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地域プロジェクト成果報告書                           2017/08/19 

 

外国人向けゴミ分別リーフレットの作成 

Ⅰ：背景・目的・概要 

背景 

当初は昨年に引き続き、函館市の主要な観光スポットおよび港まつりにおけるポイ捨て

ごみの清掃を行う案も挙がったが、函館市のゴミ問題に精通している「エコネットはこだて」

の方々にお話を伺ったところ、最近の函館市のごみ問題はポイ捨てごみよりも家庭ごみに

あることが判明した。函館市のごみの総排出量が全国平均を上回っていることや、生ごみの

水切りが十分に行われずにごみが投棄されているなどの家庭ごみを含めたごみの分別がう

まくいっていないということから、ゴミの分別リーフレットの作成を行うこととした。 

ごみの分別リーフレットを作成するにあたり、当初の調査では英訳版リーフレットなど

は確認できなかったが、函館市が英語版のごみの分別ページを作成していることが判明し

た。そこで、私たちは外国人に向けた「見やすくて、手に取りやすい」をコンセプトとした

日本語版と英語版のリーフレットを作成することにした。 

目的 

 函館市のごみの分別方法をわかりやすく明記し、函館を訪れる外国人に知ってもらう 

概要 

外国人にごみ分別のルールを知ってもらうために、「見やすくて、手に取りやすい」をコ

ンセプトとした日本語版と英語版のリーフレットを作成したうえで、函館市の施設に設置

する。 

 

Ⅱ：年間スケジュール表 

10 月中旬 エコネットはこだての方々に調査 

11 月中旬 教育大 SAS にアンケート設置 リーフット作成開始 

1 月    リーフレット（簡易版）完成  中間発表 

4 月中旬  リーフレットの補足および手直し 

5 月下旬  留学生に調査 

6 月下旬  各施設に設置依頼 

7 月    リーフレット（完成版）完成 各施設に設置以来 最終発表 

 

Ⅲ：プロセスと成果  
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プロセス 

○プロジェクト前半 

ごみ分別リーフレットの作成に当たり、函館市のごみの実態を把握するために「エコネッ

トはこだて」の方への調査を行った。その後、本学の留学生を対象にアンケートを実施し、

現段階でどの程度ごみの分別に関する知識を有しているのかを調査した。これらの結果を

基にごみ分別リーフレットの簡易版を作成した。 

○プロジェクト後半 

 リーフレットの内容をより分かりやすいものにするために留学生との意見交換および英

語版の手直しを行った。ごみ分別リーフレットが完成した後に各施設に設置を依頼し、許可

を得た後に設置した。 

成果 

ごみ分別リーフレットの日本語版・英語版を作成し、函館市の施設に許諾を取り設置して

いただいた 

〇設置していただいた場所 

・HIF(北海道国際交流センター) ・ロシア極東連邦総合大学函館校 

・カトリック教会 ・ハリストス教会 ・日本キリスト教団  

・アジアンキッチンチェーズ ・SAS ・まちづくりセンター  

・G スクエア(シエスタハコダテ) ・八幡町会館 ・白鳥町会館 
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Ⅳ：総括と反省 

ごみ分別リーフレット（日本語版・英語版）は完成し、各施設に設置依頼をし、設置して

もらうことができた。反省点としては、観光客がメインの施設もあったため、設置しても受

け取ってもらえないのではと指摘されたこともあり、設置場所をさらに吟味するべきだっ

た点と、設置依頼の際に函館市との連携が取れていないことが指摘された点である。 

 

Ⅴ：地域からの評価 

 リーフレットを設置していただいた施設からは、特に苦情もなく訪れる人に手にとって

もらえているという講評をいただいた。英語版よりも日本語版を持っていく人が多いそう

で見やすくてわかりやすいという意見ももらえた。 

 

Ⅵ：メンバー一覧 

メンバー：井出 岩崎 加賀谷 鈴木 中村 長谷川 撫養 安川     担当教員：淺木洋祐 

 

 

本リーフレットの作成に当たり、ご協力及びご助言をいただきました、エコネットはこだ

ての皆様には、感謝申し上げまるとともに、リーフレット設置にご協力いただきました施設

関係者の皆様にも、感謝申し上げます。  

 





平成 29 年 8 月 29 日 

 本プロジェクトは「函館西部地区におけるエリアリノベーションの実践」をテーマとして活動をスター

トさせた。問題意識は国際観光都市・函館の核ともいえる存在の西部地区におけるコミュニティの衰退に

ある。函館西部地区は江戸時代の開港により、人、モノ、文化の玄関口として栄え、函館は西部地区から

街としての繁栄が興ったが、現在は人口減少に伴い、空き家が目立っているという現状にある。 

 「エリアリノベーション」とは、既存の建築物を目的に合わせて改修して再利用することで、建物の持

つ価値の再発見を行い、新たな価値の創造を行うことである。「リノベーション」という概念は、建築物

における「リフォーム」などとは異なり、新たな価値の創造を行い、ハード面のみならず、ソフト面から

のアプローチを行う。「エリアリノベーション」を実践するうえでは「きっかけ・つながり」が必要不可

欠であり、それを補うべく、「住環境調査」と「ＤＯ！はこだて」を実施した。 

・住環境調査（2017年 1月） 

 住環境調査においては、函館市都市建設部まちづくり景観課と共同で「函館市の暮らしと景観に関する

市民アンケート調査」を実施し、アンケートの調査項目の作成から携わった。内容は、市民が今後も函館

市で生活したいと考えているのか、その生活の中での既存の都市景観条例への意識はどのようなものか、

また市民の住環境への意識はどのように変わったかを問うものであった。本プロジェクトにおける住環境

調査の位置づけとしては、本プロジェクト実施のデータ的根拠であり、市内のおける郊外化を裏付けるも

のである。アンケート調査結果の考察については、「③プロセスと成果」にて後述する。 

・ＤＯ！はこだて（2017年 3月 11日） 

 本プロジェクトの本丸ともいえる企画がこのＤＯ！はこだてである。函館市のまちづくり団体間におけ

る相互理解を目的として本イベントは企画され、その根底にはまちづくり団体の点在化があり、団体間で

お互いの顔を知らないままではまちづくりはできないという発想から、地域協働ラウンドテーブル（会

合・会議の意）として開催した。2016年 10月にオープンした函館駅前のキ

ラリス 3階・はこだてみらい館を会場とし、後述の協働団体をはじめとした

まちづくり団体の参加のもと、学生によるまちづくり団体の他己紹介プレゼ

ン、函館の新たなまちづくりアイディアを世代・分野を越えたワークショッ

プ形式で考えるまちづくりアイディアソンなどを行った。本イベントの開催

にあたっては、事前にまちづくり団体の方々にインタビュー調査を行い、活

動状況や団体間の連携、行政に求めることなどのヒアリングを行った。イン

タビューの様子は動画で撮影し、イベント当日に上映した。また、イベント

当日に向けては参加団体の活動内容をまとめたリーフレットを作成・配布し

た。なお、イベント終了後にはイベントの様子をまとめた冊子を作成し、当

①背景・目的・概要 
・プロジェクト概要 

函館西部地区におけるエリア 
リノベーションの実践



日参加者等に配布した。 

②年間スケジュール表 

 プロジェクトの活動スケジュールは以下の通りである。 

年・月 活動内容 

2016年 10月 概念研究「エリアリノベーション」 

11月 まるたま小屋にてヒアリング調査 

12月 西部地区住み込み、ＤＯ！はこだて原案・住環境調査作成 

2017年 1月 論文購読「空間・にぎわい・政策」 

ＤＯ！はこだて企画立案、インタビュー調査、住環境調査配布・集計 2月 

3月 3/11 ＤＯ！はこだて開催 

4月 ＤＯ！はこだて 反省・振り返り 

5月 住環境調査分析 

6月 プロジェクト総括・プレゼン作成 

7月 7/15 地域プロジェクト成果発表会 

 

