行政課題対応班と地域課題対応班に分かれ、プロジェクトを実施した。 

 また、プロジェクトの具体化にあたり、行政課題対応班は外国人向け生活ガイドブック、地域課題対応

班は外国人観光客・地域間のコミュニケーションツールの作成を決定し、活動を進めた。 

 

◆行政課題対応班 「外国人向け生活ガイドブックの改善」 

1.背景・目的・概要 

 函館市は、在住外国人向けの生活ガイドブックを配布している。このガイドブックは、函館市からの依

頼に基づき北海道国際交流センター（HIF）が作成している。ガイドブックの内容に関する本格的な検証

はなされていない。そこで、本プロジェクトでは、現在のガイドブックを批判的に検証し、改善したもの

を提案する。これによって外国人にとって住みやすいまちをつくることを目的とする。 

 

2.年間スケジュール表 

・2015年 10月～2016年 1月 ガイドブックの検証、聞き取り調査（市役所，HIF）、他都市の調査 

・2016年 4月～7月 外国人留学生への対応や在住外国人への調査、ガイドブックの作成 

 

3.プロセスと成果 

 まず、次のような調査を行った。現行ガイドブックの検証、市役所とHIF担当者への聞き取り、外国

人が多く暮らしている自治体のガイドブックに関する調査、倶知安町への電話調査、北海道教育大学函

館校における外国人留学生への対応に関する聞き取り調査（教員１名、事務職員１名、学生チューター１

名）、市内在住外国人（13名）への聞き取り調査（現行ガイドブックの内容と、在住外国人のニーズ）。 

調査の結果、現在のガイドブックは情報量が多く読みにくいという意見がみられ、函館に来てからまず

何をしたらよいのかわからない、プールなど趣味関係の内容もあるとよいなどの意見もあった。 

以上のことを踏まえガイドブックを作成。変更、追加した点としてガイドブックの内容を 4 項目に再

分配（「手続き」 「生活」 「福祉・教育」 「その他」）した。これは読みにくいという意見からであ

る。また函館に来てから必要なものの順番にしている。また、「はじめに」と「ガイドブック改善の協力

のお願い」を追加。「はじめに」にはガイドブックの主旨説明と、生活立ち上げにあたってやるべきこと

のチェックリスト、日本と函館についての簡単な説明を記載した。ガイドブックをより読みやすくする

ため、出産についての記載を住民登録から切り離し福祉・教育に移動し、各種施設や相談窓口を再分類、

図を追加（「住民登録」 「社会保険」 「税金」 「出産」 「子育て」）した。また、ふりがな、QR

コード、市外局番も追加した。さらに、倶知安町のガイドブックと、在住外国人のニーズを踏まえ、さら

に情報を追加した（印鑑、部屋の借り方、携帯電話・インターネットの契約、市電・バスの地図、口座の

作り方、買い物、緊急事態、函館のイベント、ジャパンガイド、日本語フレーズ、祝日、函館の地図）。 

 



4.総括と反省・今後の課題 

在住外国人に対する調査を行ったことで、外国人のニーズを踏まえたガイドブックが作成できた。しか

し、調査母数が少なかったことが課題である。また、今回改善できなかった点として、文章の難しさ（や

さしい日本語）、発行言語の追加、施設等の偏り、写真やイラスト、レイアウト、市民生活のしおりとの

連携がある。 

 

5.地域からの評価 

連携先からは今回の取り組みが評価された。また、留学生以外の人にも調査したことも評価された。し

かし、この提案が翌年以降に取り入れられるかはわからないとのことだった。 

 

6.メンバー一覧 

星山大稀、飯法師由大、井上舞音 

 

◆地域課題対応班 「外国人観光客・地域間のコミュニケーションツールの作成」 

1.背景・目的・概要 

 外国人観光客の多い元町地区における外国人観光客と地域住民とのコミュニケーション創出、ひいて

はこれらをきっかけとした地域対応の充実を図ることを目的とした。そこで、コミュニケーションの創

出を図る手段として、ガイドマップ・ポストカードなどのツールを作成した。これらのツールを通じて、

外国人観光客と地域住民がコミュニケーションを取る機会が生まれ、函館の観光地のみならず店や人の

魅力を高め、リピーターの増加につなげたいと考えた。また、外国人観光客への対応に困っている地域の

人々の悩みを解決し、地域の人々同士のつながりも深めることも目的とした。 

 

2.年間スケジュール表 

・2016年 10月～1月 

 地域商店への聞き取り調査、ツール案の検討、ツール(コースター)案 

 の決定・提案 

・2016年 4月～8月 

 ツール案の再検討、ツール(ガイドマップ)案・仕組みの決定、ガイド 

マップ・ポストカードの作成、試験設置 

 

3.プロセスと成果 

2015年度後期では主に地域の方へのニーズ調査やツール案の検討を行い、プロジェクト協力店やプロ

ジェクトメンバー同士での話し合いを経て、各店舗にコースターを設置し、集めた人はポストカードが

もらえるという「コースター案」を提案した。2016年度前期は、中間発表の際「コースター案」に対し

て挙がった意見（例：飲食店のみにしか設置できないのでは。コミュニケーションにつなげることが難し

いのでは。）を参考に、協力店との話し合いながらツールを再検討し、「ガイドマップ案」に決定した。そ

の後決定したツール及びガイドマップを作成し、協力店への依頼・話し合いを経て試験設置を行った。 

・提案した仕組み 



①オリジナルのガイドマップを作成。実際に来店しなければわからない、各協力店や店主にまつわるク

イズを記載。 

②観光客に配布し、クイズに回答してもらう。 

③クイズに回答した人にはポストカードをプレゼントする。 

・ツールの内容 

 オリジナルのガイドマップ…観光客が持ち歩きやすいよう三つ折り式を採用。表面にはタイトル、仕

組みの説明、店舗情報などを記載。ガイドブックを開いた内側には各協力店のクイズとその周辺の地図

を独自のおすすめスポットとともに記載した。 

ポストカード…景品用として各店舗にまつわるロゴや写真などをもとに独自に作成した。 

・試験設置の結果 

 試験設置は 8月 11日～8月 25日までの 15日間行った。クイズを記載した 3軒のカフェ・レストラン

の他に外国人宿泊者が多いホテル 1 軒の計 4 店舗に設置した。結果として、クイズに参加した観光客は

3軒のカフェ、レストランのうち 1軒で 5人(中国の方)、他 2軒では 0人であった。クイズを実施できた

店舗の店主の方によると、参加者はみなクイズを楽しんでいた、ということである。 

 