③プロセスと成果 

⑴「エリアリノベーション」に関する概念研究・論文購読 

 「エリアリノベーション」の概念研究として「エリアリノベーション 変化の構造とローカライズ（馬

場正尊,2016,学芸出版社）」を購読し、エリアリノベーションの成功例について学び、その後、馬場

（2016）で得た視座をもとに函館のまちづくりに関する論文購読を行った。同時に函館市史等でまちづく

りにおける函館の歴史について視座を得た。まちづくりの成功例を知り、函館の歴史について学んだこと

は、ＤＯ！はこだての企画運営、特にインタビュー調査の事前準備として成果があったと考えられる。 

⑵まるたま小屋を中心とした住み込み調査 

 元町にある焼きピロシキ店であるまるたま小屋は空き家をリノベーションしたカフェであり、元村、佐

藤、板林（地プロ生）が住み込みによるヒアリング調査を行った。その結果、まるたま小屋は長屋の一角

にあり、長屋という住宅形式は人々の結びつきやつながりが強いという特徴がわかり、現代における一軒

家が一般化した居住形態ではコミュニティの衰退が起こると考えられる。 

⑶住環境調査 

 住環境調査の結果から、函館が好きだという市民は全体の約 6割、今後の函館市に住み続けたいという

市民は約 8割いることがわかり、そうした市民のニーズに応えることができるようなまちづくりの必要性

を感じたが、アンケートのクロス集計など、深い分析までできず、郊外化の裏付けには至らなかった。 

⑷ＤＯ！はこだて 

 開港 5都市景観まちづくり会議函館大会を来年に控え、イベントの開催によって函館のまちづくりにお

ける相互理解の場を提供し、まちづくりの機運を高められたことが一番の成果ではないかと考えられる。 

④総括と反省・今後の課題 

 本プロジェクトによって函館のまちづくりにおいて新たな風を吹かせることができたと考えている。し



かし、こうした活動は継続的に行っていく必要があると考えられるため、プロジェクト継続の必要性を感

じると同時に、地域において学生がまちづくりに参画しやすい環境や体制づくりが課題であると感じた。 

⑤地域からの評価 

⑴函館の歴史的風土を守る会 会長 佐々木馨さん 

 北海道教育大学函館校の学生が中心になって開催されたＤＯ！はこだては、総勢 35団体が一堂に会す

る、まさに空前の一大イベントとなった。学生たちの「町を育んできた方々と一緒に本気で語る場をつく

りたい」という想いは、相互に共感し合えたと思う。私はこのヤングパワーに背中を押されるように、既

往の数団体に図りながらある決断をした。市民活動団体によるまちづくりを推進する「函館景観まちづく

り協議会」の設立である。この決断へと導いてくれた一点に「地域からの評価」が凝縮されている。 

⑵函館市 都市建設部 まちづくり景観課 林裕子さん 

 「ＤＯ！はこだて」を通して，函館のことを想っている市民団体同士の日頃から顔を合わせる機会の大

切さや，団体同士がつながることで広がる可能性を間近で感じることができました！ありがとうございま

す。また、これを機に地域プロジェクトメンバーにも市民団体とのつながりを持ち続けてほしいです。 

⑶まるたま小屋 店主 北見伸子さん 

 「自分とは違うやり方でまちに関わっている人たちがいる」ということを、文字だけでなく五感で知る

よい機会だった。それを大人同士が直接にではなく、学生がミツバチのようにそれぞれのよいところを集

めて伝えてつなぎ合い、まちの大人も学生も互いに学びがあるという形に近づけられたと思う。今後は、

こういうつなぎが、互いの信頼関係を生み、互いの得意なところを生かした横の連携で函館が住んでいて

更に心が豊かに感じられるまちになっていけたらと願う。そのためには続けることが大事なので、今回ま

いた種の芽がでる土壌を整えて、出た芽を枯らさないよう、次のプロジェクトにつなげていってほしい。 

※協働団体一覧（順不同） 

函館の歴史的風土を守る会、函館市伝統的建築物群保存会、函館デザイン協議会、元町倶楽部、㈱はこだ

てＴＭＯ、協同組合十字街商盛会、函館観光ボランティア 一會の会、函館市西部地域振興協議会、一般

社団法人函館青年会議所、ＮＰＯサポートはこだて、函館観光ボランティア 愛、はこだて外国人居留地

研究会、箱館歴史散歩の会、まるたま小屋、市民創作「函館野外劇」の会、はこだて街並み資料館、

hakodate+、青年サークル協議会、ＩＫＡ、函館湾岸価値創造プロジェクト、一般社団法人はこだて地方

創生研究会、Code for Hakodate、はこだてみらいプロジェクト、江差いにしえ資源研究会、函館西高

校、函館市 

⑥メンバー一覧 担当教員：池ノ上真一先生 

5223佐藤駿之介 5254板林直樹 5255伊藤陸 5260元村圭佑 5262古内雅俊 5271飯尾遼太 5273間宮翔 

・終わりに… 

 本プロジェクトにおいては、イベントやインタビュー調査など、道南地域においてまちづくりに尽力さ

れる皆様のご協力を賜り、学生一同大変感謝しております。プロジェクトを通して、いかに日頃から教育

大学が地域の皆様から支えられているかを実感いたしました。今後も地域協働専攻の名に恥じぬよう学生

一同精進して参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、謝辞とさせていただきます。

本当に有難うございました。 





貧困から地域を考える 
（１）「背景・目的・概要」 
【背景】 
社会にはさまざまな事情を抱えた社会的弱者が存在しており、その中でも障害や経済的困
難の枠を超え、誰もが抱える孤独が問題になっている。 
【目的】 
ひきこもりの実態と背景、地域社会が抱える問題を明らかにする。 
【概要】 
自分たちでひきこもりについて学習したのち、実際にひきこもり支援を行う方からのお話
を聞き、学習したことと照らし合わせ実態と背景などついて共に考え、そこから私たち学生
にできることや地域社会が抱える問題について考える。前半では「地域の貧困から地域を考
える」というテーマで、函館市において就労支援を行っている『自立支援センター茜』にお
話を伺った。そこで、就労支援を行う人々にどのようなアプローチが必要であり、社会復帰
するためにどのような支援が必要であるのかについて学ばせていただいた。後半では、その
ような支援を受ける前の段階である状態の人々の現状について、『NPO 法人レター・ポス
ト・フレンド相談ネットワーク』の田中敦さんに、ひきこもりについての話を伺った。 
（２）「年間スケジュール表」 
【２年後期】         【３年前期】 
１０月 テーマ決め     ４月 調査先決定 
１１月 事前調査      ５月 事前調査 
１２月 「茜」訪問     ６月 聞き取り 
１月 まとめ発表     ７月 まとめ発表 
（３）「プロセスと成果」 
【プロセス】 
前半では「地域の貧困から地域を考える」というテーマで、函館市において就労支援を行っ
ている『自立支援センター茜』にお話を伺った。そこで、就労支援を行う人々にどのような
アプローチが必要であり、社会復帰するためにどのような支援が必要であるのかについて
学ばせていただいた。 
そこで後半では、そのような支援を受ける前の段階である状態の人々の現状について、
『NPO 法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク』の田中敦さんに、ひきこもりに
ついての話を伺った。 
【成果】 
一般に考えられるひきこもりのイメージは若者であるが、実際の引きこもりは 2008 年以来
平均年齢 30 歳を超えていてその半数以上が家族と同居している。家族のいなくなった後の 
生活についての支援を求めている人が全体の中でもっとも大きい割合を占めている。 
引きこもりの問題点は、すぐに解決できない状況であっても、その状態を受け入れて話を聞



いてくれる場所が少ない、または存在していないという点である。また社会資源サービスと
つながっていない、またはそれを知らないという現状にある。 
現在の引きこもりに対して必要な支援とは、その当事者がそこに存在しているという、自己
の受容の推進をしていくことである。生きる意味や働く意味。自分とは何かについてなど、
不安定で曖昧な部分を受け入れてくれる環境を整えることが支援の第一歩である。 
このようなことを前提に、引きこもりに対して支援を行う必要があるということを学んだ
ことが、後半の成果である。 
（４）「総括と反省・今後の課題」 
【総括】 
 ひきこもりは、様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には 6 か月以上に
わたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない外出をしても良い)を指す
現象概念。そのひきこもりのひとたちを対象にした施設である、中間支援施設を作り、そこ
に通うことによって、仲間との居場所ができ、エネルギーを蓄えることができる。そうして
再び、学校や会社などに出ていくことができる。 
 ひきこもり支援をするにあたって重要なことは、ひきこもり当事者が本来持っている力
を活かす支援ができるかどうかにかかっている。彼らの潜在能力を引き出し、その能力を活
躍できる地域と関係性を作り出し、どう顕在化していくか。これこそがひきこもり支援の重
要な指標になっていくだろう。 
【反省】 
 前半と後半で内容が異なったため、勉強不足や消化不良な点があった。また、文献などで
もっと知識を得たうえで、ひきこもりや生活保護受給者のもたらす社会的問題を明確化し、
考えてゆく必要性があると思った。 
【今後の課題】 
 反省でも述べたが、全体的に事前調査等の自分達での勉強、研究が足りなかった。今後は、
関係者の方に話を聞く他にも自分達での調査、研究も十分にやっていくことが課題である。 
（５）「地域からの評価」 
「このたびは今日な経験をさせていただきありがとうございました。 
ポスターありがとうございました。 
早速本日、札幌市の会合があり、学生さんたちがひきこもりに関心をもって 
取り組んだ成果です、とご紹介いたしました。」 
NPO 法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク理事長 田中 敦 
（６）「メンバー一覧」 
メンバー 長内駿宏 多田里奈 千葉周平 東海林弘人 渡辺和磨 担当教員：加藤晃 
協力機関等：『自立支援センター茜』、『NPO 法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワー
ク』 
 





「外国人と暮らし、触れ合うまち函館プロジェクト」 

 

私たち、「外国人暮らし、触れ合まち函館プロジェクト」は、在住外国人と外国人観光客に焦点を当て

てプロジェクトを行ってきた。近年、函館市では在住外国人・外国人観光客の数が伸びてきている。ま

た、函館市は平成元年に「国際観光都市・函館」を宣言しており、平成 28年度には、年間来函外国人観

光客が、40万人を突破した。(函館市平成 28年度来函観光入込客数推計) 

 このように、まちづくり、函館の活性化において在住外国人・外国人観光客は重要なファクターであ

る。しかし、現状では在住外国人・外国人観光客への対応が十分とはいえない。そのため、私たちは、

在住外国人を担当する行政課題対応班と外国人観光客を担当する地域課題対応班に分かれ、それぞれが

課題に取り組み、多様な人々の交流、函館の発展につながるように尽力した。 

 

○年間スケジュール表 

 ・行政課題対応班               ・地域課題対応班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●行政課題対応班 

①背景・目的・概要 

 「函館を在住外国人が住みやすいまちにする」というテーマのもと、函館市が配布している「在住外

国人のための生活ガイドブック」の批判的検討から、特に「防災」に関する情報が不十分であるという

現状を見出した。 

そこで、函館市と同じ中核市 46市の「外国人向け防災ガイドブック」の有無、情報量について調べた

ところ、中核市 46 市のうち「外国人向け防災ガイドブック」を配布している自治体は 7 市にとどまり、

市単位ではなく、都道府県単位で配布している(例：奈良市では配布していないが、奈良県では配布して

いる)ものを含めても 28 市ということがわかった。なお、函館市は外国人向け防災ガイドブックを配布

していなく、北海道としても配布していない。 

これらのことから、函館市での「外国人向け防災ガイドブック」を作る必要性を見出した。 

 

②プロセスと成果 

外国人を対象とした災害への意識調査などの先行調査から、情報収集を行い、外国人が特に地震を不

安に思っていることや、いざ災害が起こった時にどう行動すればよいか、避難所の所在がわからないと

いう現状を見出した。先行研究や函館市配布の日本語版防災ガイドブック、他都市の外国人向け防災ガ

イドブックなどから、盛り込む情報の吟味を行い、外国人向け防災ガイドブックを作成した。デザイン

については、北米の防災マニュアルを参考にし、日本の各種ガイドブックのようにイラストを多用する

のではなく、文字情報を主体としたシンプルな構成をとった。 

 

 10月 函館市発行の生活ガイドブック 

 11月 市役所への調 

 12月 災害について情報収集 

 1月  中間発表 

 4月  情報の吟味、他都市の調査 

 5月    ↓ 

 6月  防災ガイドブックの作成 

 7月  成果発表 

 

 

10月 ツールの検討、フィールドワーク 

 11月 外国人とのコミュニケーション方法について検討 

 12月 フィールドワーク 

1月 中間発表 

 2月 フィールドワーク、聞き取り調査 

 4月 ツールの検討、作成 

 5月 聞き取り調査 

 6月 各店舗への協力依頼  

 7月 成果発表 

 8月 パンフレットの設置 

 



③総括と反省・今後の課題 

 防災ガイドブックの完成が遅れてしまい、最終発表までに地域からの評価やガイドブックの有用性の

調査も行うことができなかった。今後の課題としては、プロジェクトの最初に全体のスケジュールを細

かに決め、そのスケジュール通りにプロジェクトを進めていく必要があると実感した。 

 

④地域からの評価 

 提携先である函館市企画部国際・地域交流課からは、私たちの作成した防災ガイドブックの内容を精

査したうえで、①函館市配布の在住外国人のための生活ガイドブックに差し込む、②一部の内容を生活

ガイドブックに盛り込む、③防災ガイドブックをネット上で公開し、生活ガイドブックにその URLを添

付する、などの対応を検討する可能性があるという評価をいただいた。また、外国人が見慣れている文

字主体のガイドブックのデザインについても参考にするという回答をいただいた。また、成果発表会で

は、出来上がったガイドブックの活用方法や市と連携をすることでガイドブックの有用性を上げる可能

性などの意見を頂いた。 

 

○参考 

 外国人向け防災ガイドブック 

   

 

●地域課題対応班 

①背景・目的・概要 

 地域課題対応班は、「外国人観光客とのコミュニケーションツールの作成」をコンセプトとして活動を

行った。外国人観光客への言語・コミュニケーションの対応が不十分であるという現状の問題を、コミ

ュニケーションツールの作成・活用により解消し、地元住民（飲食店の店主など）と観光客との交流を

促進させるという目的を設定した。そして、外国人観光客が再び函館に戻ってきてもらえるような仕掛

けづくり・地域のニーズに応えられるツール作りを意識しながら活動を行っていった。 

 

②プロセスと成果 

 活動は、提携先である元町のカフェ「まるたま小屋」様のご協力のもと、元町の飲食店を中心にフィ

ールドワーク・聞き取り調査を行い、どのようなツールが相応しいか、ターゲットをどこに絞るのかな

どを検討した。作成したツールは、使用言語を英語とした三つ折り型のパンフレットで、元町のカフェ

を 6 店舗掲載している。工夫点として、メンバーの自己紹介を載せたり、店主の人柄、メンバーが好き

なメニューなどを紹介したり、パンフレットの作成者・店主がより身近な存在になり、お店に訪れたく

なるような仕掛けづくりを行った。 

 また、パンフレットのデザインについて、公立はこだて未来大学の原田泰教授、山内雅貴さんから、

実際に手に取る人のことを考えたデザインにすること、パンフレットをぱっと見たときに何が書いてあ



るのかをわかりやすくするレイアウトなどについて助言をいただいた。 

 