4.総括と反省・今後の課題 

 今回の活動で、私たちが考案したガイドマップとポストカードによる仕組みをはじめとするコミュニ

ケーションツールを用いた取り組みは、外国人に対する地域対応の充実のきっかけとして、大きな可能

性があるのではないかと感じた。試験設置では参加者こそ少なかったものの、その多くがクイズを楽し

んでいたようであり今後ツールの内容や仕組みを改善していけばより多くの人々が楽しみながらコミュ

ニケーションをとることが出来るのではないだろうか。 

 今後の課題としては、外国人が多い時期への設置期間の変更、宣伝や呼び込みへの注力、より多くの地

域の人々を巻き込めるような仕組みの考案などが挙げられる。 

 

5.地域からの評価 

 協力店からは、ツールのデザインなどに関しては高い評価をいただいたが、試験設置の期間が短い、ポ

ップや動画などによる PR があればよかった、実際に自分たちの足で地域を巡り学生ならではの視点か

らのアプローチが必要、などの意見があったので今後の参考にしていきたい。 

 

6.メンバー一覧 

 柏崎裕也、宮本優士、谷藤光、須貝瑞樹 

 

※最後にこの場をお借りして、本プロジェクトにご協力ならびにご指導いただいた函館市役所国際・地

域交流課の皆様、北海道国際交流センターの皆様、まるたま小屋の皆様、函館在住の外国人の方々、元町

地区の皆様に心より感謝申し上げます。 





            地域プロジェクト成果報告書  

「道南企業就職応援プロジェクト―リクルートブックの作成」 

 

① 背景・目的・概要 

現在、函館では人口減少が急速に進んでいる。特に、良質な雇用機会の不足、娯楽施設の

不足などによる「若者の流出」というものが大きな要因として挙げられる。この若者の流出

に少しでも歯止めをかけたいという思いを背景に本プロジェクトは起ち上がった。そこで、

「道南企業就職応援プロジェクト」をスタートし、北海道中小企業家同友会函館支部と連携

しながら、活動を進めた。道南の企業への就職応援のために、道南企業のことを掲載したリ

クルートブックを作成することにした。リクルートブックの作成にあたって、道南企業の皆

さまに取材を行い、その取材内容を私たち学生自身で考えて、編集し、記事にしていく。そ

れを印刷会社に依頼し、印刷・製本を行い、出来上がったリクルートブックを、函館の大学

（本プロジェクトでは、予算の関係などもあり北海道教育大函館校、はこだて未来大学、函

館大学、北海道大学水産学部に限定）に配布する予定である。プロジェクトの主な目的とし

ては、大学生の目線から道南の企業を取材し、オリジナル性のあるリクルートブックを作成

し、就職の手助けとする、函館の学生の就職の選択肢に道南企業が入る、などが上げられる。

(仕事以外の時間（函館で暮らす）という点でオリジナル性を打ち出したい 

 

②年間スケジュール表 

２年後期 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

同友会会員

企業とのキ

ックオフミ

ーティング 

  平成 27 年度

後期の成果

発表会 

 

リクルート

ブックの内

容の決定 

  

３年前期 

3月 4月 5月 6月 7月 8月 

訪問企業先

決定 

    リクルート

ブック発注・

発行 

企業訪問・取材 

  

リクルートブック編集 

同友会会員企業の見学 

函館市内の大学とのミー

ティング 

 
 

訪問企業への打診と決定 



② プロセスと評価 

 

事前に企業の方にアポイントを頂き、以下のような内容で取材を行い、リクルートブックを

作成していく。 

 

 

④総括と反省・今後の課題 

学生目線のオリジナル性に富んだリクルートブックを作成し、函館の４大学に設置する

ことで、道南企業の認知を拡大していき、今後 2年生にも同プロジェクトが引き継がれ、発

展していくことで、これからの学生の就職活動の選択肢として道南が選択されること、及び

更なる道南の魅力発信の機会となれば、幸いである。当初の企業訪問目標数を下回ってしま

った。もっと具体的な行動計画を策定しておけば、余裕を持ってプロジェクトに望むことが

できたのではないかと感じられる。同プロジェクトを引き継ぐ後輩達には、自分達が思って

いるよりも一歩早く行動することを心がけてほしい。 

 

⑤地域からの評価 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 函館支部 支部長 髙橋泰助様から頂いた寄稿文

を以下に転載する。 

 

リクルートブック発行、おめでとうございます。このリクルートブックは北海道教育

大学函館校（以下、教育大学）の学生が主体となり、私ども北海道中小企業家同友会（以

下、同友会）函館支部の会員企業に取材協力を頂いた、従来にはない大変画期的なもの

です。同友会函館支部は道南地区（渡島・檜山管内）約６５０社の会員企業により構成

され、「良い会社をつくろう」、「良い経営者になろう」、「良い経営環境をつくろう」と

基礎情報（資本金、従業員数、創業年、事業内容、売り上げ、住所、連絡先、初任給、 

ホームページ） 

経営者 若手社員 

・将来の展望 

・これだけは言わせて 

・会社のピンチ 

・成功させた一番大きな企画 

・経営方針 

・デイリースケジュール 

・やりがいをどこに何に感じるか 

・就職後、勉強したか 

オリジナル（函館の魅力紹介（遊び場、休日の過ごし方）、買い物、なぜ函館で働こうと 

 の項目  思ったか（道南以外の出身の方を中心に）） 

特集 （失敗談特集、入社してから一番つらかったこと 

（達成感があったこと）特集 



いう３つの目的をもって活動しております。昨年、教育大学と包括連携協定を結んだこ

とにより、この度のリクルートブックの作成のプロジェクトにも協力することとなりま

した。私達同友会は、設立間もない頃から合同企業説明会を開催するなど、新規学卒者

の求人と社員教育に力を入れて来ました。それは人材づくりが何よりも良い会社をつく

る基本であると考えているからです。そうした点で、求人活動は企業にとって大変重要

なことは言うまでもありません。  

昨今の雇用情勢は、私達中小企業にとって大変厳しいものがあり欲しい人材を確保す

ることが難しくなっています。その一方、せっかく就職した学生が離職するケースも非

常に多いのも事実です。いわゆる雇用のミスマッチが大変多いように感じます。その原

因として学生側、企業側双方の情報や考え方の幅の狭さがあるのではないかと感じます。 

このリクルートブックの特徴は、従来の企業側からの視点と違って学生自らが取材・

編集作業を行い、学生目線で地元中小企業の魅力を伝えていることです。さらには地元

で働き暮らすという生活者としての視点も加えて作られたことだと思います。そうした

こともあり、このリクルートブックが発行されることをとても楽しみにしていました。 

日本では少子高齢化で地方の人口減少が進み、地域の存続が危うくなってきていると

も言われています。道南も例外ではない状況です。しかし、道南には豊かな大自然があ

り、豊富な地域資源も数多くあります。つまりは暮らしを考えたとき、多くの魅力を持

っている地域であるとも言えます。その地域を支える多くの企業もまた、小さくても社

員の暮らしを大切にしています。これからの地域を担う存在である学生の皆様がこの本

を手に取り何を感じて頂けるのか。このリクルートブックを通じて、地元企業を知るき

っかけとなるのが楽しみです。最後にこの本の作成に携わった関係者の皆様のご協力と

ご苦労に感謝申し上げます。 

 

⑥メンバー一覧 

国際地域学科・地域協働専攻・地域政策グループ３年目 

滝本翔、岩谷圭太、緒形朋晃、佐々木志織（担当教員：畠山大、後藤嘉也） 

 

グラフィックデザイナー・大西剛さんを招いての活動の様子 
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田村伊知朗「後期近代の時代精神と地域内の公共的人員交通における路面電車の役割―――その延伸の可能性と

不可能性に関する実証的考察」（地域プロジェクト番号 26） 

 

Ⅰ 概要 

 ドイツ連邦共和国のハレ市はこの 25年間において、30万人都市から、20万人都市に縮小している。しかし、

1990 年に総延長 77 キロにすぎなかったハレ市の路面電車網は、2013 年には 87 キロにまで延長された。この延

伸問題は、地域内の公共的人員交通における路面電車の原理的位置づけと関連している。 函館市と、富山市そし

て札幌市の路面電車を題材にして考察する。函館市において路面電車路線網が残存しているが、初期近代におい

て形成された路線網は大幅に縮小されている。それに対して、富山市と札幌市の路面電車は後期近代において延

伸されている。 

この差異は、交通政策だけではなく、行政機構の在り方、街の性格づけ、そして人間の存在形式と関連してい

る。この意義を解明することによって、地域内の公共的人員交通の理想的存在形式とその現実態との差異を討究

する。 ハレ市の路面電車について討究し、日本の路面電車の意義を再検討する。また、延伸計画に関して、その

具体策を提示する。延伸計画に際して、様々な問題点が指摘される。市町村レベルだけの対応に終わらない。都

道府県レベル、国家レベルの問題もある。また、この問題は交通政策だけにとどまるではない。政府水準におい

てその管轄も、国土交通省だけではなく、財務省、環境省、厚生労働省等多岐にわたる。 

また、このような実習タイプの講義は、マス・メディアによって媒介されることによって、地域社会に影響を

与える。逆に言えば、マス・メディアに看過されることによって、その意義は減少する。マス・メディアとの対

応方法、とりわけプレスリリースの方法も学ぶ。 

この延伸計画の可能性と不可能性に関する議論に基づき、その実証的研究を提示する。    

 

Ⅱ 年間講義シラバス 

「地域プロジェクト」Ⅰ   

 

1.  ガイダンス  

2.  函館の路面電車の全線乗車  

3.  駒場車庫の見学と貸し切り車両の乗車  

4.  その現代的意義  

5.  その歴史的意義と路面電車残存の経緯   

6.  その路線網の問題  

7.  その交通技術的問題 

 

ハレ市の路面電車  

1. ハレ市とハレ新市の概略  

2. 縮小する都市としてのハレ市  

3. 後期近代における産業構造の構造的転換  

4． 後期近代における人口構造の構造的転換 

5. 地域内の公共的人員交通の基本としての路面電車 

6. ドイツの他の都市の路面電車との比較  

7. ハレ市における路面電車の具体的な延伸過  

 

「地域プロジェクト」Ⅱ 

1.  官僚機構との折衝（市町村）  

2. 官僚機構との折衝（都道府県）  

3. 官僚機構との折衝（政府）  

4. 財政問題  
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5. 財政問題  

6. 地域内の公共的人員交通の本質論 

7. 総括：後期近代における人間論  

8.  バスの乗車（路面電車平行路線および垂直交差路線） 

9.  バスの考察――その意義と問題点 Ⅱ. 富山市の路面電車 

10. その歴史的意義  

11. その現代的意義――都市計画における路面電車  

12. 街の性格づけ  

13. 富山市、札幌市のバスと地域内の公共的人員交通  

14. 公表準備  

15. 総括  

 

Ⅲ 経過と成果 

函館市の路面電車およびバスの乗車は、2015 年 10 月に授業時間外に各自で実施された。函館市電の貸し切り

車両乗車は、2015 年 12 月に実施された。富山市の路面電車を視察する予定であったが、予算上無理であった。

富山市出張は、最低でも 50万円の予算を必要としていたが、本学から措置された予算では、それには遠く及ばな

かった。また、ドイツ出張も、100 万円を超える予算措置を必要としていたが、叶わなかった。札幌市出張だけ

が、2016年 6月に可能になった。延伸に関する財政措置の一端が解明された。 

 

Ⅳ 総括 

 予算措置によって、富山市出張とドイツ出張が可能になればよりこの講義の意義は、拡大するであろう。本講

義で題材にした札幌市電の延伸に関しても、財政措置だけではなく、官僚機構の変遷とりわけ札幌市における部

署の拡大とその人員配置の問題が解明されねばならない。 

 

Ⅴ 地域からの評価 

 地域からの評価は、マス・メディアに媒介される。その意味で、『函館新聞』と『北海道新聞』に掲載されたこ

とは、大きかった。 

1.「函館市電延伸可能性」『北海道新聞・夕刊』（2016年 6月 29日、14面） 

2.「函館市電延伸可能性を探る」『北海道新聞』（2016年 6月 28日、24面） 

3. 「市電」『北海道新聞』（2015年 12月 19日、29面）  

4. 「市電の在り方を探る」『函館新聞』（2015年 12月 13日、15面） 

 