③総括と反省・今後の課題 

 ツールの検討に時間をかけすぎてしまい、プロジェクトを予定通りに進められなかったことが、大き

な反省であり、本来ターゲットとしていたクルーズ船で来られる外国人観光客へのパンフレットの配

布・データの測定が行えなかった。課題としては、チームのメンバーで協力し、計画的にプロジェクト

を進めていくことが挙げられる。 

 

④地域からの評価 

 今回パンフレットを設置していただいたのは、元町観光案内所、ロープウェイ乗り場、ペリーハウス

（ゲストハウス）、HakoBA（ホテル）、Hakodate Bay（ゲストハウス）で、パンフレットに関しては

好評を頂くことができた。特に、自己紹介など自分たちの情報も掲載した点や元町のカフェに絞った

点が評価された。一方で、元町以外の地域（定番の観光スポットではない、地元の人がおすすめする

場所）なども紹介してほしいとの声もあった。また、外国人の方からは、Japanese foodのお店という

部分を読んで、具体的にどんなメニューがあるのか知りたいという意見や、店主の人柄について興味

を持ったという感想を頂いた。提携先のまるたま小屋様からは、パンフレットの評価とともに、次年

度へ向けての課題（クルーズ船の来航予定日や港まつり、芸術祭などが開催され外国人観光客数が多

くなる夏の時期にはパンフレットを配り、データをとる、など）も挙げていただいた。 

 

○参考 

 外国人観光客とのコミュニケーションツール 

 

 

○メンバー一覧 

 担当教員：古地順一郎、池田祥英 

 メンバー：伊藤大晟、大堀史依那、鶴尾夏野子、奈良晃一郎、西尾拓哉、保坂波澄 
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平成 29年 8月 28日 

地域プロジェクト成果報告書 

道南地域企業就職応援プロジェクト  

 

国際地域学科・地域協働専攻・地域政策グループ３年次学生 

 金真偉佳 井澤未空 上野琴音 森雪乃 本間航一郎 熊野心平 

  （担当教員：後藤嘉也教授・畠山大准教授） 

 

 

①  背景・目的・概要 

学生の「函館の企業を知りたい、関わりたい」という動機を元に、実際に学生が函館の企

業に足を運ぶ機会を作ろうと考え、昨年度の地域プロジェクトで先輩方が制作したリクル

ートブックを利用し、企業見学ツアーを企画・実行した。 

本企画を通して、函館の企業の多くの魅力を体感してもらい、数年後就職する際の選択肢

に函館の企業が入ること、また本学生が函館という地域を研究する上での 1 つの糧になる

ことを目的とした。 

見学企業として２社を選び、ツアーには学生 8 名が参加し、道南地域企業に対する学生

の意識が変化する等の成果を上げることができた。 

 

② 年間スケジュール 

平成 28年 10月 本プロジェクト結成。 

        方向性の決定。 

          一般社団法人北海道中小企業家同友会函館支部様へご挨拶、 

学校での打ち合わせ。 

       11月 一般社団法人北海道中小企業家同友会函館支部様の事務所を 

訪問、打ち合わせ。 

キャンパスコンソーシアム函館様との打ち合わせ。 

打ち合わせを踏まえた企画立案。 

       12月 函館市役所経済部労働課様での企画説明、協力のお願い。 

          キャンパスコンソーシアム函館様との打ち合わせ。 

          一般社団法人 北海道中小企業家同友会函館支部様。 

  平成 29年 1月 中間発表の準備。 

          ツアー見学先決定、連絡。 

      ４月 リクルートツアー企画書作り 

         ５月 見学先企業アポイントメント取り、連絡  

         ６月 事前企業見学 ツアー広報 函館スタディでの発表 

         ７月 リクルートツアー実施、最終発表 
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③ プロセスと成果 

今回のリクルートツアーではネッツトヨタ函館株式会社様と株式会社函館フーズプラン

ニング様の二つの企業に協力をして頂いた。事前にアポイントメントを取り、ツアー当日の

動きなどを確認した。加えて、ツアー前に本プロジェクトメンバーのツアーのための勉強と

して、株式会社古清商店様への事前見学を行った。 

また、参加者へのツアー参加前後で函館の中小企業への思いがどのように変化したのか

等を調べることが出来るようにアンケートも用意した。そして、リクルートツアーは平成 29

年 6月 25日（日）に行った。参加者は北海道教育大学函館校の 1年生から 3年生までの学

生 8名が参加した。 

アンケートの項目から結果を抜粋すると、「ツアーに参加する前と後で道内企業に対する

意識の変化」の欄で参加者全員から意識が変化したという回答を得られた。ここから、企業

に実際に足を運ぶことで、雰囲気を肌で感じることで企業への意識の変化が変わることが

分かった。 

 

④ 総括と反省・今後の課題 

今回のリクルートツアーでは様々な学

年の大学生に函館の中小企業を知っても

らう機会になったと考える。普段の目線

からでは見ることの出来ない企業の内部

や理念に触れることが出来た。 

そして、リクルートツアーの継続・定

例化を提案したい。そうすることで、学

生が道南の企業に興味を持つきっかけを

作っていき、数年後就職する際の選択肢

に函館の企業が入るようにしたい。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 

今後の課題としては、函館の中小企業

に対して学生が持っている先入観を変え

ていくことが挙げられる。また、ツアー

を行う際に広報面であまり時間を裂けな

かったので、次回のプロジェクトをする

際で、ツアーを計画する際には広報面に

多くの時間をかけた方が良いだろう。 

 

ポスター・チラシ 
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⑤ 地域からの評価 

今回私たちのプロジェクトでは、函館の中小企業と関わる機会が多くあった。そこで、企

業側も学生と関わる機会を望んでいることが分かった。このように学生の意見や考えを知

ることの出来るきっかけになったはずだ。また、学生側も函館の中小企業の魅力を知ること

が出来た。 

最後に、今回のリクルートツアーのために多くの知識やアドバイスを頂いた一般社団法

人北海道中小企業家同友会函館支部様や、見学にご協力を頂いた株式会社古清商店様、ネッ

ツトヨタ函館株式会社様、株式会社函館フーズプランニング様に心より感謝申し上げます。 

 

 

以上 
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１、本講義概要：後期近代における公共交通と路面電車――北海道教育大学国際地域学科

の「地域プロジェクト」ＰＢＬ（課題解決型学習）に関する報告書 

 

本講義は、「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」を担当している。 

 

２、本講義のシラバス 

本プロジェクト（2016年度後期、2017年度前期）は、富山市路面電車の延伸過程を考察

対象にした。もっとも、路面電車ルネサンスに関する考察する前提として、講義の開始前に、

函館市電の全線乗車を学生全員が実施した。 

2016 年度後期において、富山市電に関する文献を読解することに主眼をおいた。春休み

には、富山市路面電車推進課を訪問した。その事前質問書作成が 2016年度後期の課題にな

った。2017年前期には、文献講読と富山市役所訪問の成果をまとめることに主眼をおいた。 

また、6月 22日には、市民公開講座として、「富山市の路面電車ルネサンスに関する政治

学的考察――LRT新線建設をめぐる地方自治体と中央官庁の関係」公開講演を実施した。第

1部を学生が報告し、第 2部を教員が報告した。学生 5人がそれぞれ責任者となり、五つの

項目を分担して発表した。発表後、かなり真剣な討議を重ねた。 

なお、この模様は、『函館新聞』に掲載された。「富山市の路面電車ルネサンス――富山の

LRT 導入背景報告」『函館新聞』（6 月 23 日、14 面）函館市の著名な財界人からも激励を受

けた。 

 