Ⅵ 参加者 

教員  田村伊知朗 教授（教育学部国際地域学科地域政策グループ）   

学生  4204小橋果奈; 4231渡辺真帆: 4281佐竹葵: 4251金野智和: 4263高田俊（5人すべて教育学部国際

地域学科地域政策グループ）   
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佐竹葵（平成 27年 12月 12日、函館市電函館どつく前停留所）電停の狭さと古さがうかがえる 

 

佐竹葵（平成 28年 6月 27日、札幌市電西 4丁目停留所）サイドリザベーション方式の導入により歩道と軌道の

近さがうかがえる 





「絵本・紙芝居を活用した地域活動と社会支援」 

 

１．背景・目的 

 人は、日常生活において様々な課題に直面する。そのようなとき、いろいろな方法によって課

題の解決を図っている。しかし、解決できない課題に直面し、生活に支障をきたしている人もい

る。支障をきたした状態は、課題を抱える本人にとっても、その人が生活する地域や社会にとっ

ても良い状態とはいえない。 

 そこで、絵本・紙芝居の読み聞かせとアクティビティを組み合わせたワークショップを企画・

実行し、課題を抱え生活に支障をきたしている人が持っている本来の力を引き出すことを目的と

する。 

 

２．概要 

 プロジェクトの概要は以下の通りである。 

① 生活課題や地域課題・社会的課題をとらえる。 

② とらえた課題の解決に役立つ内容の絵本・紙芝居の選書を行う。 

③ 絵本や紙芝居の物語やテーマ性を利用し、その内容に沿ったゲームやアクティビティを組

み合わせた課題解決プログラムを作る。 

④ プログラムを用いたワークショップを実施する。 

 

３．年間スケジュール 

（１）地域プロジェクトⅠ 

 ●１０月 

  読み聞かせの方法、プログラム作成の理解 

●１１月 

  課題検討 

●１２月～１月 

  プログラムの作成と試行 

 

（２）地域プロジェクトⅡ 

● ４月 

  地域プロジェクトⅠで作成したプログラムの見直しを図り、内容の修正を施す。 

● ５月～７月 

   はこだて若者サポートステーションと連携し、月２回のペースで「絵本を通した自己分析」

プログラムを実施。 

 

 

 



４．プロセスと成果 

 

（１）プロジェクトの対象者 

   対象者は働くことに踏み出したい 15歳～39歳の若者。 

  

（２）対象者の主たる課題  

  ・働くための一歩を踏み出したい。 

  ・気持ちをうまく伝えたい。 

  ・コミュニケーションが取れるようになりたい。 

  ・仕事を長く続けたい。 

 

（３）作成したプログラムテーマ 

  以下の５つのテーマを設定し、それぞれにプログラムを作成・実行した。 

 ① 先入観をなくそう 

 「思い込み」や「先入観」が先行することで、他者を傷つけるかもしれないことに気づき、 

また、インプットした情報をアウトプットすることの大切さに気付いてほしい。 

  ② 物や人の大切さの再確認 

   長く利用しているとその物の大切さを忘れてしまい、粗末に扱ってしまうことがある。 

  また、家族や親しい友人などへの感謝の気持ちや大切に想う気持ちを忘れてしまうことがあ

る。このように忘れてしまいがちな気持ちを再確認する。 

  ③ 自己肯定 

   人は、年齢、性別、育った環境や障がいの有無等にかかわらず、全ての人がその人だけの

個性を持っている。自分が持つ、悪い所は考え方次第でプラスに受けとめ、良い所は自分の

強みになる、という一つの考え方もあると伝える。 

  ④ 思考の転換方法“リフレーミング”を身につけよう！ 

何か出来事があったときに、それをどう捉えるかでその後の人生は大きく変わる。 

リフレーミングを行い、解釈を転換する力を養うことで、壁に直面した際そこで立ち止まる

のではなく、新たな側面を発見し取り組めるようになり、毎日を今までと違うものにできる。 

⑤ 人間関係を築くうえで大切なこと～気持ちを考える～ 

無意識のうちに相手を傷つけてしまうことがある。他者とより良い関係を築くためには何

が大切なのか。 

（４）ワークショップの実際 

① 読み聞かせを熱心に聞く参加者       ②ワークへの積極的な取り組み 



 

 

５．総括 

 本プロジェクトの目的に基づき、以下の内容について概ね達成することができた。 

 ① ワークショップ参加者個々に、自分の内面にある力への気づきを促す。 

 ② 力を発揮するための方法の獲得。 

 

６．今後の課題 

  今回作成したプログラムは対象者の内面に注目をしたため、主に自己洞察や自己形成などの

内容が中心となった。今後は、対象者が生活する地域や社会の関連領域にも焦点を当て、プロ

グラムを検討することが課題である。 

 

７．連携先からの評価 

（１） 絵本とアクティビティを組み合わせたプログラムについて 

 ・絵本との組み合わせのプログラムはとても分かりやすく新鮮だった。 

・内容も、問題を抱えている利用者にとって受け入れやすい内容だった。 

・絵本の選択もとても良かった。 

・一般的な自己分析プログラムよりも参加しやすい。 

 

（２） プログラムの進め方について 

 ・明るく爽やかな印象で、最初に利用者の気持ちを和らげてからのスタートは好感が持てる。 

・利用者を引っ張り、時には見守る姿に安心感を感じる。 

 

（３） 利用者のプログラム参加時の様子 

 ・最初は緊張していたようだが、徐々にリラックスし、いつも以上ににこやかに、積極的に発

言していた。 

・通常のプログラムでは眠ってしまう利用者も、集中して参加していた。 

 

（４） プログラム参加者のその後の様子 

 ・自己分析をすることで、自分自身のことを再認識することができたようである。 

・図書に触れる機会が少ない利用者もおり、本に向き合う貴重な機会となった。 

・絵本を読むことに興味がわき、セミナー後の時間で絵本を読む実践につながった。 

 

８．メンバー一覧 

 ・教員：外崎 紅馬 

・学生：熊谷 彩芽、工藤 帆渚、伊香 佑希菜、高橋 弥生、穴澤 実希 

 

以上 





「子どものことを考えた地域づくり」 

 

北海道教育大学函館校  地域政策グループ 

メンバー 石井真由 小野寺真吾 白岡健志 

 鈴木瞳香 田澤 栞  多田龍平 

担当教員 中村直樹 

 

１．目的・概要 

 

実家族と暮らせない子どもたちのことを知り、それを地域の課題として受け止め、「私た

ちに何ができるの？」をスタートにプロジェクトを展開した。そこで私たちの地域プロジ

ェクトは、函館地区里親機と連携して里親・里子に焦点をおき活動をおこなった。 

 

２．年間スケジュール表 

 

月 活動内容 

10 
プロジェクト開始。里親にまつわる知識を深めるために各自で調べ学習

を行う。 

11 実際に里子を育てている里親の方々をお招きし、質疑応答を行う。 

12 日本女子大学で行われた「第２回日本フォスターケア研究会」に参加。 

1 再度、里子を育てている里親の方をお招きし、質疑応答。 

2 児童養護施設くるみ学園を訪問・見学。 

４ 
七飯町のチーフ・キリスト学園で里親会が開催した「場外しゃべれ場」

に参加し、さまざまな里親さんたちの経験談を聞く。 

5 里親さんと、最終発表に向けての話し合いをする。 

6 小冊子「はこさと」作成開始。 

7 最終発表会 

8 
「はこさと」注１）を市内の飲食店または施設に配置し、 

市民の方々の里親・里子への認知度を調査。 

注１）はこさと とは 

「はこさと」は、市民の方々に里親・里子 に対する興味・関心を高めるのと同時にその認知度につ

いて調査する小冊子。函館地区里親会の里親さんに、里親の養育のお話を聞き、その養育経験談を写

真と一緒に視覚化しまとめたもの。 



３．プロセスと成果 

 

（１）はこさと制作のプロセス 

 

①函館地区里親会に、はこさと作成の協力とアンケートへの回答の依頼をする。 

②アンケート回収後、回答を集計する。 

③データにまとめ、編集し、製本する。 

 

（２）成果 

 

最終発表会のポスターセッションは、仮版のはこさとを使用して発表した。そして、仮

版を読んでいただいた本校の学生や一般の方に、はこさとについてのアンケートに協力し

てもらったところ、「手に取りやすくて気軽に読める、読んでみたいと思った。」「里親・里

子に対するイメージが変わった」「『里親』という制度の理解ではなく、『里親』になる人『里

子』になる人がどのような思い持っているのか…そこまで知ることはなかなか機会がない

けど『はこさと』はそういった意味でいいなと思いました。」と、良い評価を多く得られた。 

 

 

 

４．総括と反省・今後の課題 

 

今回の地域プロジェクトを通じて、実家族と暮らせない子どもの生きづらさを知り、そ

こで里親制度に着目し自分たちに何ができるかを考察した。そこで里親・里子について理

解が足りていないという課題が見つかり、里親・里子の認知度を少しでも高めることがで

きないかを模索して、誰もが手に取り読みやすい「はこさと」を製作した。函館市内各地

に設置した「はこさと」は９月下旬に回収する。 

 

 

 

 ５．地域からの評価  

 

 「支援部としては、とても良い作品をみんなで協力して作ってくださったことに、深く

お礼を申し上げたい思いでいっぱいです。今後の皆さんのご活躍に期待と応援をしており

ます。」(函館地区里親会 高橋様より) 

 

 



参考：活動風景 

 

 

  

（里親会の方と打ちあわせをしている様子） 

 

（最終発表会の様子） 

 

 

 

 

（はこさと） 





2016年 8月 28日提出 

「道南地域のユニバーサル化プロジェクト」報告書 

 

Ⅰ 背景・目的・概要 

 2006 年より北海道北斗市において開催されている北海道ユニバーサル上映映画祭は、上

映作品に音声ガイド、日本語字幕、ミュージックサイン（以下、総称する場合はガイドと記

載する）を付けて上映する映画祭である。 

 本プロジェクトの目的は、学生がこの北海道ユニバーサル上映映画祭の運営スタッフと

して主体的に関わることでユニバーサルデザインの考え方、地域の現状・課題を理解し、課

題の解決を図っていこうとするものである。また、企画・運営に関わったことで得た経験や

学びを踏まえて、問題解決を目的とした組織運営の在り方を学ぶことである。 

 私たちが取り組んでいるプロジェクトは、「年齢の老若、障害の有無、言葉の違いに関わ

らず誰もが必要とする場所・施設や情報に容易にたどりつき利用できる」というユニバーサ

ル化に向けた 1 つの試みを実践している北海道ユニバーサル上映映画祭に関わるプロジェ

クトである。ユニバーサル上映映画祭では障害の有無にかかわらず誰もがともに参加でき

るよう、映画作品にガイドを付けることによって、誰もが様々な形で映画を楽しみ、感動を

分かち合うことができる環境を用意している。また、多目的トイレが完備された段差のない

会場を使用し、中央席部分に車いすスペースを設けるほか託児所サービスも行う。そのほか

にも、会場で配るパンフレットには点字表記のものや文字を拡大したものも準備し、司会進

行には必ず手話と文字通訳、ガイドスタッフを揃え、実施をしている。 

 

Ⅱ 年間スケジュール表 

 

日程 内容 会場 

2016年 6月 19日 七飯上映会 七飯町文化センター 

2016年 8月 5日〜7日 第 19回日本福祉の 

まちづくり学会全国大会 

函館アリーナ他 

2016年 8月 5日 市電シネマ 函館市電らっくる号 

2016年 9月 24日、25日 映画祭 北斗市総合文化センター 

かなで〜る 

2016年 11月 27日 函館上映会 函館市総合福祉センター 

あいよる 21 

・毎月第 2水曜日または木曜日…実行委員会（教育大学内講義室） 

・毎月第 4月曜日…事務局会議（カフェやまじょう） 

 



Ⅲ プロセスと成果 

・毎月第 2水曜日（木曜日に変更）に行なわれる実行委員会への参加 

・事務局会議への参加 

・週 1回、学生での話し合いを実施 

・第 10回北海道ユニバーサル映画祭函館上映会（2015年 11月）への参加 

・中間発表 準備・発表 

・第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭七飯上映会（2016年 6月）への参加 

・第 11 回北海道ユニバーサル上映映画祭七飯上映会（2016 年 6 月）で行われたトークセ

ッションへの参加 

・北海道教育大学函館校地域プロジェクト最終発表会（2016年 7月）準備・発表 

以上を踏まえ、実行委員会で得られる情報や映画祭の参加経験を活かし、第 11回ユニバ

ーサル上映映画祭函館上映会（2016年 11月）へ向けての企画・運営準備を進めていく。今

後目指す成果としては、この函館上映会の開催にあたっては、「障害」について知る機会を

設け、「障害者」への理解を深めたい。 

 