下記はその題目である。 

第１部  

富山市の路面電車ルネサンスの概況 

1.1  自動車社会・富山市とライトレール 

1.2  富山ライトレールの歴史 

1.3  LRTに関わる事業費 

1.4  富山市を支える二つの会社 

1.5  富山ライトレールの車両と電停 

 

第 2部  

2.1 富山市の路面電車ルネサンスに関する研究課題 

2.2 西欧の路面電車ルネサンスとの関連性 

2.3 国土交通省都市・地域整備局との関係 

2.4 国土交通省と富山市副市長の交流人事 

2.5 今後の課題 

 

３、成果 

 

富山市路面電車推進課との協議の結果、浮かび上がった成果の一つは下記のことである。 

国土交通省の都市・地域整備局との関係性が、この都市の路面電車ルネサンスを行政的に支

えた。むしろ、地方自治体が主体となり、日本行政史に残る新規の事業を開業するためには、

中央官庁との交流人事が不可避なるからだ。もし、政府、ここでは国土交通省都市・地域整

備局の指導と助言がなければ、自治体独自の政策実現は不可能と考えられている。富山市の

路面電車ルネサンスは、日本の交通政策を根源的に変革する可能性を持っている。富山市に
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おける路面電車ルネサンスは、これまでの公共交通の存在形式、ひいては公共性の存在形式

を根源的に変革する可能性を持っている。このような都市構造の根源的変革の可能性ある

いはその前提の一つが解明された。 

 

４．総括 

1. 富山市は、今世紀になって日本において唯一、路面電車の軌道を大幅に拡大した。多く

の日本の路面電車は、初期近代において敷設された路線網を継承しているだけである。富山

市は富山県の県庁所在都市ではあるが、縮小することがほぼ確実である。 この都市は日本

海に面しており、日本の中枢、つまり太平洋ベルト地帯からかなり離れている。人口減少が

確実視されている街において、なぜ公共交通網を都市中心街において拡大したのかが問題

になる。 

2. 函館市において路面電車が残存している。しかし、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。1978年にガス会社前―国鉄五稜郭駅前間、1992年に宝来町―松

風町間、1993 年には函館駅前―ガス会社前―電停五稜郭間が廃止された。現在の総延長距

離は 10.9 kmでしかない。しかし、路面電車の延伸構想はつねに議論の対象になっている。

その可能性と不可能性について、講義において考察する。 

3．函館市もまた、縮小する都市に属している。2004年に旧 4町村（戸井町、恵山町、椴法

華村、南茅部町）と合併することにより、30 万人都市になり中核市の要件を充足した。し

かし、2040年、すなわち 25年後には 20万人を切ることがほぼ確実とされている。 この危

機的状況、すなわち 30 万人都市から 20 万人都市への移行において、地域内の公共的人員

交通の問題は、様々な観点から考察されている。同様な体験を 21世紀に体験した富山市の

モデルは、参考になろう。人口減少時代における路面電車の延伸である。 

4. このような問題を設定した。回答は、この問題設定の内にあるが、函館市にはまだその

前提条件が実現されていない。2016 年において、富山市だけではなく、宇都宮市において

も路面電車ルネサンスが決定された。この都市構造の変革に関する考察が不可避になろう。 

 

５、地域からの評価 

 富山市路面電車推進課から、事前学習の精微性に関する指摘をうけた。問題設定の特異性

に関しも、高い評価を受けた。富山市路面電車ルネサンスの計画当時の富山市助役と面談す

る機会があり、都市構造の変革に対する様々な法的基礎、行政上の行為の機微に関する助言

を受けた。 

 また、路面電車の報告会において、函館財界の重鎮から函館の路面電車の延伸に関する根

源的助言をうけた。路面電車の環状化がそれである。路面電車の延伸は、けっして直線的で

はなく、環状化されるべきでるという指摘である。この提言の意味を今後とも咀嚼しながら、

本プロジェクトの意味を考察対象にしてゆく。 

 

６、参加者一覧 

担当教員  

田村伊知朗（地域協働専攻・地域政策グループ 教授） 

担当学生 

尾本裕輔（地域政策 2年） 

水島広大（地域政策 2年）  

田中紗子（地域政策 2年） 

伊藤友紀（地域政策 2年） 

櫻庭ゆい（地域政策 2年） 
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2017年 6月 22日 市民公開講座１     2017年 6月 22日 市民公開講座２  

 

 

 

 

2017 年 3 月 14 日 インデック本社前駅   2017 年 3 月 14 日 富山駅前 旧市電

 

 

2017年 3月 14日 富山駅 新型 LRT    2017年 3月 14日 中島閘門がデザインされ 

                    た看板                                            





「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意識を持ちながら生活をしている。特に生活不安を感じさ

せるような課題については、いろいろな方法によってその内容について調べたり、理解を深めた

り等の努力をしている。しかし、課題意識はあるもののその課題について考えることに予期負担

を感じ、結局取り組まないまま漠然としたわだかまりを抱えながら生活をしている人もいる。そ

のような状態は、課題意識をもつ本人にとっても、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・紙芝居の物語やテーマ性を利用し、課題について負担なく取り組めるきっかけ

を創出し、生活課題や社会的課題の理解促進の支援を行うことを本プロジェクトの目的とする。 

 

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 とらえた課題の理解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、課題理解の方法を検討する。 

④ 検討した方法を用いてフィールドワークを実施する。 

 

３．年間スケジュール 

（１）地域プロジェクトⅠ 

① １０月～１１月 

  生活課題や地域課題・社会的課題をとらえる。 

② １１月～１２月 

  とらえた課題の内容に関する知見・認識を深め考察する。 

③ １２月～１月 

  それぞれの課題の理解に役立つ内容の絵本・紙芝居の選書を行う。 

 

（２）地域プロジェクトⅡ 

① ３月 

  支援方法の検討と連携先の決定。 

② ４月～５月 

  函館中央図書館と連携し、図書展示コーナーを活用した地域支援を実施。 

 ③ ６月～７月 

  活動内容の振り返りと今後の課題の検討。 

 

 



４．プロセスと成果 

 

（１）設定テーマ 

  以下の５つのテーマを設定し、それぞれの理解に役立つ絵本・紙芝居３冊を精選した。 

 ① 個性の受容 

  ② 自己実現 

  ③ 地域の担い方 

  ④ 地産地消 

  ⑤ 地域防災 

 

（２）活動の実際 

  ① 図書展示コーナーづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 図書展示コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．地域からの評価 

  地域からの評価を集計・分析したところ、「プロジェクト内容の良さ」「設定テーマの理解の

しやすさ」「テーマへの興味・関心の高まり」の３点に集約された。 

 

（１）プロジェクト内容の良さ 

・テーマから絵本を紹介するというのはおもしろいと思いました。 

・市内の大学と公共図書館のコラボは良いと思う。今後の共同展示に期待します。 

・企画がおもしろいと思う。 

 ・絵本の展示はよく見かけるが、紙芝居の展示もおもしろい。 

 

（２）設定テーマの理解のしやすさ 

・テーマが面白いです。内容も簡単に紹介されているので、そのテーマについての本を初めて

読むという人にもとっつきやすいと思います。 

・内容や主題をわかりやすくまとめている。 

 

（３）テーマへの興味・関心の高まり 

・３冊とも好きな絵本だったので、展示を見て改めて読みなおしたくなりました。 

・普段子どもに読んでいる本にこのようなテーマがあったのかとあらためて読み直しましまた。 

 ・見落としがちなテーマを取り上げており、関連図書を読みたいと思いました。 

 

６．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 設定課題に対する理解促進。 

 ② 生活課題、社会的課題に対する啓発。 

 

７．今後の課題 

  今回実施したプロジェクトは地域の図書館の展示コーナーの活用という方法をとったため、

活動の対象者は幅広い層となった。今後は、特定の課題意識をもつ対象者に焦点を当て、直接

的な交流を図れるような内容を検討することが課題である。 

 