Ⅳ 総括と反省・今後の課題 

 はじめに総括と反省である。1 つ目は、今回は SNS での宣伝を積極的に行ったが、ポス

ターやチラシなどの紙媒体の宣伝がうまくいかなかったという点である。これは今後、特に

学生が主体となり実施する第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭函館上映会では、学生間

で担当するエリアを決め、ノルマを設けてポスター貼りやチラシ配りを行うことで解決し

ていきたい。2つ目は、当日の役割によってプロジェクトメンバーの仕事量に差が生じてし

まったことである。たとえば、第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭七飯上映会では字幕

係が忙しく、逆に人数の多い会場設営係は仕事がすぐに終わってしまった。この解決方法に

ついては、各係が仕事内容を把握し、時間に余裕が出来たら担当外の仕事でも積極的に手伝

いに回ることが挙げられる。 

 次に、今後の課題である。本プロジェクトは現在も継続中であり、11月 27日に開催され

る予定である第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭函館上映会の反省までを含めると、年

内いっぱいが本プロジェクト 1 期生の活動期間となることが見込まれる。よって、以下で

は今後のスケジュールに沿って課題や目標について記す。 

＜第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭＞ 

日時：2016年 9月 24日（土）、25日（日） 

会場：北斗市総合文化センター かなで～る 

内容：中島良監督作品『なつやすみの巨匠』（2015 年、オフィスアッシュ）、諏訪淳監督作

品『南部杜氏』（1988年）、早瀬憲太郎監督作品『生命のことづけ～死亡率 2倍 障

害のある人たちの 3.11～』（2013年、イメージ・サテライト）、本広克行監督作品『幕

が上がる』（2015 年、ティ・ジョイ）を上映し、中高生ワークショップを実施する。 



＜第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭函館上映会＞ 

日時：2016年 11月 27日（日） 

会場：函館市総合福祉センター あいよる 21 

内容：河瀨直美監督作品『あん』（2015年、エレファントハウス）を上映し、その後来場客

の障害理解が深まるような企画を予定している。企画内容についてであるが、現段階

では、それぞれ専門の異なるコメンテーターを数名呼び、来場者から映画やユニバー

サルに対する感想・意見を集め、それに対してコメンテーターが発言していく参加型

の企画を考えている。 

備考：今回の函館上映会では若者（特に学生層）の来場者数を増やすため、立地や上映作品

をプロジェクトメンバーで吟味した。その結果『あん』を上映する運びとなったが、

現状では上映権料を賄うことが大きな課題となっているので、それをどのように解

決するかを最優先に話し合う。 

 

Ⅴ 地域からの評価 

 第 11回北海道ユニバーサル上映映画祭七飯上映会の来場者からは、下記の意見が寄せら

れている。 

・「今後も続けてください」 

・「もっと多くの人に知ってほしい取り組みです。海外作品を見たいです」 

 ・「とても良いものを見せていただき、勉強になりました」 

 ・「みなさまのご活躍に拍手をおくります」    など。（アンケート結果より抜粋） 

 以上より、上映会来場客からの感想や意見は肯定的なものが多いと言える。しかしながら、

アンケートはすべての来場者から集計しているものではないので、今後はより多くの来場

者から感想や意見を得てその次の企画につなげていく必要がある。来場客が増えることで

それまでとは違う視点からの意見が出るようになり、本プロジェクトの発展につながるの

ではないかと考える。 

 

Ⅵ メンバー一覧 

担当教員：廣畑圭介、山岡邦彦 

国際協働グループ：4044 伊藤有香、4059 五十嵐祐子、4065 広瀬るな、4066 佐藤匡史郎、 

4071小原晴夏、4074鎌田大夢、4080山田莉紗子 

地域政策グループ：4207西山菜花、4212舘農麻友、4221小山田俊、4232佐々木悠、 

4237蛯澤優一、4242鈴木満梨奈、4248宮川雅世、4280大山莉奈 





DV 被害女性とその子どもへの支援活動 

 

１、背景・目的 

夫や恋人からの暴力に悩んでいる女性は多い。また、母親が DV 被害者である家族環境で

育つ子どもへの影響も多大である。しかし、DV 被害女性とその子どもへの支援活動は十分

にいきわたっていないのが現状である。社会の動きの中で見落とされがちな DV 被害女性

とその子どもへの支援活動の現状と課題について、支援団体の活動にかかわりながら基礎

的な調査研究を行った。 

 

２、年間スケジュール 

平成 27 年 8 月〜 ウィメンズネット函館の活動に参加（通年） 

8 月～平成 28 年 2 月 文献調査 

  ＊コンカレントプログラムマニュアル 

      －日本における DV 被害母子同時並行プログラム実践報告ー 

  ＊改訂版 コンカレントプログラムマニュアル 

      －DV 被害にあった母親と子どもたちの同時並行心理教育プログラムー 

  ＊DV 被害当事者生活実態アンケート調査報告書 

  ＊北海道社会とジェンダー 

      －労働・教育・福祉・DV・セクハラの現実を問うー 

コンカレントプログラムに必要な物品を揃える 

2 月 札幌での情報交換会 

3 月 コンカレントプログラムメンバー顔合わせ（コンカレントプログラム実施団体、こど

も・DV被害者支援施設） 

4 月～7 月 コンカレントプログラム実施 

8 月 アフターセッション 

 

３、プロセスと成果 

DVシェルター入居中の子どもとかかわるとともにシェルター入居経験のある子どもを支援す

る“子どもサポートふわっとの活動に１年間を通して参加した。また、当初は、DV に関する文

献調査を行った。文献調査をしてみて、経済的援助やシェルター入居の隔離のような支援方

法のみでは、本人たちの自立援助には不十分であることが見えてきた。そこで、自分たちが

変わることのできるようエンパワメントを促すプログラムが必要と考え、コンカレントプ

ログラムが最適であるということに至った。 

コンカレントプログラムとは、DV 被害を受けた母親と子供を対象とした心理教育的援助

である。母親と子どもは、それぞれのグループを構成し、「暴力・責任・感情・安全」等の



言葉をキーワードにして母親グループは「エクササイズ」、子どもグループは「ワーク」と

呼ぶ活動を展開する。今回学生が母親グループのスタッフとして参加すると、母親たちが自

分の気持ちをありのままに話せない可能性があるということで、私たちは子どもグループ

にのみスタッフとして参加した。コンカレントプログラムの流れは次の通りである。 

 

家族の中で体験した暴力や暴力の責任と理解、怒りの理解と表現などについてセッショ

ンを行った。最初の内は暴力の話をすることに抵抗がある様子だったが、グループの回数を

重ねるごとに信頼関係が構築され、子どもたちが感情の表出をしてくれるようになった。こ

のグループが子どもたちの安心の場になっていたと思う。また、プログラムを継続していく

ことで、子どもたちにとって学生が信頼出来る存在になれたことが成果である。 

 

４、総括と反省、今後の課題 

プログラム当初、子どもたちは家庭環境によって表現や感情を抑制する傾向が見られた。

また、個性を持っていながらも、周囲との関係作りが得意でない子どももいるため、私たち

が子どもグループのメンバーとして参加し、子どもと同じ目線になり、「子ども対大人」の

構造を作らないように意識した。今後の課題としては、集団でプログラムを実施することは

効果を支える重要な要素であったが参加者のタイミングによりそれが困難なことが挙げら

れる。プログラムの効果をできるだけ落とさず個別のニーズに合わせた実施ができるか検

討が必要である。全体としては、地域プロジェクト前半での文献調査等により、コンカレン

トプログラムへの取り組み開始が遅れてしまった。情報交換会でのお話や自分たちが実際

に始めてみて、もっと念入りに準備をしたり、ゆとりのあるプログラムの期間を設定するべ

きであった。 ウィメンズネット函館の活動に積極的に参加することで、子ども達と同じ時

間を過ごすことができたので、コンカレントプログラムに生かすことができたことが良か

った点である。 

 

５、地域からの評価 

ウィメンズネット函館代表 古川満寿子  母親グループ担当 

シェルター活動を始めて 18 年になります。ＤＶ被害を受けた母に同伴されて 来室する

子どももＤＶ被害者当人です。シェルターに入ったときは暫く学校を 休みます。その子も

達を支える活動のボランティアを教育大の学生さんにお 願いしました。一緒に遊んだり学

習を見てくれるその活動は安心できる大人と 出会い、子ども達が子どもらしさを取り戻し、

自信をもって生きていく支えに なっています。今回のプログラムに参加したことも母と子



の力になっていくこ とを期待しています。 

ウィメンズネット函館  加茂章子 子どもグループ担当 

DV環境で育った子どもたちは心に大きな傷をかかえることになります。 

シェルターに入居し、退去した子どもたちの心のケアをする中で子どもたちが回復するた

めには母親も一緒に回復しなければならないと強く感じていました。そんな時、プログラム

を開催出来ることになり、大きな期待を持ちました。初めての体験で課題はたくさんありま

したが、まず、最後のプログラムまでやり遂げることができ、私自身もとても勉強になりま

した。今回学んだことをこれからの“子どもサポートふわっと”を運営する中で役立てたい

と思います。[f1] 

函館短期大学非常勤講師（養護教諭） 川村幾代[f2][f3] 子どもグループ担当 

DV の家庭環境に育つこどもたちの心理的ダメージは深刻である。今回の地域プロジェク

トはそんな自分自身に自信を持てない子どもたち４人を目の前にして７回のプログラムを

展開していくものであった。当初はいろいろな反応を見せる子どもたちに戸惑ったことも

あったと思う。しかし、子どもたちと接する時、同じ目線になって一緒に楽しむ時間を持て

たこと、常に子どもたちのとる行動の意味を理解しようと努めていたところがよかったと

思う。子どもたちが回を重ねるごとに信頼を寄せ距離を縮めてきて変化してきたこと、６回

目のプログラムでは信頼出来る大人に、学生４人を挙げてくれたということは、丁寧に関わ

ってきた成果と言えると思う。自分自身の貴重な休日を使ってのボランティア活動、本当に

よく頑張りましたね。 

函館短期大学非常勤講師 小岩真智子（臨床心理士） 母親グループ担当 

「コンカレントプログラム」の導入を目指してから約３年を経て，函館において第１回目

を実現することができた。ウィメンズ職員の熱意と藤井先生の判断力，学生諸氏４名の奉仕

精神の賜である。今回，参加者母子の心を支える等の成果を上げたとは言い難いが，実施者

10 名は，プログラムの理念，内容，方法等を体得できた。この取組が，有効な「函館バー

ジョン確立」の基盤になるとともに，次世代の担い手 4 名をも育んだと確信する。 

 

６、メンバー一覧 

担当教員 藤井廣美 

４２３３ 橘友梨香 ４２５３ 横山陽子４２２５ 山田梨奈４２４１ 相馬里衣

 





小学校を拠点とした地域づくりの試み 

メンバー：稲葉ゆい，大久保美侑，小笠原匠梧，奥村仁平，小黒莉奈，小野寺聖，北村美沙紀，國司善幸，今

野元，猿田修平，鈴木勇世，冨澤一矢，西村彩音，藤本萌香，古舘葵，山口啓太，藤井麻由（教員） 

 

1. 背景・目的・概要 

少子高齢化が進む知内町湯ノ里地区のコミュニティースクールとして，ユニークな活動を展開する湯

ノ里小学校と協働し，同小学校を拠点とした地域コミュニティづくりの試みに資することを目的とする．

具体的には，湯ノ里地区を対象として，子ども達や地域の方々と交流を図りながら現状課題を探り，そ

の課題への解決に向けた取り組みを企画，実践する． 

 

2. プロセス 

約 1年間，小学校で行われる行事の参加やフィールドワーク

を行ってきた．主な活動例としては，学芸会や運動会当日の参

加，小学校での地域プロジェクト中間報告会の実施，地域住民の

方や校長先生との意見交流等が挙げられる． 

 

 

 

 

 

 

 