８．メンバー一覧 

 ・教員：外崎 紅馬 

・学生：鈴木 結梨花、小鹿 美里、阿部 香緒莉、柏葉 啓吾、佐藤 千夏 

 

以上 

 

 





中村地域プロジェクト最終報告書 

子どものことを考えた地域づくり 

～子どもの豊かな育ちのために～ 

 

 

１．背景・概要・目的 

 社会的養護の現状の中から特に里親制度について学び、里親里子に対する認識の向上及

び支援の充実を図る。 

 

２．年間スケジュール 

月 内容 月 内容 

１０ 顔合わせ・里親制度について調べる ４ 今後の予定計画・企画会議① 

１１ 参考動画鑑賞・前年度から引き継ぎ ５ 里親会へ 3回目の聞き書き調査 

１２ 里親会へ 1回目の聞き書き調査 ６ ワークショップ準備・ワークショップ 

１ 里親会へ 2回目の聞き書き調査 ７ 成果発表準備・成果発表 

 

３．プロセスと成果 

◎里親制度とは 

健やかな育ちの場を求める子どものための制度 

 

◎里親とは 

様々な事情によって家庭で暮らせなくなった子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて温か

い愛情と理解をもって養育してくれる人のこと 

 

◎里親になるには 

一定の要件を満たしていれば、特別な資格はいらない 

求められる資質は、子どもが大好きで明るく健康的な家庭であること 

 

◎里親とは養子縁組のこと？ 

里親には養子縁組を前提とする里親や、事情があって家庭で生活できない子どもを一定期

間養育する養育里親などがある。里親＝養子縁組ではない。 



 

 

②ワークショップ 

里親の子育てと地域社会 

～里親の子育てを地域住民の一員としてどのように協力していくか～ 

日時：2017年 6月 24日（土） 14:30～16:45 

場所：17講義室 参加人数：21名 

◎私たちにできること 

・若い世代に里親の知識を伝える 

・里親・里子を特別視しない 

・町内会を復活→地域の行事で繋がりを再構築 

・SNSで里親の知識を広める 

・賛助会員への加入 

⇒里親会への理解及び資金援助を目的とする 

・近所付き合い（挨拶など） 

 

◎里親の願い 

里親・里子を特別視しない 

いざという時は児童相談所に早く連絡する 

身近に相談できる人を見つけよう 

自分たちが相談を聞ける人になろう 

ぜひ賛助会員になろう 



4．総括と反省・今後の課題 

・前回の反省を踏まえ、それぞれが考え行動することができた。 

・前期では里親制度について主に学んだが、今学期はその里親制度の知識をどのように地

域に広めていくかについて考えることができた。 

・里親、里子は決して特別な存在ではない。 

→里親、里子を誰にとっても身近な存在になることが展望である。 

・里親問題から派生する女性の権利や経済問題などについても考える必要がある。 

 

5．地域からの評価 

里親会から、「学生がこのような問題に取り組み、認知してくれることが、今後より身近

に感じていただける努力をしてくれたのがうれしく、今後も継続して行っていただくこと

で、私たち里親会もさらに地域になじめるそのような形になっていくことを願っています。」

という評価をいただいた。 

 

６．メンバー 

担当教員：中村直樹 

中村このみ・岩崎真由子・官田朱華・高橋麻由・菊池和佳奈 

中山侑士・山田創裕・阿部晃佑 

以上 8名 





4月 5月

日本の介護現場の現状把握／外国人介護人材受け入れ制度の把握・整理／事前学習

6月

外国人介護人材受け入れ施設を見学（オアシス21）／報告会へ向けての準備

7月

道南地域の施設へ向けての報告会を開催／総まとめ

道南地域における外国人介護人材導入について考える 

地域プロジェクト２AF 

 

1．プロジェクトの背景と目的 

日本は少子高齢社会が進んでいる。それにより介護職の担い手不足が大きな問題となっている。原因の

一つは「団塊の世代」の高齢化が挙げられる。後期高齢者の人口が約 2200 万人となり、人口の 5 人に一人

が該当する計算となる。また、もう一つの原因は少子化による生産年齢人口の減少が挙げられる。日本の

生産年齢人口は、1995 年の 69.5％をピークに減少しており、2025 年までには 58.7％まで下がると推測さ

れている。生産年齢人口が減少する一方、介護人材の需要高まっているのだ。しかし介護の現場では人材

不足で悩む施設が多く、今後さらに深刻化することが予想される。 

そこで、人材不足を改善する一つの手段として外国人介護人材に着目してみた。これまで、日本の外国

人介護人材受け入れの枠組みは、EPA（経済連携協定）の制度を利用したものであったが、2017 年より技

能実習生と在留資格に介護が新しく加わった為、受け入れ方法の幅が広がった。しかし、利用する制度に

より専門性や滞在期間等に違いがあること、外国人介護人材の受け入れ状況は、地域によって差がみられ

ることが分かった。北海道は総じて関心が高いとはいえず、余市町、深川、石狩市の一部でしか受け入れ

が行われていない。さらに本プロジェクトが対象としている道南地域には受け入れを行っている施設は無

いことが判明した。 

本プロジェクトでは道南地域の施設を対象に制度の紹介や受け入れ施設での見学を基にした外国人介護

人材についての報告会を開催し、情報提供することで人材不足を補う一つの方法として外国人介護人材の

受け入れを検討してもらうことを目的とした。 

 

2．プロジェクトの概要 

① 日本の介護現場の現状を把握し、今後の課題を明確にする。 

② 外国人介護人材の受け入れ方法や制度等の概要をまとめる 

③ 外国人介護人材受け入れを行っている施設での見学を通し、施設側と外国人介護人材、双方の話を伺

うことでメリットやデメリット、受け入れる際のポイント等を把握する。 

④ 上記の内容を整理し、道南地域の施設を対象に報告会を開催する 

⑤ 報告会での各施設の反応をくみ取り、今後の課題を明らかにする 

 

3．年間スケジュール 

 

 

 

 

 



職種 平均賃金 

ホームヘルパー2級以上 154,540 円 

無資格 147,289 円 

介護支援専門員 179,517 円 

 

保有資格 平均実賃金 平均勤続年数 

看護師・准看護師 ２８４，７１８円 ４．９年 

介護支援専門員 ２７１，８７１円 ７．１年 

介護福祉士 ２３４，９０４円 ５．７年 

ホームヘルパー２級 ２１０，２８８円 ３．８年 

無資格 １９５，５８２円 ２．６年 

 

 

外国人介護人材受け入れ施設見学          道南地域の施設の方へ向けての報告会 

（オアシス 21）                   

 

 

 

 

 

 

 

 

4．プロセスと成果 

① 日本と函館の介護人材不足の現状 

―１か月の平均実賃金（全国）―           ―１か月の平均実賃金（函館）―              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の介護人材は不足しており、介護職自体の待遇と定着率も低いことが読み取れる。 

  →外国人介護人材を受け入れることは日本の介護人材不足を改善する為の一手段となりうる 

② 外国人介護人材を受け入れる 3 つの方法を把握・整理 

 EPA 在留資格「介護」 技能実習制度 

就労期間 4 年 

介護福祉士を有していれば

永続可能 

最長 5 年  

更新可能 

3 年 

基準を満たせば 5 年 

受け入れ国 インドネシア 

フィリピン 

べトナム 

国籍を問わない （補足）討議議事録で締

結した 15 か国 

雇用契約 日本人と同等 日本人と同等 日本人と同等 

日本語能力 尼・比 N５以上 N２以上 入国時 N４程度 



（基本入国時） 越 N３以上 1 年後 N３程度 

人材紹介団体 JICWELS のみ 無し 各監理団体 

配属までに 

必要な時間 

１年マッチングで 

必要 

資格習得後になるので

最低２年はかかる 

４～７か月 

 

国家資格の習得 国家資格の取得をめざす 国家資格取得者が対象 基準が未定 

③ 外国人介護人材受け入れ施設見学（オアシス 21）・情報分析 

・仕事面：モチベーションの違いはある（ハングリー精神があまりない等）。 

・生活面：1 か月ほどは面倒を見ていた（口座作りなど日本の制度や文化の補助）。 

母国へ帰省することもある。 

・利点：地域でまとまって行うと活動しやすい。 

・課題：外国人介護人材を指導できる人が身近にいない。 

・今後の展望：今は施設側の負担の方が多いかもれないが将来への投資となると期待している。 

         技能実習生を別の国から受け入れることも考えている。   

④ 道南地域の施設の方々へ報告会を開催 

 施設への見学後、道南地域の各介護施設から職員を招いての報告会を行い、外国人介護人材の受け入れ

について意見聴取する機会を設けた。日本の介護現場の現状や外国人介護人材受け入れの 3 つのルートを

紹介し、EPA の受け入れ施設での見学で知り得た実態を紹介した。また、ベトナムで技能実習制度「介護」

に関する施設を視察しに行った介護施設の施設長による報告も行われた。 

 

5．総括 

外国人介護人材を受け入れる上では文化や習慣が異なるのは当たり前だ。なので「外国人」というくく

りで見るのではなく、一個人としてみることが大切だということを再確認できた。また、介護職は誰でも

できるわけではなく、専門性を問われる仕事なので今後、介護職や外国人受け入れ方法等の制度や環境を

十分に整えていく必要性がある。介護人材不足は、年々深刻化しており、早い時期に外国人介護人材を受

け入れる体制やネットワークを構築しておくこが必要である。 

 

6．地域からの評価 

報告会により、外国人介護人材の受け入れ制度に興味を持った方もいた。言葉の壁や現場の職員の心構

えに対しての援助や日本の介護技術をどう教えていくかが分からないなど不安の声もあったが、実際に受

け入れを行っている施設の声を紹介することで、外国人介護人材の実態を伝える良い機会となった。今回

だけでは大きな決断にまで至れなかったが、道南地域において新たな手段として考えるきっかけとなった

という印象を受けた。 

 

６.プロジェクト実施メンバー 

【3 年】名取 甫、山岸 奈央、山本 理奈、三浦 有輝也   【担当教員】森谷 康文 





 

 

DV被害女性とその子どもへの支援活動 

 

1． メンバー 

藤井廣美先生 細川萌子 石黒綜太 後藤佳奈恵 菊池裕太 下田佳吾 山崎萌衣 

 

2． 背景 

 DV と聞き、自分には関係ないと感じる人も多いだろう。しかし現代の日本では 4 人に

1 人の女性が配偶者から暴力をうけた経験があり、相談件数はここ数年で急激に増加して

いる。さらに、相談件数が増加する一方で一時保護件数に変動はなく、DV 被害の中に苦

しんでいる家庭は年々増えていると考えられる。また DV 被害に苦しむのは被害女性だけ

でなくその子どもにとっても様々な影響をもたらす。トラウマ、学習意欲の低下、コミュ

ニケーション能力の低下、生活習慣の乱れなど、その多大な影響から、2004 年の児童虐待

防止法では子どもに DV をみせるという面前 DV は心理的虐待であると定義づけられた。

この背景をもとにＤＶ家庭に育った子どもたちに私たちが出来る支援について考えてい

く。 

 

3． 目的 

ＤＶによる心理的虐待を受けた子どもへの精神的サポート及び学習支援 

 

4． 年間スケジュール 

10月 文献購読 

シェルター・ふわっとスタート 

講演会参加（札幌） 

1 月 中間発表 

2 月 支援方法検討（活動整理、文献・論文購読） 

3 月 学習支援準備 

5 月～ 学習支援開始（５/27,6/17 計 2回実施※3回を予定していた

が 2回は子どもたちの精神的な理由により中止） 

7 月 成果発表 

7 月中旬～8月 後期プロジェクトへの引継ぎ、リーフレット作成 

 

5． プロセス 

 前期は主にメンバーのＤＶへの知識、見聞を広げ、ＤＶを客観的に見ることと、実際

に現場に行き、課題分析と支援方法の検討を行った。そこで分かったことをもとに中間

発表で発表するとともに、後期からＤＶ家庭の子どもたちを対象とする学習支援を計画

し実施した。その後、北海道警察と連携して性被害予防のためのリーフレット作成を始

めていき、後期のプロジェクトとして進めていくための引継ぎを行った。 

 

6． 成果 

 前期の活動で、ＤＶ被害が自分たちにとって決して他人ごとではないということ、Ｄ



 

 

Ｖは身体的に被害者を傷つけるだけでなく、死に追いやる危険性があるとともに、その

後何十年と被害者の心を苦しめ続ける決してＤＶを止めれば解決するという単純な問題

ではないということが分かった。また子どもたちの発育にもおおきな影響を与えている

ことが実際にシェルターというＤＶ被害者の母子が避難してくる一時保護施設に通った

り、ウィメンズネット函館が運営している「ふわっと」というＤＶ被害家庭のこどもた

ちが月に 2 回交流できる活動にボランティアとして参加しながら実感できた。具体的に

は著しいコミュニケーション能力の低下や母親が情緒不安定なことによる生活習慣の乱

れ、不登校による学習の遅れ、甘えたがり、暴力的、自尊感情の低下などである。後期

はこの実感をもとに、「学習支援」という形をとって、子どもたちに学習機会を持たせ

るとともに、アイスブレイクや会話を通して大学生や同年代の子どもたちと話す機会を

持たせたり、学習計画・振り返りをさせることで目標を達成することで自尊感情を高め

ることをめざした。全 5回を予定していたが、子どもたちの精神的な理由が関わって、

実際に実施できたのは 2回だった。正直学習支援としての効果が 2回で現れたとは言え

ないが、ＤＶ家庭の子どもたちが抱えている心の苦しみの深さを知り、大学生が支援に

関わっていく難しさを痛感した。しかし、その反面で子どもたちが学習支援に来ている

時間は母親にとっても 1人になり落ち着ける大事な時間になっていることがアンケート

で分かった。しっかりと子どもたちが定期的に来れる体制を作っていくことが出来れば

もっと価値のある場所になる可能性を秘めている活動だろう。 

 

7． 総括と反省 

結果として、学習支援という最終目標で効果を見出すことはできなかった。しか

し、1 年で学んだＤＶの現状や社会であまり浸透しない話題について発表で広める

ことが出来たのは意義のあることだったと考える。ふわっと、シェルターの子ども

たちが普段は傷ついた母親に気を使いながら甘えるしかない状況の中で、お姉さ

ん、お兄さん的な立場である大学生が関わることで少しは心のよりどころにできた

のではないかと毎日来るのを楽しみにしてくれている様子から思う。その反面、根

本的な心のケアには至れず、専門家ではない大学生が心のケアを行う難しさを感じ

た。反省としては、予定がばらばらでメンバー間でシェルタ―・ふわっとに行く回

数にばらつきがあったこと、シェルターに関しては単独で通うことがほとんどだっ

たため、同じ状況について多角的な見方が出来なかったこと、また、協力団体であ

るウィメンズネット函館ともっと連携し、ともに解決していくという形をとるべき

だったことなどが挙げられた。 

 

8． 今後の課題 

今後の課題としては、シェルター・ふわっとの参加の時点でもっとメンバー間で議

論を増やし、より子どもたちについて細かく見ていくこと、ウィメンズネット函館

さんとの連携を増やし、活動の幅を増やしていくこと、また、問題の根が深いだけ

に「継続」が本当に大事になってくる活動のため、学習支援に関しては今後も継続

的に行っていかなければ意味のないものになるのではないかと考えている。 

 



 

 