これらの活動から，以下の点について学んだ．1点目は，様々な世代を繋ぐ何かが欲しいという声があ

ること，そして 2点目は，地域活動の運営が高齢化している一方で，中間世代（子どもと高齢世代以外）

の関わりが少ないため，世代交代が難しいという現状があることである．また，行事への参加を通して，

コミュニティースクールという利点を活かし，より幅広い世代間交流が行えるのではないかと考えた． 

以上のことから，“世代間交流”の達成に着目し，今後より多様な世代が地域活動に参加しやすくなる

きっかけの一つとなるような企画を考案することとした．企画を考える際には，特に以下の 2点に注力

した．1点目は，興味を引き，多様な世代が参加しやすい企画であること，2点目は，集まった人たちの

地域への想いや考えを共有すると同時に，繋がりの輪が広がる契機となる企画であることである．その

ため，企画のコンセプトを『世代間交流ができ，地域の人が改めて湯ノ里の魅力を感じることができる

企画』とした．  

企画の内容は，小学校の先生方にアドバイスを頂きながら修正を重ね，『湯ノ里手作りカルタ大会』に

決定した．本企画は，2つの内容を含む．1点目は「大学生ビュッフェ」，2点目は「湯ノ里手作りカルタ

大会」である．「大学生ビュッフェ」とは，地域プロジェクトのメンバーの出身地の特産品を小学生と一

緒に調理し，当日の参加者に提供する企画である．“食”を生かして多様な参加者を呼び込み，交流の場

を設けることが目的である．「湯ノ里手作りカルタ」とは，小学生や地域住民の方，大学生を交えて湯ノ

里に関するカルタを作成し，年齢に関係なくカルタ取りで遊ぶ企画である．みんなで改めて湯ノ里とい



う地域について考え，地域の魅力を再発見し，交流の場を創ることが目的である．当日の午前は小学生

と一緒に調理・提供し，午後からは 5つの班に分かれ，カルタの作成・カルタ取り大会を行った． 

 

3. 成果（地域からの評価） 

企画がどの程度コンセプトに沿った成果を達成したかを評価するため，企画実施後にアンケートを行

った．アンケートは，属性，企画参加理由の他に 6項目設けた．6項目は，今後の地域活動参加への関心

の程度がわかるように設定した．また，一般用と小学生用とアンケートを別に作成した． 

一般用の内容は以下の通りである．①日常生活で他の世代の方と交流する機会がありますか，②地域

の行事にはどの程度の頻度で参加しますか，③食事という形式は交流を行う手段として有効だと思いま

すか，④カルタ大会で様々な年代の方が楽しく交流できたと思いますか，⑤今回の企画を通して改めて

湯ノ里を魅力ある地域だと思いましたか，⑥これからも地域の行事に参加したいと思いますか．①②に

関しては，「よくある」「時々ある」「あまりない」「全くない」の 4段階，その他については「思う」「や

や思う」「普通」「やや思わない」「思わない」の 5段階にて評価してもらった．また，「思う」或いは「や

や思う」と回答した個人の割合を肯定的意見として処理した． 

 ④⑤を抜粋したところ，約 9割の肯定的解答を得ることができた（下図参照）．このことから，｢カル

タ企画｣によって，｢わかりやすく｣｢たのしみながら｣，改めて湯ノ里について考えることができたのでは

ないかと推測できる．⑤の円グラフでは約 7割の肯定的解答が得られたことから，今回の企画のコンセ

プトである「魅力再発見」については，ある程度達成できたと考える．また，アンケートの自由記述欄

から，大学生という立場の若者世代が地域に関わることであらゆる世代にプラスの影響を与えていると

いう声が多く聞かれた．今回の企画を通して，私たち自身の成果として子ども・中間世代・高齢者のパ

イプ役となることができたのではないかと考えている． 

 

 

     

 

4. 総括 

総括として，私たちがこの地域プロジェクトを通して学び，考察したことをまとめていく．まず，本

プロジェクトの核となる「小学校を拠点とした地域づくり」とは何かということについて，地域と学校

が共に子どもの「教育」に取り組むことで，「共に育て，そして地域も共に育つ」という「共育」を活か

した地域づくりのシステムであると考える．「共育」では子どもの帰属意識や地域愛が育ち，また地域住

民の協力心を高めることが可能となる．そうすることで，地域が元気になることが期待できるのではな

④カルタ大会で様々な年代の方が

楽しく交流できたと思いますか 

⑤今回の企画を通して改めて湯ノ里を

魅力ある地域だと思いましたか 

 



いだろうか． 

次に，「地域づくりにおいて重要なこと」に関して学んだことは大きく 3つある．1つ目は，「地域の問

題を見極めること」だ．「問題を解決すること」だけが地域づくりではないが，課題設定というのは企画

の軸（コンセプト）を練る上でとても重要である．地域の問題は，人や想いの数だけあり，1つに絞るこ

とはできない．そのなかで，いかに現状を分析し，問題を見極めるかが求められる．2つ目は，「時間を

かけること」ということだ．地域を取り巻く環境や人は時代と共に移り変わっていく．「理想の地域像」

を目指して，じっくり向き合い続ける事が大切だ．3つ目は，「個々が積極的にあること」だ．地域づく

りを一人の力では行うことはできない．様々な人が地域の一員である意識を持ち，自分から「地域を変

えていこう」と行動することが必要だ． 

そして，「人をつなぐために必要なもの」に関しては，以下の 5点が挙げられる．第 1に地域住民の方々

にインタビュー調査を行う等の「地域を知ること」，第 2に食事や会話等の場から「雰囲気をつくること」，

第 3に現状への客観的態度を取る「第三者的視点をもつこと」，第 4に様々な企画を実行する為の「行動

力があること」，最後に「会話の創出をすること」である．今回の企画では大学生がこれらを達成するこ

とができ，その結果一層の世代間交流ができたことは，私たちにとって大きな成果だったと言える．も

っとも，大学生という外からの客観的視点を持ちながら地域の中に自分たちもいるのだという当事者意

識を持って行動することや，16人という人数で行動力を発揮することに困難が伴う時もあったが，学生

の間で自主的に話し合う機会を設けて互いに想いを共有することに努め，困難を克服していった． 

 最後に，「地域協働」の大切さを学んだ．地域づくりで協働すること，それは片方の力では成しえなか

ったことができるようになることだと考える．「地域協働」することで外部（大学生）の力と内部（地域）

の力がかけ合わさり，新しい可能性が見出せるのではないか．現状を打破するために「地域づくり」を

行う際には，「地域協働」は非常に有用であると考える． 

 

5. 今後の課題 

今後の期待・課題としては 3点ある．1つ目は「小学校を拠点とした地域づくり」をする際は，アンケ

ートの分析などを利用して地域の問題を具現化すること，2つ目は「共育」を念頭に置いた企画をするこ

と，3つ目は計画的な準備をすることである．ここで挙げた課題が次年度の地域プロジェクトに生かされ，

「時間をかけた地域づくり」に繋がっていくことを期待したい． 
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