9． 地域からの評価 

地域からの評価として今回活動を支援して下さったウィメンズネット函館の古川様と

加茂様から評価をいただいた。 

 シェルターにいる子どもたちは母親とともに突然知らない場所に連れてこられ、不

安でいっぱいの中、さらに母親は次の自立の準備に向けて、離婚問題や保護命令の申

立などの準備に忙しくなり、子どもとあまり関わることができなくなる。そのような

環境のなか、こどもたちだけを見て、接し、甘えることができる私たち大学生の存在

は非常に大きかったという評価をいただいた。ＤＶという虐待環境にいる子どもたち

は「愛着障がい」をもち、執拗に甘えたがるがそれに対して、見放すことなく付き合

い、こどもたちに安心感を与える関わり方だったと子どもとの関係性についても高い

評価をいただくことができた。ふわっとの活動に関しては子どもたちが心の中にある

エネルギーを発散する場所である。大学生が 1 人 1 人を見守り、時には身体をはり、

時にはじっくりと話を聞き、しっかりと関わってくことでふわっとという場所の効果

を高めている。シェルターにしてもふわっとにしても大学生が関わっていくことで子

どもたちに及ぼすプラスの影響は大きく、今後に関しても可能性のある活動であると

の評価をいただいた。 





10・11月
地域での体験

12・1月
課題の

特定

2・3月
課題への企画

提案

4・5月
企画の調整

6・7月
提案の実施

8・9月
1年間の反省

見守り隊への感謝の会の様子 

小学校を拠点とした地域づくりの試み 
担当教員：藤井麻由 

魚住桃花、栗田凌平、杉山理恵、田畑裕柾、友田昌志、中貝将己、堀慎司 
 
1. 背景・目的・概要 
 当プロジェクトは、北海道知内町立湯ノ里小学校で実施されているコミュニティスクー

ル事業に、大学生という立場で参加し、小学校を拠点とした地域づくりを試みるプロジェク

トである。コミュニティスクールとは、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合

い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支

え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みのことである。（引用：文部科学省ＨＰ）。   

年間スケジュールは以下の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. プロセスと成果 
 私たちは、地域の課題を特定するために、湯ノ里小学

校の運動会や 1 年生を迎える会、見守り隊への感謝の会

など、各種行事に参加した。また、地域の方々とゲート

ボールをしながら交流を深めるなど、数多くのフィール

ドワークを実施した。継続的に活動を実施することで、

地域とのつながりを深めると同時に、地域における課題

を明確化することが可能となった。 
その中で、私たちが見つけた地域の特徴（課題）は大きく分けて３つある。１つめは、小

学生世代と高齢者世代の関わりが密接であるが、中間世代（２０～３０代）のつながりが不

足していることである。２つめは、住人の湯ノ里地区に対する想いの深さによる団結の深さ

があると同時に、新しく湯ノ里に来た人にとってコミュニティへの新規参入が困難になっ

ているということである。そして３つめは、「帰ってくる若者が少ない」という地域の方々

前期 後期 



の声から、郷土愛を育むきっかけが不足しているのではないか、という点である。この３つ

の課題から、私たちは「共育」「特色」「郷土愛」というコンセプトを掲げ、本プロジェクト

のテーマ課題である「小学校を拠点とした地域づくり」を具体化するために地域の方々と協

力した大学生主催の企画を実行することとなった。企画の目標は「湯ノ里の特色を活かして

郷土愛を育て共育の場を作る」ことである。この目標を達成するための指針として、多様な

世代が参加できるような企画、湯ノ里に再び帰ってくるためのきっかけになるような企画

を小学校と一緒に考えてきた。 
 そして、最終的に実施した企画が「ＹＯＵの里看板作り」と「ビュッフェ」である。「Ｙ

ＯＵの里看板作り」は湯ノ里の「湯」と「ＹＯＵ」を掛け合わせて、地域住民ひとりひとり

にとって「あなたの里」であるという意味を込めて作った題名である。内容は、湯ノ里小学

校の子どもたちひとりひとりに絵を書いてもらい、それをつなぎ合わせて学校のシンボル

マークである蛍の絵を作り上げるというものである。そのために地域の方々と小学生、保護

者の方々、そして大学生が一緒になって作業することで、世代間交流を生みだすことを狙い

とした。また、完成した看板を小学校内に設置してもらい、思い出の看板としていつかまた

見に戻ってきたくなるように願いを込めて企画を行った。また、出来上がった看板の絵はポ

スターにし、町内会館など地域の方の目につくところに設置していただいた。「ビュッフェ」

は、今までお世話になってきた地域

の方々に感謝の意を込めて、プロジ

ェクトメンバーの地元の郷土料理

などを小学生と大学生で作り、一緒

に食事をするというものである。写

真はこの２つの企画の様子である。 
 
3. 地域からの評価 
企画当日、参加者に向けてアンケートを実施した。回答者は１８名で、参加者の１００パ

ーセントから回答を受け取ることが出来た。まず、「Ｑ１，看板作りで様々な年代の方が楽

しく交流できたと思いますか。」という問いに対して、「思わない」・「やや思わない」が０％、

「思う」が４７％、「やや思う」が２９％、「普通」が２４％という結果になった。また、「Ｑ

２，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。」という問いに対

しては「思わない」・「やや思わない」が０％、「思う」が４１％、「やや思う」が４１％、「普

通」が１８％という結果になった。Ｑ１・Ｑ２から、企画全体の成果として、看板作りを通

し世代間交流が出来ていたこと、湯ノ里の魅力、特色を参加者の方々が再確認できていたこ

とがわかった。また、さらなる湯ノ里の魅力を感じられるような大学生の企画運営能力の向

上が求められていることを感じた。そして、「Ｑ３，日常生活で他の世代の方と交流する機

会はありますか。」という問いに対しては「全くない」という方が０％、「よくある」が５５％、

「時々ある」が１７％、「あまりない」が２８％という結果になった。この「あまりない」



と答えた方の多くが中間世代（２０～３０代）の方々である。この結果から、湯ノ里地区内

の日常生活で、今以上に小学生、高齢者、中間世代の地域交流の場を設けることの必要性を

感じた。 

 
4. 総括と反省・今後の課題 
一年間を通した課題把握、コンセプトの設定、企画の実行を小学校を中心として行うこと

で、地域の現状（地域の方々の学校や子どもに対する想い、学生への期待の大きさ、住民の

主体性）を具体性をもって把握することが出来た。湯ノ里地区は、小学生の主体性によるま

とまりの強さと、高齢者の行動力によるまとまりの強さが存在し、それをつなぐ「つなぎ役」

として大学生が介入することによって今回の企画を「郷土愛・共育・特色」のコンセプトの

もと成功させることができたのではないかと考える。そして、アンケートから見られるこれ

からの課題として、学校・高齢者・中間世代のつながりの強化を実現するために、私たち大

学生ができることは、「つなぎ役」としての役割なのではないかという結論に至った。一年

間を通して活動してきた中で、私たちは中間世代の主体性を目にする機会も少なく、我々学

生との交流も薄かった。したがって、これからは中間世代の地域に対するニーズを知り、そ

れに応じて中間世代も巻き込んだ地域づくりを行う必要があると考える。 
 

謝辞： 
今回のプロジェクトを実施するにあたり、私たち大学生を温かく迎えてくださり、湯ノ里

について多くのことを教えてくださった地域の皆様、未熟な私たちをサポートしてくれて、

快く小学校の行事などに迎えてくださり、共にプロジェクトを作ってきて頂いた湯ノ里小

学校の児童の皆様、そして先生方に厚く御礼を申し上げます。準備の段階や企画の中でも不

手際がありご迷惑をおかけしたことが多々ありましたが、いつも温かくサポートして頂き

ました。毎回の訪問で、湯ノ里の皆様の温かさに感動しておりました。皆様のお力添えがあ

ったからこそ、無事にプロジェクトを実行することができました。本当にありがとうござい

ました。 


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ

